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第 20 回ランニング大会へのご招待 
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 「人はなぜ走るのか」をテーマに、平成元年 4 月 2 日に、東京の日本青年館で「ランニン

グ学会設立総会並びに記念行事」として世界で初めての「ランニング学会」が開催されまし

た。それから早、20 回目の大会を、来年の平成 20 年 3 月 28 日より 3 日間、前橋市の群馬大

学で開催することになりました。 
 20 回大会のテーマは、「ランニングの過去･現在･未来」です。学会大会 20 周年を記念して、

設立から今回までの歴史を振り返るとともに、1964 年の東京オリンピックに始まり、70 年

代から 80 年代は市民ランニングの発生･ブーム、一方、マラソン日本の競技マラソンも隆盛

とランニング時代となり、第 2 のランニングブームといわれる今日まで続いているランニン

グの世界を再考して見たいと思います。 
 そこで、まず第１日目を前夜祭的に、前橋市の中心街の位置するホールで、「マラソン風土 

日本」と称して、市民公開講座を、この時代をリーダーとして活躍してきたアスリートに語

ってもらいます。 
 ２日、３日はまず、ここ２０年のランニング研究の集大成と、市民ランニングの歴史をひ

も解き、それをテーマに議論し、明日に向かって走る思想的エネルギーにしたいと思います。 
 海外からの講演者は、６０年のローマオリンピック 800ｍ、６４年の東京オリンピックで

800ｍと 1500ｍの金メダリストのニュージーランドのピーター・スネル氏をお呼びする予定

です。第２回大会の講演者はスネル氏のコーチであるリディアード氏（後に、本学会の顧問）

でした。現在は、研究者や指導者として世界各地で活躍され、本大会のテーマにふさわしい

方と、楽しみにしています。 
 他にも、研究発表、陸上競技場での実践研究と実技やミニレース、若手によるシンポジウ

ムなども用意をしています。 
 ５月に大会事務局を立ち上げ、８月に大会実行委員会を設立して大会開催の準備を進めて

います。会員皆様のご意見や要望もお待ちしています。１１月中旬には開催要項をお送りし、

発表と参加募集を始める予定です。 
 関東平野の北限の赤城山麓と利根川に挟まれた自然に富んだキャンパス、近くには松林や

公園、川沿いの道と走りたくなる環境、そして温泉ありとまさにランニング風土です。 
 交通的にはやや不便ですが、春の新生な風を求めてお出かけください。 
   大会事務局    群馬大学教育学部山西研究室 
     〒371-8510 前橋市荒牧町４-２  ＴＥＬ 027-220-7322 
     Mail:yamaken@edu.gunma-u.ac.jp 
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ランニング学会大会プログラム（案） 
 

 テーマ： ランニングの過去･現在･未来 

 ねらい：学会創立 20 周年を記念して、その歴史を振り返るとともに、ランニングの過去・

現在･未来を検証する。 
 日程：3 月 28 日（金）、29 日（土）30 日（日） 
 場所：群馬県前橋市 
     群馬大学荒牧キャンパス（29，30 日） 
     前橋テルサ(28 日) 
 日程 
    28 日（金）前橋テルサ 
    14:30～16:30 若手研究者･指導者におけるシンポジュウム 

15:00 理事会 
    17:00 市民公開講座 

17:00~18:30 第 1 部「マラソン風土 群馬」 諏訪、磯端、花田、（交渉中）  
18:45~20:30 第 2 部 「マラソン風土 日本」瀬古、中山、山下、松田（交渉中） 

  29 日（土）群馬大学荒牧キャンパス 
        8:00 受付 
    9:00~10:30 研究発表（口頭発表）     
    10:40~11:10 基調報告 山地啓司｢ランニング学研究とは｣ 

11:20～12:30 キーノートレクチャー 「中距離トレーニングの歴史と科学」 
    13:30~15:30 海外招待講演   

ピーター・スネル 
（ローマ 800ｍ,東京 800,1500ｍ金メダリスト、スポーツ生理学者） 
               

    16:00~17:30 ワークショップ 
           ランニング実践の指導法 
            リデイアード方式に学ぶ           
    18:00～20:00 懇親会（学内・あらまき） 
  30 日（日） 
    8:00 受付 
   9:00~10:00 一般研究発表（ポスター発表） 
   10:10~10:40 基調報告 山西哲郎「市民ランナーの歩み」 

