
ご挨拶

会長

大岩　哲夫
　私は陸上競技の世界に足を踏み入れるのは初めて

ですが、本協会が競技者の育成、大会の運営に実績

を残してきた歴史を受け止め、本協会の一層の発展

に力を尽くす所存でございます。本協会に登録、関

係する皆様のご理解とご協力をいただけますようお

願いします。

　昨年は東日本大震災の発生により多くの方が被災

されました。亡くなられた方のご冥福を祈るととも

に、被災者の方に心よりお見舞い申し上げます。震

災の影響は陸上競技にも及び県記録会は中止、また

国際千葉駅伝の開催も心配されましたが、道路の復

旧を受け例年どおりの実施となりました。ご尽力い

ただいた関係の皆様に心よりお礼申し上げます。

　千葉県は陸上王国と言われております。平成 23年

度は惜しくも 3位に甘んじましたが、平成 19年度か

ら本県開催の平成 22 年度ゆめ半島千葉国体での天

皇杯獲得まで、国体陸上競技会４連覇を成し遂げま

した。また、オリンピックや世界選手権などにも多

くの選手を輩出しております。ジュニア選手の育成

にも力を入れており、裾野を広げながら選手強化に

励んでおります。岐阜国体での天皇杯獲得を合い言

葉に、結果を出せるよう努力を続けている最中です。

　また、本協会には全国で 6 番目の人数を誇る

1300 人を超える公認審判員が登録し、国際千葉駅

伝と千葉国際クロスカントリー大会の 2つの国際大

会も主管しております。平成 24 年度には全日本中

学校陸上競技選手権大会が予定されており、選手を

はじめ関係の皆様に満足していただける大会運営を

心がけたいと思います。

今年度の展望

理事長

髙木　義雄
　日頃より、本協会に多大なる御支援御協力を頂き

感謝申し上げます。

　昨年 3 月 11日の東日本大震災では、千葉県でも

大きな被害を受け 4月に予定していた公認審判講習

会と県記録会を中止いたしました。大会運営や選手

強化で重要な行事であり、残念でありました。その

後も様々な混乱がある中で動き始めた1年でしたが、

皆様のご協力により無事終了できましたことに感謝

申し上げます。

　今年は全国都道府県女子駅伝3位入賞に始まり、本

県登録である富士通大利久美選手のオリンピック参加

標準記録突破など、幸先の良いスタートとなりました。

　国民体育大会天皇杯獲得、全国都道府県駅伝男女

上位入賞を目標とし、岐阜国体に向けては雪辱を果

たすべく一丸となって強化に励んでおります。また、

駅伝に向けては、若手から実業団まで組織的な強化

を図り、着実に力をつけているところです。

　各種競技会の円滑な運営、本年で 23 回目を迎え

る国際千葉駅伝、全日本中学校陸上競技選手権大会

（8 月）、アクアラインマラソン（10 月）をぜひとも成

功させたいと願っております。　
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総務委員会  市東　和代

