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　一般財団法人千葉陸上競技協会

として２年目を迎え、トラックア

ンドフィールドの新しいシーズン

が始まりました。本協会所属の皆

様とご家族の皆様の、益々のご健

勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。

　法人化を機に、今回本県の陸上競技に関連した記

録を辿ってみました。本協会は1947 年千葉陸上競技

協会（1935～1941年千葉陸上競技連盟）としてスター

トし、今年で 68 年目を迎えます。1964 年開催の東

京オリンピックでは、近代五種競技の陸上断郊競技

（クロスカントリー）4000 ｍが千葉市花見川区の東

京大学検見川総合運動場で開催され、さらに同運動

場を会場として1966 年には第１回全国断郊競走大会

が行われました。この大会は、現在では千葉市の昭

和の森公園で開催される千葉国際クロカントリー大

会に引き継がれています。1973 年には念願の若潮国

体が、国体としては全国初の全天候型トラック競技

場となる千葉市天台町の千葉県総合運動場陸上競技

場（開催時）で開催されました。その後、日本陸上

競技選手権大会など多くの大会を経験し、2005 年に

は全国高校総体（インターハイ）、2010 年には２回目

の国体となるゆめ半島千葉国体が開催されています。

　1988 年 12 月 15 日には、１回目の青木半治杯国

際千葉駅伝が開催されました。当時の新聞報道では

次のように伝えられています。

　幕張メッセを核に国際的なビジネス、文化、学芸

の交流拠点となる千葉市の幕張新都心で、今年１２

月下旬、第２回ワールド・チャレンジ・ロード・リ

レーが開かれることが正式に決まり、（略）県では『幕

第６号

張を世界に売り込む絶好のチャンス』と、ビッグな

スポーツイベントの成功を期して準備に入った。同

駅伝は、国際陸連が主催して、さる 61 年、初めて

広島市で開かれた。駅伝としては唯一の国際レース

で、（略）フルマラソンと同じ 42.195 ｋｍに健脚を

競うもの。広島大会では、男子１２チーム、女子

10 チームが参加。千葉大会は、日本選抜を含め男

女とも 12 チームの参加を予定している。（以下略）

※ 1988 年 1 月 24 日 ( 日 ) 読売新聞朝刊京葉読売版より抜粋

　選手村は長生郡長柄町の日本エアロビクセンター

（現日本メディカルトレーニングセンター）と浦安

市舞浜の東京ディズニーランド隣接のホテルの２か

所で、大会前日の夕方に日本エアロビクスセンター

内で開会式、大会終了後選手は直ちに舞浜のホテル

に移動し、成績発表、表彰式閉会式等が行われまし

た。当時の競技運営は、民間放送局の午後１時の時

報に合せて各中継所で時計を作動させ計測、その記

録を仮設電話で本部に報告し集計する手間と時間を

要する作業でした。現在は、コンピュター処理で正

確で速やかな記録処理が可能となり、表彰式も競技

終了後競技場で行っています。この大会も本県で開

催され今年で 27 回目になります。皆様のより一層

のご支援とご協力をお願いいたします。

　さて、2020 年オリンピック・パラリンピック東

京大会の開催が決定しました。本県からも多くの選

手の活躍を祈念します。今後とも競技力向上、選手

の育成強化に協会を挙げて取り組んでまいります。

　皆様におかれましては、今年も本協会の発展に引

き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。



　日頃より、本協会の活動に御支援・御協力をいた

だきありがとうございます。

　2012 年度より陸連登録がＷＥＢ登録となり、皆

様にはたくさんの御協力をいただきながら順調に進

めてまいりました。

　３月１日より 2015 年度の登録を開始いたしまし

た。千葉陸上競技協会公式サイトの陸協登録より手

続きをお願いいたします。手続きの完了は、登録料

の入金確認後となりますので、速やかに入金手続き

を行ってください。手続きは５月末までにお願いい

たします。追加登録は随時受け付けております。

　なお、登録データをもとに競技役員の委嘱等を行

いますので公認審判員資格をお持ちの方は、必ず所

定の欄に資格の有無を御記入ください。

　今後とも御協力をお願いいたします。

お問い合わせ先　（一財）千葉陸上競技協会事務局

　　　　　　　　TEL　　043－252－7311

　今年の世界陸上開催に向けて外国チームのキャン

プが、千葉県の各地競技場で行われるニュースが出

ていました。世界のトップアスリートが千葉県の

ジュニアの選手たちとの交流をすることができ、こ

れをきっかけに憧れを持った選手たちが希望をもっ

て励み、2020 年の東京オリンピックに千葉県出身

の選手が多く出現することを期待します。

　日頃より、千葉県の選手育成のために、競技場や

スポーツ施設の開放及び維持管理に努めていただ

き、大変感謝しております。競技者はもちろんのこ

と、全ての陸上愛好家が、気持ちよく身体を動かせ

る施設の環境維持にご協力下さいますようお願い申

し上げます。

委員会報告
総務委員会    

総務委員長
市東和代

　平成 26 年度競技会が無事終了いたしました。ご

競技運営委員会　 　　　　
競技運営委員長

立澤　勇

施設用器具委員会 　
施設用器具委員長

森井　優

　松戸市立第一中学校陸上部は、部員一人ひとりが夢や目標を持ち、毎日明るく元気に活動しています。

『感謝感動！つながれジリツ！！』というスローガンを掲げて挑んだ 2014 年のシーズンでは、県総合

体育大会において女子総合優勝を果たし、女子４× 100 ｍ R

では関東大会第２位に入賞することができました。「リレー

で香川全中出場」という夢は、惜しくも叶いませんでしたが、

引退した先輩たちの熱い思いは、後輩たちに確実に引き継

がれています。2015 年も“個の力”を結集させた“チーム力”