10:45~12:15 シンポジュウム「ランニングブームは本物か」 
   12:15~13:00 ランチョンセミナー 「ﾗﾝﾆﾝｸﾞと足と靴」（楽歩堂） 
   13:00~14:00 A：総会 
          Ｂ：市民向け講座・非学会員「ホノルル･東京の走り方」」 
   14:00～15:30 ランニング大会 
   15:30 閉会 
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ランニングって奥が深い！ 
―第１９回ランニング学会京都大会の感想― 

若林順子 

 

「学会」という名の大会にこんなに深くかかわったのは初めてでした。 

以前、大阪で開催されたときに、ちらっと公開講座を見学し、懇親会の司会をさせていただ

いたことはありましたが、今回は、３日間どっぷりと浸らせていただきました。 

結論：「ランニングって奥が深い！！」 

オープニングの公開講座・・・ランナーとは見えない？年配の方がぞろぞろと。テーマは

「鍵は運動習慣にあり」「ボケない走り方」テーマもすごいけど、来場された方もすごいで

す。 

でも、みなさん、ほんとお元気！！講演が終わっても先生を質問攻め！！「健康・運動」

というテーマが今どれだけ必要とされているのかを実感しつつ、いよいよ、大会がスタート

しました。 

陸上経験のない私が、「ランニング学会」の総合司会なんて務まるのだろうか？そんな不

安を持ちながらも、一市民ランナーとして、勉強させていただこう～！そういう気持ちで司

会させていただきました。「ランニング」という大きなテーマをもとに、次から次へと、い

ろんな切り口ではじまるシンポジウムやセッション、研究発表。なによりもデータの多さに

驚きました。たくさんのデータの裏づけによる研究発表。「走る」という単純な動作に、こ

んなにも研究材料があるとは・・・驚きです。 

もちろん、結論のでるものから提案で終わってるものまでいろいろでしたが、「なるほど

な～～！」とペンを片手に聞かせていただきました。ときどき、難しい専門用語で頭の中に

「？」マークがとびかったり、質問をされてる意味がわからなかったりするときもありまし

たが・・・・（笑） 

３日間、ものすごく勉強させていただきました。集中講義を受けたみたいにくたくたにな

りました！ 

そして、たくさんの先生と出会えることができたのも最高でした。早速、番組のゲストに

ご出演していただいてる先生も・・・・。捕まえたら～～離しませんよ～～！！（笑） 

そして、そして・・・なによりの大収穫は？？？ 

「持久走大会」２位でいただいた「ランニングシューズ！！」 

充実した３日間、ありがとうございました！！！ 
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あっというまに走り始めて３年目！ 
AVRCin 茨城 山戸 直子 

 
アミノバリューRC に参加してランニング生活も３年目のシーズンを迎えました。 

２年連続ホノルルマラソンを走り、たっぷりホノルルも・しっかり初マラソンも苦しみ楽

しませてもらいました。 

２００８東京マラソンは落選したので一年に一度のフルマラソンを今年は地元「つくばマ

ラソン」に目標設定です。さて、どんなゴールがまっているのでしょうか？乞うご期待。 

  

私が３年前、In茨城に参加した理由は「走り方」があるならば教わりたい。ただそれだけ！！

フルマラソンを走りたい、ホノルルを走りたいなどとは・・・思いもよりませんでした。し

かし、私の心の奥底に潜んでいた「走ることに興味あり」はさかのぼれば「エンジのユニフ

ォームで走る瀬古利彦さん」の大ファンだったことに思い当たります。自分の周りにランニ

ングをする人がいなくて走り出す環境がゼロだったからでしょう。こんなに遠回りして走り

始めることになった自分が、フルマラソンを人生の中で走るとは・・・まして人生を楽しむ

ツールとして「走る」ことと出会うなどとは想像もしていませんでした。 

In 茨城に参加して鍋倉マジックにまんまと乗せられ、今ではどっぷりと沼にはまってしま

っています。１年目で強い意志で目標設定と生活スタイルの変化を、２年目で走ることで自

分と向き合うことを、３年目で走ることで身体が変わること、自分の人生と走ることの融合

を模索中です。教わった技術や知識の習得には人一倍時間がかかります。１年目の講義での

意味が２年目で「あ～、こういうことなんだぁ」。３年目で「やっと理解と身体が伴って」き

た今日この頃です。そう、こんなに時間をかけてゆっくりと“ランナーとして成長”させて

もらえる？鍋倉先生やコーチの皆様の待ちの姿勢と思いやりに感謝・感謝本当に感謝です。 

 

