理事長
日頃より、本協会の活動に多大なるご支援、ご協
力いただき深く感謝申し上げます。

髙木

義雄

会など、大会も増えています。
参加者数も年々増加し、そこ

お陰様をもちまして、本協会主催の大会はもとよ

から育った選手の活躍が多く

り、全日本中学校陸上競技選手権、アクアラインマ

見られるようになってきまし

ラソン、国際千葉駅伝、国際クロスカントリー等、

た。特に、長距離では、継続的な強化の成果が出始

すべての大会を無事に開催することができました。

め、東日本女子駅伝や男女の全国駅伝において、優

さて、2013年度の千葉陸上競技協会は、昨年の岐
阜国体の結果を踏まえ、陸上王国千葉の復活に向け
一丸となって取り組んでおります。
小学生を含むジュニアから若い世代での人材発掘

勝を狙えるチームになりつつあります。
また、課題となっている本協会の法人化について
は、今後準備委員会を立ち上げ業務を進めてまいり
ます。

や強化に励むとともに、将来を見据え一貫した選手

今後とも、努力を重ねてまいりますので、ご指

強化を図っていきたいと考えております。近年、全

導・ご協力を頂きますようよろしくお願い申し上げ

国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会、千葉キッ

ます。

ズ陸上競技大会、全国小学生クロスカントリー予選
★o☆。o○o。☆。o○o。★。o○o。☆。o○o。★。o○o。☆。o○o。☆o★。o○o。☆。o○o。☆o

強化委員会
昨年の本県チームの成績は、東日本女子駅伝と全
国女子駅伝では４位、全国男子駅伝では５位という

駅伝部

渡辺

俊明

の強化と大学・実業団選手の選考資料作りを同時に
行っていきます。

成績を残すことができました。これらは、実業団チー

そして今年度の大会では、東日本、全国女子駅伝

ムの協力と、中高校生選手を直接指導していただい

では優勝を、また全国男子駅伝では３位以内を目指

ている顧問の先生方のおかげだと確信しています。

し、さらに強化を図っていきたいと思っています。

４月からトラックシーズンが開幕しました。駅

今後とも、指導者の皆様の更なるご協力と、千葉

伝シーズンはまだ先と思われがちですが実際にはあ
と半年しかありません。この６カ月の間に、中学生

県駅伝チームへの応援をよろしくお願いいたします。

を乗り越えてこそ、千葉県の真の強さが発揮できる
ものと思います。今年の東京国体における天皇杯奪
回に向けての戦いはすでに始まっています。目の前
の課題を一つずつ確実にこなしていって、大きな目
標に向かって突き進むのみと思っています。

