
　皆様、あけましておめでとうございます。一般財団法人千葉陸上競技協会所

属の競技者及び役員・理事はじめ関係者の皆様には、日頃より本協会の活動に

ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。令和初めての年明けは、同時に

東京オリンピック・パラリンピック開催年の幕開けとなりました。陸上競技に

限らず日本のスポーツ界が新しい時代を迎えようとしています。千葉陸上競技

協会も競技の普及、選手の強化、競技会の運営に努め、陸上競技にかかわるす

べての皆様に貢献するため、会長として力を尽くしたいと思います。本年もよ

ろしくお願いいたします。

　さて、2019 年は 9 月の茨城国体で天皇杯 6 位皇后杯 6 位と実力を発揮し、

11 月の東日本女子駅伝では見事優勝を果たしました。いずれの大会も選手個
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会　長　　宇野　　裕　オリンピックイヤーに新たな一歩を

人の活躍はもとより、チーム千葉として大会に臨み成果を上げることができました。年明けの全国都道

府県対抗駅伝では女子は 11 位、男子は 10 位と力を出し切れませんでしたが、中学生高校生世代の力が

充実してきており今後に期待が持てる結果となりました。競技者の皆様には日ごろのトレーニングでス

キルアップを図っていただきたいと思います。そして、今夏の東京オリンピックにも千葉県ゆかりの選

手が多数出場し活躍してくれることを望みます。

　今年の話題は何といっても東京オリンピック・パラリンピックです。千葉県でもオリンピック 3競技、

パラリンピック 4競技が開催されます。56 年前の前回東京オリンピックでは、千葉市の東京大学検見

川総合運動場で近代 5種競技のクロスカントリーが開催されました。その縁もあり、本協会主催千葉県

クロスカントリー大会を同会場で開催していた時期もありました。今回は残念ながら陸上競技に関係す

る競技の開催はありませんが、陸上競技のオランダチームが千葉県総合スポーツセンターで事前キャン

プを行います。日本選手はもちろん、本県で最終調整に励んだオランダチームの活躍も応援したいと思

います。この他にも、県内の陸上競技場を会場に最終キャンプを行うチームが複数あり、オランダチー

ム同様に健闘を期待しています。また、これらのチームがキャンプ地の若い世代と触れ合う貴重な機会

が、国際交流の発展と陸上競技の普及につながる新たな一歩となることを願っております。

　競技運営に係る施設設備の面ではご心配をおかけしておりますが、千葉県総合スポーツセンター陸上

競技場の改修工事が昨年 10 月より始まりました。今回は全天候舗装の基礎部分からの改修工事を実施

し、レーン幅も新規格に改められます。用器具についても更新が予定されており、より円滑に競技会を

運営できるようになると思います。大規模大会開催に必要な照明や大型映像の設備についても、本協会

会長として設置に向けて県への要望を続けてまいります。

　まもなくトラックシーズンを迎えます。本協会でもオリンピックイヤーを契機にさらに競技の普及と

競技力の強化に励み、陸上競技王国千葉の名に恥じない成果を収められるよう力を注いでまいりたいと

思います。本年も本協会の活動にご支援賜りますようお願いいたします。



陸上部紹介　　

※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。

　大網白里市立大網中学校陸上競技部は、部員数合計 70名で活動しています。

　練習は、平日の朝・午後で週４日、休日は土曜日に近隣の競技場や昭和の森など、場所を積極的に変え

て取り組んでいます。部員は、総合体育大会で総合優勝と、個人では１つでも大きな舞台で戦うことを目

標に日々全力で練習に励んでいます。個人競技ではありますが、チームで戦っていることを意識しながら、

互いに刺激し合うことで、競技力向上に繋げています。

　今年度は、県通信大会で男子リレー優勝、200ｍ優勝、女子1500ｍ優勝を果たしました。県総合体育大

会では、男子総合優勝、ならびに男女総合準優勝を獲得しました。

　さらに、男子リレーが千葉県新記録で優勝、女子1500ｍでは大会新記録で優勝、３年男子100ｍ優勝を

果たしました。関東大会では男子 200ｍ優勝、男子リレー優勝、女子1500ｍ６位という成績を残しました。

全国大会へは男子リレー、男子 200ｍで２名、女子1500ｍで１名と計３種目総勢７名の選手が出場するこ

とができ、男子 200ｍでは７位入賞を果たしました。また、ジュニアオリンピックでB男子 200ｍ、A女