　総務委員会は、庶務部、財務部、記録情報部、広

報部、法制部、国際部、女性部で構成しています。

書類の作成・発送、会計処理、登録関係等の業務や

各種大会の準備等を事務局や他の委員会、関連機関

と協力して行っています。23 年度より、広報部と

法制部が新たに設置され、千葉陸協だより第１号の

発行となりました。まずはご一読していただければ

幸いです。

　協会では、広報活動や業務の効率化を図るため、

ホームページをリニューアルいたしました。大会の

情報や結果などを迅速にお伝えできるよう努力して

おります。

　陸協登録手続きにＷＥＢ会員登録システムの導入

及び、陸協主催大会へのエントリー方法の変更に取

り組みました。

　今回の変更は、協会としても初めての試みであり、

会員の皆様にはお手数をおかけしますが趣旨をご理

解いただき、今後ともご協力いただきますようお願

いいたします。

競技運営委員会  立澤　勇

施設用器具委員会  森井　優

強化委員会  岩本　一雄

　強化委員会は、強化部・普及育成部・駅伝部で成

り立っています。

　目標は、国民体育大会における天皇杯・皇后杯優

勝です。昨年の山口国体では、惜しくも前人未到の

　競技運営委員会は競技会がスムーズに進行できる

様にタイムテーブルの作成及び審判の配置をしてお

ります。

　日頃、県内の大会や国際大会の審判にご協力いた

だきありがとうございます。

　平成 24 年度は全国大会が２大会あります。また、

10 月にはちばアクアラインマラソンが木更津市で

行われます。

　審判員の皆さんのご協力をいただき全ての大会が

成功裏に終了出来るように運営をしていきたいと思

います。

　施設用器具委員会では、各競技会において、施設

及び用器具の整備並びに管理を行っています。用器

具係を中心に、皆様のご協力により、円滑に進行が

できていることに対して感謝をしております。今後

も施設及び用器具の使用に際して、ご意見をいただ

けるとありがたいと思います。

　また、千葉県内における陸上競技場の管理に際し

まして、千葉県・各市町村・管理業者並びに競技用

具担当業者等の皆様におかれましては、公認競技場

維持のために、経済状況が悪化の傾向にあるにもか

かわらず、常に試合ができるよう各競技場の整備を

していただき大変感謝しております。現代のマラソ

ンブームによるランナー数の上昇並びに青少年育成

における競技人口の獲得にむけ競技場の整備におか

れましては、今後もご協力いただけるようお願い申

し上げます。

委員会

天皇杯五連覇を逃してしまいましたが、すでに今年

の岐阜国体での天皇杯奪回のための準備を始めてい

ます。

　さらに、昨年から道路競技委員会が傘下に入り、

男女の都道府県対抗駅伝優勝も、大きな目標に加わ

りました。

　ジュニアからシニアの世代まで、継続された強化

体制を作り、今まで以上に「陸上王国千葉」の名を、

全国に轟かせたい思いであります。



♢平成 24 年度競技会日程

月 日 曜 競　技　会　名 場　　所

４月 14-15 土-日 県記録会 県総合スポーツセンター

21-22 土-日 県記録会 県総合スポーツセンター

６月 23-24 土-日 千葉県選手権 県総合スポーツセンター

７月 14 土 クラブ対抗 県総合スポーツセンター

15 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

８月 11 日 国体最終選考会 県総合スポーツセンター

20-22 月-水 全日本中学校陸上競技選手権大会 県総合スポーツセンター

９月 ８ 土 東日本女子駅伝選考会 県総合スポーツセンター

10 月 13 土 2012 秋季記録会 県総合スポーツセンター

14 日 ちばキッズ陸上 県総合スポーツセンター

21 日 ちばアクアラインマラソン 木更津、アクアライン

28 日 千葉県民体育大会 県総合スポーツセンター東総運動場

11 月 23 金・祝 ’12 国際千葉駅伝 県総合スポーツセンター

12 月 １ 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陸上競技場・第２陸上競技場

全国小学生クロカンリレー予選会 総園

２月 10 日 千葉国際クロカン・県クロカン 昭和の森

アジア大会
男子 400MH 今関雄太 50.22 ② チームアイマ

走高跳 戸邉直人 2.21 ⑤ 筑波大