を大切にし、夢に向かって全国の陸上仲間たちに負けない

努力を重ねていきます。

※部活動紹介コーナーに登場してくれる部活動を募集しています。我こそはと思う部活動の方は千葉陸協までご連絡ください。

部活動紹介 第２回　「松戸市立第一中学校」

協力ありがとうございました。

　２月 22 日（日）新Ｂ級公認審判員取得講習会に、

97 名の受講がありました。平成 27 年４月１日付け

で公認審判員として認定されますので皆様のご指導

宜しくお願いたします。

　２月 14 日（土）15 日（日）千葉県内で初めて、

室内棒高跳が印西市松山下体育館アリーナで開催さ

れました、多数の参加ありました。ありがとうござ

います。平成２７年度審判員講習会が４月５日（日）

千葉県総合スポーツセンター千葉県体育館で開催さ

れますので、ご参加宜しくお願い致します。



♢平成 27 年度競技会日程
月 日 曜 競　技　会　名 場　　所

４
11、12 土・日 県記録会 総合スポーツセンター

18、19 土・日 県記録会 総合スポーツセンター

５ 30、31 土・日 県高校陸上競技記録会 総合スポーツセンター

６
６ 土 県高校陸上競技記録会 総合スポーツセンター

27、28 土・日 千葉県選手権 総合スポーツセンター

７
11 土 クラブ対抗 総合スポーツセンター

12 日 全国小学生交流千葉県選考会 総合スポーツセンター

８
８ 土 国体最終選考会 総合スポーツセンター

29 土 ジュニアオリンピック最終選考会 総合スポーツセンター

９ ５ 土 東日本女子駅伝選考会 総合スポーツセンター

10

10 土 2015 秋季記録会 総合スポーツセンター

11 日 ちばキッズ陸上競技大会 総合スポーツセンター

17 土 全国小学生クロスカントリー予選会 総合スポーツセンター

18 日 千葉県民体育大会 鴨川

31 土 県高校駅伝 東総

11 １ 日 県中学駅伝 柏の葉

21 土 関東高校駅伝 東総

23 祝・月 国際千葉駅伝 総合スポーツセンター

28 土 都道府県駅伝選考会 総合スポーツセンター

28、29 土・日 関東中学駅伝 柏の葉

２ 14 日 千葉国際クロカン・県クロカン 昭和の森

駅伝結果・
国際大会入賞者・国内大会優勝者記録室

全国高校駅伝（H26.12.21　京都）
男子 市立船橋高校 第６位 ２時間05分35秒 （伊勢ー前田ー矢嶋ー佐藤航ー佐藤友哉ー加藤ー小島）

八千代松陰高校 第 22 位 ２時間07分43秒 （富田ー海老沢ー場中ー長谷ー内山ー西澤ー原子）
女子 市立船橋高校 第 11 位 １時間09分42秒 （関谷ー池亀ー小川ー原田ー中野）

ジュニアオリンピック
　　（H26.10.31-11.2　日産）
Ｂ男子 走幅跳 宮崎　諒也 6m68 ① 佐倉東中
Ｃ男子 走幅跳 本田隼二郎 5m85 ① 流山東部中

全国中学駅伝（H26.12.14　山口）
男子 我孫子市立白山中学校 第 11 位 58分23分 （中光ー齋藤ー曽波ー西村ー藤原－丹羽）