市東

立澤

和代

勇

総務委員会では、委員会内各部署、各委員会との

競技運営委員会は平成23年度に競技委員会と審判

さらなる連携を図りながら、協会業務や大会の円滑

委員会を統合した新しい組織で、より緊密な連携の

な運営に努めたいと考えております。

下円滑な競技会の運営を目指しています。競技会の

今後の業務といたしまして、25年度・26年度千葉

番組編成等を担当する競技部と、審判員編成等を担

陸協要覧の作成、千葉県選手権での栄章事業準備、

当する審判部の２部門で活動しており、大会のWeb

関東選手権への申込作業等が予定されております。

申し込みやコンピュータシステムを利用したプログ

同時に各関係機関との連携や派遣事業を進めて参り

ラム編成など作業の効率化を図っています。
平成24年度は審判員の皆様の御協力で、すべての

ます。
昨年度より導入いたしましたＷＥＢ会員登録シス
テムへの御協力ありがとうございます。本年度よ

競技会を無事予定どおりに開催することができまし
た。ありがとうございました。

り登録料の納入を振り込みでもできるようにしまし

平成25年度も４月の千葉県陸上競技記録会から

た。また、主催大会へのエントリー方法も若干の変

シーズンが始まりました。競技者の皆様が実力を十

更をさせていただきました。大会情報及び迅速なリ

分に発揮でき、観客や関係者の皆様に納得いただけ

ザルトの発表（予選ラウンドからの）にも努めてま

る円滑な大会運営を目指し、意欲的かつ責任をもっ

いります。協会といたしましては、今後もホームペー

て競技会運営に当たってまいります。審判員の皆様

ジを活用しての業務の推進及び広報活動を進めたい

及び関係の皆様の御協力をよろしくお願いします。

と考えております。皆様からのご要望と昨年度の反
省をもとに改善を図りましたが、不行き届きの点も

森井

多々あろうかと思います。皆様にはお手数をおかけ

優

しますが、今後ともご支援ご協力いただきますよう
日頃より、「競技者第一」の姿勢で施設・用器具

お願い申し上げます。

の整備、充実に努めていただき感謝しております。
近年、陸上競技のルール変更が多く行われ、選手

岩本

一雄

並びに指導者の皆様もその対応に追われていること
と思います。それに合わせて、用器具等の規格も細

強化委員会の最大の目標は国民体育大会における
天皇杯優勝です。

かくなり、施設を管理する県、市町村、学校関係の
皆様には多大なるご負担をおかけしているところで

ここ10年間で、天皇杯優勝７回の千葉県も、昨

す。今後もルール変更に伴う施設・用器具の情報に

年の岐阜国体においては入賞すら逃してしまいまし

つきまして随時お知らせしてまいりますので、でき

た。成年選手が移行期を迎えていること、少年選手

るだけ迅速な対応ができるようご協力お願いいたし

の上位入賞等々、課題はいくつかありますが、それ

ます。

◇平成25年度競技会日程
月
4
6
7
8
9

10

11

2

日

曜日

競

技

会

名

場

所

13、
14 土・日 県記録会

県総合スポーツセンター

20、
21 土・日 県記録会

県総合スポーツセンター

22、
23 土・日 千葉県選手権

県総合スポーツセンター

13

土

クラブ対抗

県総合スポーツセンター

14

日

全国小学生交流千葉県選考会

県総合スポーツセンター

10

日

国体最終選考会

県総合スポーツセンター

1

土

ＪＯ最終選考会

県総合スポーツセンター

7

土

東日本女子駅伝選考会

県総合スポーツセンター

12

土

2013秋季記録会

県総合スポーツセンター

13

日

ちばキッズ陸上

県総合スポーツセンター

20

日

千葉県民体育大会

県総合スポーツセンター

2

土

男女県高校駅伝

東総

3

日

男女県中学駅伝

柏の葉

23

土（祝） 国際千葉駅伝

県総合スポーツセンター

30

土

男女都道府県対抗駅伝選考会

県総合スポーツセンター・第２

9

日

千葉国際クロカン・県クロカン

昭和の森

日本ジュニア室内陸上競技大阪大会

ジュニアオリンピック
（10/26 ～ 28

（2/2・3

日産スタジアム）

Ｃ

男子

100ｍ

吉田

有伯

11.61 ①
御滝中学校

Ｂ

男子 1500ｍ

宮崎

佑喜

4.06.92 ①
銚子第５中学校

女子中学 60ｍ 松本理夏子
男子走幅跳

毛呂

大阪城ホール）

7.63 ①
ちはら台南中学校

泰紘 7.37ｍ ①

柏日体高

福岡国際クロスカントリー大会
（2/23

シニア女子

千葉国際クロスカントリー大会が２月９日に（昭
和の森）で行われました。千葉県勢は優勝はなかっ
たものの、印西中の羽生拓矢君（4002）がジュニ
アの部で２位に入るなど健闘しました。

海の中道海浜公園）

６km 新谷 仁美 20.00 ①
ユニバーサルエンターテイメント

また、国内で行われる大会では、６月の日本選手

こんにちは、筑波大学の戸邉直人です。
今年度、私は２つの世界大会で良い結果を残す

権、９月の日本学生対校選手権での優勝を目指して

ことを大きな目標にしています。１つは７月にロシ

います。そして、10月に東京で行われる国民体育大

アのカザンで行われる学生の世界大会、ユニバーシ

会では、千葉県チームの一員としてぜひとも優勝し

アードで優勝することです。もう１つは８月にロシ

千葉県の陸上界に微力ながら貢献できたらうれしく

アのモスクワで行われる世界選手権に出場し、入賞

思います。

することです。どちらも簡単に達成できることでは

昨今、低迷が叫ばれる日本の走り高跳び界を牽引

ありませんが、学生生活最後の年に最高の成績を残

していく存在となれるよう、今後も精進していきま

せるよう頑張ります。

す。皆さんのご支援、ご声援よろしくお願いします。

プロフィール
とべ

なおと

野田二中 ― 専修大松戸高 ― 筑波大４年
2010世界ジュニア選手権３位
中学、高校、大学で日本一を経験。
日本選手権、国体での優勝経験もある。
関東インカレ４連覇
ベスト記録２ｍ25 （千葉県記録）

栄章贈与者の紹介
４名の方が栄章を贈与されました。おめでとうございます。
高校優秀指導者章

薮中

安範

東京学館浦安高校教諭

中学優秀指導者章

佐藤

夏

高校優秀選手章

板鼻

航平

敬愛学園

中学優秀選手章

羽生

拓矢

印西中学校

我孫子市立白山中学校教諭
400ｍ

47.55

3000ｍ

8.25.18

全国高校総体
ジュニアオリンピック

第１回全国高等学校陸上競技選抜大会
日時

８月31日（土）～９月１日（日）

場所

大阪長居第２競技場

主催

日本陸上競技連盟 （全国高校総体で実施していない種目を中心に開催される予定です。）

発行 千葉陸上競技協会

〒263-0011 千葉市稲毛区天台町323
千葉県総合スポーツセンター国際駅伝事務局内
TEL 043－252－7311 FAX 043－252－7314
http://www.jaaf-chiba.jp/