棒高跳 澤野大地 5.50 ① 千葉陸協

棒高跳 萩田大樹 5.40 ② チームミズノアスレチック

砲丸投 山田壮太郎 17.33 ⑧ 富士通

女子 100M 岡部奈緒 11.79 ④ チームミズノアスレチック

1500M 新谷仁美 15.34.19 ② 佐倉アスリートクラブ

山口国体
成年男子 110MH 田野中輔 13.70 ① 富士通

少年男子A 走幅跳 高政知也 7.40 ① 東海浦安高

少年男子B 3000M 安井雄一 8.20.01 ① 市立船橋高

成年女子 10000MW 大利久美 45.39.00 ① 富士通

成年女子 棒高跳 住石智子 4.00 ① 日体大

少年女子共 棒高跳 小田嶋怜美 3.70 ① 木更津総合高

日本選手権
20kmW 大利久美 1.29.48 ① 富士通

日本選手権
男子 200M 高平慎士 20.49 ① 富士通

1500M 井野　洋 3.48.59 ① 富士通

走高跳 戸邉直人 2.22 ① 筑波大

棒高跳 澤野大地 5.40 ① 千葉陸協

日本学生選手権
男子 800M 中村康宏 1.49.00 ① 筑波大

女子 棒高跳 住石智子 3.90 ① 日体大

全国高校総体
男子 100M 梨本真輝 10.50 ① 市立船橋高

200M 梨本真輝 20.97 ① 市立船橋高

走幅跳 高政知也 7.46 ① 東海浦安高

ジュニアオリンピック
男子 1500M 宮崎佑喜 4.17.24 ① 銚子五中

走幅跳 中村祥眞 6.16 ① 湖北台中

全日本中学校選手権
女子 砲丸投 鈴木　夢 15.10 ① 旭二中

国際大会入賞者・国内大会優勝者記録室



この人に

 聞く
千葉のアスリート紹介

第１回　花岡　麻帆さん

　こんにちは、成田国際高校教員クラブの花岡麻帆

です。

　この人に聞く第１回目に指名していただき非常に

光栄です。出身は船橋市。成田高校、順天堂大学、

実業団で陸上を続け、現在千葉県立成田国際高校で

教鞭をとっています。花岡麻帆というとオリンピッ

クの話などと思われるかもしれませんが、今回は、

千葉とつながりの深い国民体育大会の話をさせてい

ただきます。

　中学３年で全国大会で３位に入賞し、その年に国

体に初出場、以来、自分でも驚きの 21回の出場を数

えました。（子供が生まれ成人を迎える年数です。）

本当に、良くここまで続けられたと思いますが、国

体があったからこその競技人生だったとも思います。

 初出場した後の３年間は実力不足で、インターハ

イと国体に出場したい一心で練習を頑張りました。

高校３年で日本のトップを競えるようになるとオリ

ンピックや世界陸上で活躍することを目標とすると

ともに、それと同じくらい国体にも重きを置いてき

ました。１年に１度、私を育ててくれた地元千葉

への恩返しのつもりで黄色いユニフォームを身に着

け、戦うことを楽しみにしていました。普段は専門

種目（走幅跳、三段跳）のみの出場ですが、国体で

は 100 Ｍや 400 ＭＲにも出場させていただき、オリ

ンピック選考会などの真剣勝負の連続の中、陸上競

技を心から楽しむことができました。他県では競技

者として大成すると国体には出場しない選手がいる

と聞きますが、千葉で

は考えられません。ど

んなに有名になり多忙

になっても、地元に貢

献したいと思えるよう

なチーム環境を作って

くださったスタッフの

方々には本当に感謝で

す。今後は私自身が千

葉の陸上競技の発展に

精一杯協力をすること

で恩返しになると良い

と思っています。

栄章贈与者の紹介

　５名の方が栄章を贈与されました。おめでとうございます。

　秩父宮章　　　　　髙木義雄（関東陸上競技協会理事）

　高校優秀指導者章　末永國敏（千葉高校教諭）

　中学優秀指導者章　松本剛史（野栄中学教諭）

　高校優秀選手章　　高橋友果（佐原高校）　　走幅跳　６ｍ 10　国民体育大会

　中学優秀選手章　　大竹彩音（大栄中学）　　走高跳　１ｍ 72　全日本中学校選手権

第３９回全日本中学校陸上競技選手権大会開催

　日時　８月20日（月）～22日（水）

　場所　千葉県総合スポーツセンター

　主催　日本陸上競技連盟　日本中学校体育連盟　千葉市教育委員会　千葉県教育委員会

お知らせ

地元千葉はもちろん全国の若き
アスリートの活躍を期待します。
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