私のこれからは、走ることを続けるために身体のケアを自分でしっかりできるようになり

たいです。そして、私にできるもうひとつは In 茨城の特色でもあるシッターサービスへのお

手伝いでしょうか。女性が生活環境の変化により走ることをあきらめない環境があるなら、

そして男性が子供を連れてきても走れる環境があるなら、親子共々どんな満ち足りた時間を

過ごすことができるでしょう。子供は日々成長します。一緒に子育てに関われる瞬間はそう

長くありません。そんなとき私にもお手伝いできることがあれば幸せと思います。共に成長

し磨きをかけ輝いていたいです。 

 

クラブは年々新しいメンバーを加え、ランナーとしては勿論、クラブを取り巻く環境づく

り（先生やコーチのサポート）やベビーシッター制度への理解と協力など会員同士の意識付

けも少しずつ成熟したクラブになりつつあるように思います。やむを得ずクラブから離れな

ければならなくても、レースや飲み会・食事会で輪はつながっていく。私は In 茨城のメンバ

ーであることに感謝し、より一層のご発展をお祈りいたします。 
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アミノバリューＲＣ近畿ブロックとして交流駅伝大会を開催!! 

 

                                        AVRC 滋賀 代表 足立 哲司 

 

今年はアミノバリューランニングクラブが発足して 3 年目となります。ランニングクラブ

から「JAL ホノルルマラソン」という名前がなくなり、各クラブ独自のゴール目標を設定す

ることになりました。滋賀エリアの今年のテーマは「チャレンジ」、そして最終目標はホノル

ルマラソン。会員個々の目標は「フルマラソン完走、自己記録更新」が過半数を占めて、そ

の他には「レースに参加してみたい」、「長く楽しく走れるようになりたい」、「体力をつけた

い」、「違う自分を見つけたい」などでした。 

今回、近畿ブロックとして交流駅伝大会を開催するきっかけは、3月に開催された第 19回

ランニング学会大会 in 京都で実行委員として準備運営をご一緒しました北大阪代表の山内

武先生とのお話の中からでした。北大阪の最終目標は宮崎の青島太平洋マラソン、滋賀はホ

ノルルマラソン。クラブの目標はひとつでも会員の目標は様々であり、代表者がすべてをサ

ポートすることは出来なく、お互いに協力しましょうということからはじまりました。多分、

同じことは他のエリアでもあり、出来ればエリア同士協力したほうが良いのではないかと言

うことで近畿ブロックの 7 エリアの代表に呼びかけたところ、すぐにお返事をいただけたの

が、和歌山エリアの木下藤寿先生でした。その後、滋賀、北大阪、和歌山の 3 エリアが中心

となり、近畿ブロックの活動を具体化することができました。 

青島太平洋マラソンは、北大阪エリア山内先生が担当（現地では宮崎エリア串間先生もサ

ポート）、ホノルルマラソンは和歌山エリア木下先生、滋賀エリア足立が近畿ブロックをサポ

ートしましょうということで話が進む中、現地でいきなり「よろしくお願いします」という

よりも事前に会員の方へ指導者を知っておいてもらった方が良いのではないかということで、

交流駅伝大会を企画することになりました。 

交流駅伝大会は、9 月 23 日（日）に大阪城公園にて、6 エリア 134 名 21 チームが参加。

その内訳は北大阪 8 チーム、滋賀 6 チーム、和歌山 4 チーム、奈良、南大阪、京都が各 1 チ

ームでした。駅伝のルールは、1チーム 4 名以上 10 名以内で編成し、距離は 1区間 2km で片

道 1km を往復するコースを設定。2 時間で何回タスキを受け渡し出来るかという耐久リレー

マラソン方式で行いました。但し、同じランナーが続けて 2 回以上走らない以外は、順番や

一人が走る回数は自由に変更可能ということにしました。公園内での開催でしたので、歩行

者や自転車には細心の注意を払い、事故やトラブルがないよう心がけました。また今年は 9

月になっても残暑が厳しく、異常な暑さが続く天候でしたので、熱中症予防対策として 16時

開催 18 時終了の夕方 2時間に行いました。水分補給は大塚製薬様の協力のもと自由に摂取が