子 3000ｍに選出され、東日本女子駅伝・都道府県駅伝の千葉県代表にも選出され、千葉県を代表する選

手も少しずつ育っています。

「大網白里市立大網中学校」

　千葉県立柏中央高等学校は、全校生徒約1,100 名の学校で、2020 年度には創立 40周年を迎えます。

　本校陸上競技部は男女約 44名とそれほど多くありませんが、部旗にも掲げている「底力」を合言葉に、

近隣の中学校や高等学校の先生方にご理解いただきながら、少しずつではありますが力をつけることがで

きたと思います。近年では 4年連続で全国大会に出場し、関東高校総体で優勝、U18日本選手権・国民体

育大会で入賞を果たすことができました。

　野球部、ソフトボール部と同じグラウンドで活動しており、恵まれている練習環境とは言えませんが、この

環境下でそれぞれが創意工夫しながら、日々競技力向上に向けて努力しております。

「県立柏中央高等学校」

　これは日頃から山武支部の中学校や近隣

の高校との合同練習会を通して培ってきた

力だと思います。

　多くの先生方や地域の方々、山武支部の

陸上競技を愛する仲間たちと共に、「みんな

で強くなろう」と切磋琢磨してきた成果だ

と思います。これからも多くの方々に応援

してもらえるチームを目指し、山武支部全

体でも頑張っていきたいと思います。

　競技面はもちろん、陸上競技を通して

社会に通用する自主・自立の精神を身に

着けられるよう努力をしています。その

ために「当たり前のことを当たり前のよ

うに出来る」人間力の育成に力を入れて

おり、今後の生徒のより良い成長を促す

ようにサポートしていきたいと考えてお

ります。



　　

おしらせ【栄章贈与者の紹介】

〔平成 30 年度　日本陸上競技連盟　栄章〕

秩父宮章　　　　　木内　俊秀　千葉陸上競技協会専務理事

高校優秀指導者章　松澤　　誠　成田高等学校

中学優秀指導者章　中川未来雄　千葉市立幕張本郷中学校

高校優秀選手章　　小林　歩未　船橋市立船橋高等学校

中学優秀選手章　　渡辺千奈津　千葉市立幕張本郷中学校

〔令和元年度千葉県スポーツ協会栄章〕

功労章　高津　乙郎　（千葉陸上競技協会副会長）

〔千葉陸上競技協会　栄章贈与者〕

　令和元年度功労章　　

　村山　幸裕　（千葉陸上競技協会審判員）　　

　長谷川弘之　（千葉陸上競技協会総務委員会法制部長）　

　山村　　剛　（千葉陸上競技協会総務副委員長）

　平成 30 年度勲功章

　梅谷　健太　順天堂大学

　山本　竜大　日本大学

　石橋　和也　清和大学

　加世田梨花　名城大学

　瀬尾　英明　西武台千葉高等学校

　川上　聡太　西武台千葉高等学校

　吉川　　崚　千葉県立千葉東高等学校

　海鋒　泰輝　西武台千葉高等学校

　丸山　裕己　木更津総合高等学校

　景山　咲穂　船橋市立船橋高等学校

　小林　歩未　船橋市立船橋高等学校

　岩佐茉結子　成田高等学校

　渡辺千奈津　千葉市立幕張本郷中学校

　白土　莉紅　八日市場第二中中学校

　森澤　優佳　船橋市立葛飾中学校

　佐藤　葵唯　旭市立第二中学校

　平成 30 年度千葉県高校記録章

　東海大付属浦安高　

　　村瀬大輔 / 天岳直樹 / 藤原寛人 / 秀島　来 

　男子 4 × 100mR 40″14

　　小林　歩未　船橋市立船橋高等学校　

　女子 100mH（83.8cm ＿ 8.5m）  13″34

　平成 30 年度千葉県中学記録章

　植木　優太　印西市立印西本埜中学校　男子走幅跳 7m15

　ハッサン・ナワール　みちる AC　女子 100m 11″88

　ハッサン・ナワール　松戸市立第五中学校　女子 200m 24″51

〔令和元年度関東陸上競技協会感謝状〕

　間藤　良男　（市川市陸上競技協会）　　

　植田　栄治　（リーダースクラブ）　

　佐藤　孝行　（轟アスレチックス・コミット）

〔安藤百福記念章〕

　山上　晴彦　（千葉陸上競技協会）

国際大会入賞者・国内大会優勝者・駅伝結果記録室

全国高等学校陸上競技選手権（R1.8.4 ～ 8　沖縄）
男子110mH（1.067m）村竹ラシッド 14.04 ① 松戸国際高

国民体育大会（R1.10.4 ～ 8　茨城笠松）
少年 A 男 子 走 幅 跳 鳥海　勇斗 7m61 ① 東京学館船橋高
少　年 男子共通 800m 金子魅玖人 1.49.62 ① 鎌ヶ谷高
少　年 男子共通 110mH（0.991m） 村竹ラシッド 13.37 ① 松戸国際高

全日本中学校陸上競技選手権（R1.8.21～ 24　大阪長居）
男子走幅跳 チュクネレジョエル優人 1m96 ① 松戸小金中
女子 100m ハッサン 　ナワール 11.94 ① 松戸第五中
女子 200m ハッサン 　ナワール 24.21 ① 松戸第五中