女子 鎌ヶ谷市立第四中学校 第 17 位 42分59分 （浅野ー平林ー加藤ー青山ー根岸）

都道府県対抗駅伝（男子：H27.1.18　広島、女子：H27.1.11　京都）
男子 第 11 位 ２時間21分06秒 （難波ー中光ー柏原－富田－加藤－飯田－佐々木）
女子 第 13 位 ２時間20分08秒 （松崎－木村－谷藤－佐藤－上田ー関谷ー中野ー藤村ー土井）

日本ジュニア室内
　　（H27.2.7-8　大阪）
男子中学 800m 田口雄貴 1’59”14 ① 君津中
女子中学 走幅跳 杉村奏笑 5m92 ① 旭二中
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この人に

 聞く
千葉のアスリート紹介

第６回　前田　恋弥 さん

　はじめまして、船橋市立船橋高等学校の前田恋

弥です。私の高校での目標は、インターハイと国

体で優勝することでした。中学校の時は、全国大

会で優勝することができなかったので、高校では

優勝すると堅く心に誓いました。しかし、インター

ハイでは、１年で７位、２年で４位、国体では２

年で３位と優勝にはあと一歩届きませんでした。

だからこそ、今年が目標を達成する最後のチャン

スでした。

　2014 年４月、私の最後の挑戦が始まりました。

練習環境は決して恵まれているとは言えず、辛い

こともたくさんありましたが、目標達成のために

一生懸命練習に励みました。先生と相談しながら

練習に工夫を凝らし、家族にも協力をしてもらい、

そして、まわりの多くの方に支えていただき、恩

返しをするためにも努力をしました。その結果、

インターハイでは、800 ｍ・1500 ｍで優勝し、中

距離２冠という最高のかたちで目標を達成するこ

とができました。また、国体では、800ｍで優勝し、

日本高校新記録を樹立することがきました。国体

では、記録に挑戦することに不安はありました。

しかし、先生方や家族、友人などたくさんの人に

勇気づけられたお陰で、自信と勇気をもって最初

から積極的に攻めのレースができたことが記録樹

立につながったのだと思います。そして、目標を

達成できたことで、支えてくださった方々に少し

は恩返しができたと思うのでよかったです。

　これからは、大学という次のステージに進み、

また一からのスタートとなります。しかし、支え

てくださる方々への感謝の思いを忘れず、国体の

時のような積極的に攻める気持ちを持って、さら

なる高みを目指します。そして、来る 2020 年東

京オリンピックに出場できるよう、これからも努

力していきます。

千葉県 PRマスコットキャラクター　チーバくん
千葉県許諾第 A287-8 号

プロフィール
前田　恋弥　（まえだ　れんや）

五井中→市立船橋高校　

山梨インターハイ　800m・1500m優勝　中距離２冠

長崎国体　少年共通800m優勝　１’48”08　高校新記録