出来るように飲料を用意してもらいました。1 区間は短い距離でしたが、タスキをもらった

瞬間から次の走者へタスキを渡すまでは責任持って走りきらないといけないという駅伝の醍

醐味を味わっていただけたのではないでしょうか。結果として最も多くタスキの受け渡しを

行ったチームは 6 人で 16 回（32km）1 キロ換算 3 分 45 秒ペース、最も少なかったチームで

も 5人で 11 回（22km）1 キロ 5 分 27 秒ペースでした。 

他のエリアとの合同練習会といった感じの交流駅伝大会でしたが、あっという間の 2 時間

であり、3 年目にして初めて 6 エリアがひとつとなりイベントが開催できたことはアミノバ

リューランニングクラブにとって大きな成果であり、今後につながるものと考えています。 
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普段はエリア内だけの活動ですが、その枠を越え違うエリアと活動することで他のエリアの

特徴や雰囲気を感じお互い刺激になったのではないでしょうか。またアミノバリューランニ

ングクラブには自分たち以外にも沢山の仲間がいることを再認識していただいたのではない

かと思っています。今年度もあとわずかとなりましたが、皆さん最終目標に向かって頑張っ

ていきましょう。 
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埼玉アミノバリューＲＣ合宿の報告 
 

報告者 鈴木 愛子 
 
 去る１０月２０，２１日埼玉ランニングクラブとしての合宿が行われた。 

今回は千葉クラブの有志会員４名も参加された。晴れコーチのいる埼玉クラブ合宿は天候に

恵まれ、熊谷スポーツ文化公園、国営武蔵丘陵森林公園を利用し両日全身運動に励んだ。 

埼玉クラブは普段から動き作り、脚作りに重点を置いて指導が続けられている。怪我や故

障をなるべく避けて練習環境が設定できるよう各自が意識をもつように F 指導者を中心に合

宿が行われていた。 

 初日は熊谷スポーツ文化公園で、千葉スタッフ A コーチによる筋トレ？ストレッチを３０

分たっぷり指導され、芝生やジョギングコース（大回り 4.5 キロ）の長時間走が行われた。 

２時間～約３時間それぞれのグループ別で、個々のペースを保つよう練習に励んだ。途中、

ビデオ撮影も入り普段個人練習では得られない満足感が味わえたように見受けられた。 

夜は宿泊所での夕食後、懇親会があり、一組のランニングカップルを祝いランニングの話

に花が咲き、昼間のビデオ鑑賞で自分のフォームに見入るなど、盛りだくさんの時間はあっ

という間に過ぎた。 

二日目は 遠くに真っ白な富士山が見える肌寒い中、早朝ウォークを４０分行ったあと、

午前中森林公園に移動してグループ別練習となった。クロカンコース、舗装路マラソンコー

スでフォームチェックを交えたグループ走、１０キロマラソンコースグループ、クロカンコ

ース１時間～1.5 時間走グループなど、環境を目一杯利用しての練習となった。 

今回の合宿参加者は 初日で会員 55 人、スタッフ 10 人 二日目当日参加もあり会員 65 人 

スタッフ 10 人であった。 

二日間の合宿は各自の満足度がはかれないけれど、それぞれの今後の目標に向けて一つの

指針に役立ったのではないかと思う。また他エリアの会員との交流することで会員の充実感

も感じられたと思う。今後のイベント参加での再会がより楽しみとなったのではないだろう

か。 

 

 

 ランナーに耳寄りな情報といえるお店がオープン！！ 

 アートスポーツ日比谷店 「ランニングオアシス日比谷」 
 シャワーを備えたロッカールーム、ストレッチや講義も開催できるコミニュケーションスペ

ース、オリジナルのサプリメントが提供できるサプリメントバーも完備といううたい文句で   

11月9日(金）から開店する。アートスポーツ店のホームページによれば、出勤前に皇居で走

ることも可能な施設となっている。銭湯がにぎわいを見せ、ランナーの立ち居振る舞いが取

り沙汰されるなか、利用時間に幅をひろげて各自のランニングライフの広がりに役立ちそう

な情報である。 

 