U-20/U-18日本陸上競技選手権（R1.10.18～ 20広島）
U-20
男子 800m 金子魅玖人 1.50.78 ① 鎌ヶ谷高
男子110mH（0.991m）村竹ラシッド 13.54 ① 松戸国際高
女子100m 景山　咲穂 11.90 ① 市立船橋高
女子走高跳  梅原　遥奈 1m73 ① 日本大
U-18
女子走幅跳 白土　茶実 5m84 ① 成田高
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千葉のアスリート紹介
第 14 回　村竹ラシッド さん

　こんにちは、県立松戸国際高校の村竹ラシッドです。私はこ
の度、全国高等学校総合体育大会陸上競技大会、国民体育大会、
U-20日本陸上競技選手権大会の３大会において、男子 110ｍH
で優勝することができました。自身でも、このような結果を出す
ことができて、非常に嬉しく思います。
　前年の全国高校総体では、決勝まで進出できたものの、いざ
迎えたレースでは、アクシデントもあり最下位という結果に終わ
りました。さらに同月の末には腰に大きなけがを負ってしまい、
やむなくシーズン終了という形になってしまいました。言葉には
できない悔しさに満ちたシーズンとなりました。
　年明けにけがが回復してからは、昨年の悔しさを晴らすべく練
習を積み重ねてきました。その結果、全国大会３冠という成績を
収めることができました。しかし、これで終わりではありません。
　私は、大学へ行っても陸上競技を続けるつもりなので、今後
控えている大会へ向けて、日々努力していきたいと思います。

この人に

 聞く

　松戸市陸上競技協会は、昭和25年に設立しました。今年度会員は100名で登録者は 85名を超え、会員の75名以
上が公認審判員です。協会は『松戸市における陸上競技の健全な普及・発展を図り、松戸市の体育スポーツの発展
に寄与する』ことを目的とし、様々な活動を展開しています。特に公認の陸上競技大会・記録会は「松戸記録会」の
呼び名で県北西部を中心に近隣地区から、さらに近県からの参加者もいます。主催する競技記録会は、松戸運動公
園に陸上競技場が昭和 52年完成したことにより始まり、平成６年９月全天候競技場への全面改装。東葛地区での手
動計時から電気計時への先鞭を切る競技記録会開催陸協となることができました。（競技場は現在、走路幅変更工事
と人工芝への改修工事中で、令和２年６月末竣工予定です）以後協会最大の活動である競技記録会は、練習の成果
確認や目標達成の場として、また競技者の競技力向上・交流を目指すために開催し、年間で中学校公認記録会を２回、
小中高一般対象で公認の選手権大会・短距離記録会・長距離記録会の３回を主に実施。二日間開催は３回ありますが、
運営できるのは松戸市陸協会員を中心にした近隣地区の協力です。これは会員と協力していただく方々の審判技能と
処理能力の連係、また申し込みから公認申請記録処理までほぼすべてでPCの活用が可能にしています。また平成10
年度より県下の競技会に先立ち馬橋接骨院様の全面的な支援協力のもと「トレーナーステーション」を開催併設し、
競技者の障害防止面のケアまでの競技会開催に努めています。平成 26年度よりホームページの運用を開始し、競技
記録会についての告知・申込・連絡・記録結果等情報の場を設け活用することで、参加者の利便性を高めています。
おかげさまで令和元年末で194回目を迎えることになりました。また、他の協会活動に、中学市総体・新人戦、駅伝
大会への競技役員派遣、七草マラソン大会、東葛駅伝大会等への審判員派遣等で公認大会・競技運営協力にも積極

団体紹介 松戸市陸上競技協会

千葉県 PRマスコットキャラクター　チーバくん
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プロフィール　
村竹ラシッド　松戸第一中→県立松戸国際高
インターハイ　優勝　110 ｍ H　14 秒 04
国民体育大会　優勝　110 ｍＨ　13 秒 37
U-20日本選手権　優勝　110 ｍ H　13 秒 54

的に取り組み、さらに競技場での中学・高校のトレーニングに支援協力
しています。
　最後に、『活躍する松戸市陸協チーム』として、県選手権、クラブ対抗
大会等選手派遣で入賞、県民大会松戸市チーム優勝への全面的な協力支
援。さらに松戸市陸協全員で組む駅伝チームは、東総毎日駅伝・八潮駅伝・
しらかわ駅伝・大澤駅伝等に出場しほぼすべての大会で優勝や入賞する
等目覚ましい活躍も重ねています。郡市陸上競技協会として、競技会開催、
審判員派遣協力、そして地域の競技者の育成支援・競技力の向上・交流
を目指し、今後の更なる発展向上のため頑張りますので今後とも『松戸
市陸協』をよろしくお願いします