   住所 千代田区有楽町１－２－１０錦ビル 

   ℡  ０３－３５０６－８４６０ 

   JR有楽町駅より日比谷、帝国ホテル側へ 日比谷シャンテ裏徒歩5分 

   又は東京メトロ銀座駅 C1 出口出てガードをくぐりすぐ左徒歩 3 分となっている。 
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 編集後記 
 
この夏は私の地元の大阪で、世界陸上が開催され、暑さがマラソンのみならず、気温の影

響をあまり受けない短距離、跳躍の選手でさえ、高温多湿の環境に苦しみました。 

 また今年はシカゴマラソンでは、気温上昇でレースが途中で打ち切りになるなど、温暖化

の影響はランナーに無視できない問題になっているといえそうです。 

 ２０年を迎えるランニング学会も、大会やガイドラインの改訂作業に取り組み、気候変動

や最近急増の女性ランナーを重視して、改訂作業に取り組む必要があるかと思います。夏場

の大会の安全問題など皆さんからいろいろ問題提起がいただければと思います。 

                                   （山中鹿次） 
 
来春ランニング学会大会は 20 回目を数える。全国展開されているランニング普及活動にリ

ピーターの会員さんが多いことを踏まえランニングに求めるもの、提供できるものを再考し

て行きたい。初マラソンを完走したクラブ員たちが継続して次のレースを考え走り続けてい

る。正しい知識を伝え安全に楽しく走れるよう役目を背負っている学会だと思うこの頃であ

る。                                 （鈴木愛子） 

 
僕がマラソンと出会い17年目。そんな短い期間でも、マラソン観が随分と拡がりました。

その拡がりを助長してくれたのが、ランニング学会です。学会はもうすぐ20周年。今度はす

こしずつお返しする番である、と思いつつ、日々に忙殺されるこの頃です。じっくりと考え

たり、走ったりする時間が欲しい！！                  (鍋倉賢治) 

－９－ 

        会報原稿の募集 
 
 ランニング学会会員の交流を目的にした「ランニング学会会報」第２６号

の発行を０８年２月に予定しています。 
 そこで、各地のアミノバリューランニングクラブの報告、クラブの指導者、

参加者の感想などを募集します。また、会員のランニングライフ、ランニン

グ紀行、ランニングの夢、ランニング情報、ランニング学会に望むことなど

の投稿を募集します。 
 原稿の締め切りは０８年１月２０日までに、字数は１２００字～１５００

字でお願いします。どしどし応募してください。広報委員から原稿のお願い

がいくかもしれませんが、快く引き受けていただくことを願っています。よ

ろしくお願いします。メールあて先：torii@jcp.jp 
 
                    広報委員長 鳥井 健次 



４０歳になり、気力・体力の衰えを感じ始めた年に、幸いなことにランニング学会が設立

された。幸いなことにとわざわざ書いたのは、ランニング学会でいろいろ勉強させてもらう

ことによって新しいことに挑戦でき、加齢に伴ってややもすると低下しそうになるモチベー

ションを維持することが出来たからだ。 
学者、研究者、専門家以外の一般市民が入会できる学会は世界でも極めてまれである。今、

世の中はランニングブームと言われている。これをブームに終わらせることなく、本物のラ

ンナーを一人でも多く育てていくことがランニング学会の使命の一つであると考えている。 
来春、２０回の記念大会が群馬大学で開催されるが、そんな思いを込めたプログラムにな

っている。私が編集委員として関わっている「ランニングの世界５」では“ブームで終わる

な”と題した特集を組んでいる。会員のみなさんには是非一読頂きたい。  （保原幸夫） 
 

 アミノバリューランニングクラブのクラブ員が昨年より増え、若い女性が多く参加してい

ることにびっくりです。私も毎年、新日本スポーツ連盟のランニング研修会を指導していま

すが、昨年あたりから若い女性が増えています。ほとんど初心者から始める方が多く、生涯

ランニングに結びつくといいなあと願っています。 
 ニューズレターや「会報」でそうした情報も含めて楽しく、会員の交流ができる内容にし

たいと思います。みなさんの投稿が、とても重要ですので、ぜひご協力をお願いします。来

年の記念すべき２０回群馬大会にクラブの皆さんを大いに誘って、大勢の参加で盛り上げて

成功させましょう。 
（鳥井健次） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－１０－ 


