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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

七十七銀行陸上競技部

① 活動名 実施日/期間 ２０１７．６．４

七十七銀行陸上競技会「チャレンジ2017」

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

対象者：中学～一般　参加人数：約2,000名

実施内容：100m、400m、400mH、4×100mR、HJ、LJ、SP、JTの8種目　（公認記録）

　　　　　　　震災被災地区学生150名招待（大型バス4台手配）

　　　　　　　招待選手：松下祐樹選手（ミズノトラッククラブ）　サイン・握手会実施

② 活動名 実施日/期間 ２０１７．９．６

吉岡小学校陸上教室

概要・活動の狙い(自由記述)

吉岡小学校６年生１２０名を対象に陸上教室を開催

４０名×３コマ（２～４時間目）にわけて、走りの基本、リレー（バトン）競技の基本を指導

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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七十七銀行陸上競技記録会「チャレンジ２０１７」 

～七十七銀行第１０回記念大会・仙台大学創立５０周年記念大会～ 開催要項 

   

地域の中学生、高校生や一般の選手と、当行所属の選手が一緒に競技することにより、陸上競技の楽しさ、面白さを伝える

と共に、地域の陸上競技の競技力向上と普及を目的として、七十七銀行陸上競技記録会「チャレンジ２０１７｣を開催いたしま

す。チャレンジ第１０回記念として、仙台大学創立５０周年記念と合わせて盛大に行いますので、ふるってご参加ください。  

 

1. 日  時 平成２９年６月４日(日) 開始式 ８時３０分 競技開始９時予定  

  

2. 場  所 弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場） ℡０２２－２５６－２４８８  

  

3. 主  催 七十七銀行陸上競技部、学校法人朴沢学園 仙台大学  

  

4. 競技種目 中学、高校、一般、男女それぞれに次の種目を設ける。 

１００ｍ、４００ｍ、４００ｍハードル、４×１００ｍリレー、走高跳、走幅跳、砲丸投、やり投 

（トラック競技は、中学、高校、一般と種別を分けずに実施し、投てき物は、それぞれの種別のものを使用する。）  

  

5. 参加制限 中体連、高体連、学連、日本陸連の登録者。 

① １人当たり個人種目１種目、リレー１種目合計２種目以内 

② 各所属男女それぞれ個人種目３名以内、リレーは２チーム以内 

ただし、跳躍種目は各所属男女それぞれ個人種目２名以内 

(競技会運営に著しく支障をきたす参加者数となった場合、調整させていただく場合がございます。)  

 

6. 参加料（傷害保険料） １人２００円（競技会当日受付にて、エントリーされた方全員分をお支払いいただきます。）  

  

7. 競技方法 トラック競技はタイムレース、走り高跳び以外のフィールド競技は３回の試技を行う。  

  

8. 申し込み方法 「チャレンジ大会Ｗｅｂサイト」より申込用紙をダウンロードし、下記メール先へ送付してください。  

チャレンジ大会Ｗｅｂサイト：http://77challenge.senndaiutf.org/ 

送信先アドレス：77tf.challenge@gmail.com 

  

9. 申し込み締切 平成２９年５月１５日（月）（締切以降は追加・変更等一切受け付けませんのでご注意ください。） 

※５月２２日（月）頃、チャレンジ大会Ｗｅｂサイトにてエントリーリストを公開予定ですので、各自申込内容と確認

して頂くよう願います。万一、申込内容と間違い等があれば２５日（木）までに、送信先アドレスに一報願います。 

  

10. そ の 他  

・駐車場はＪＲ跡地駐車場（Ｋｏｂｏパーク宮城南側）を使用ください。ただし、満車になった場合は近隣の有料駐車

場をお使いください。  

      ・競技日程、エントリーリスト（確定版）は５月２６日（金）以降にチャレンジ大会Ｗｅｂサイトに掲載予定です。  

      ・ナンバーカードは登録番号で、作成し各自でご準備ください。 

 

照会先 チャレンジ事務局  77tf.challenge@gmail.com 

以上 
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　　頁／　　枚中の

東日本実業団連盟事務局経由連合事務局 御中 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

① 活動名 実施日/期間

小中学生へランニング指導

概要・活動の狙い(自由記述)

山口県防府市での合宿中に地元のランニングクラブの練習会に参加し、監督の高岡寿成が臨時コー
チとしてクラブに所属する小中学生にランニング指導を行った。

2018年2月27日

社会貢献活動報告書

報告チーム
カネボウ

2017年10月25日
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

① 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

▪

▪

▪

▪

▪ 講演者：鳥居　俊（維持委員会副委員長）、鎌田浩史（医事委員）、鈴木いずみ（日本陸連栄養士会）

【活動内容】

【開催要項】

イベント名：日本陸連栄養セミナー

日　時：2017年4月9日（日）13:00～16:30

参加資格：中学、高校、大学、実業団などの陸上競技指導者、栄養サポート、医科学サポートに

携わる方、都道府県陸上競技協会関係者　120名

　　　　　安養寺俊隆（パナソニック女子陸上競技部）

　指導者の立場から骨の障害を起こさせないために取り組んでいることについて講演を行った。
　女子実業団選手は疲労骨折の怪我と続発性無月経の選手が多く、その原因と女子選手が最もストレスを
感じるのは怪我をして走れないことと食事を我慢（制限）することであることを説明。「しっかり食べて丈夫な
身体、骨を作って勝とう！」というチームの強化方針を伝え、怪我をさせないために骨密度と身体組成の
データ収集と解析の見方、選手の心身の状態の把握の仕方、また、内部、外部のスタッフと情報を共有し
て、怪我を最小限に止め起こさせない事例を報告した。
　資料はパワーポイントで作成してビジュアル的にもわかりやすく説明を行い、質疑応答や、ジュニアの指導
者への提言についてもお話しした。
※参考資料別紙①

会　場：味の素ナショナルトレーニングセンター　大研修室

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
パナソニック
佐藤　賢一

日本陸連栄養セミナー・講師活動
～めざせ骨太アスリート～

「ジュニアの障害予防について考える」

2017/4/9
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【別紙①】

①日本陸連栄養セミナー

～めざせ骨太アスリート～

「ジュニアの障害予防について考える」

「指導者の立場から」：パナソニック女子陸上部監督　安養寺俊隆　

　4月9日、味の素ナショナルトレーニングセンターにおいて、「日本陸連栄養セミナー2017」が開催された。第
2回目となった今回は、「めざせ、骨太アスリート」をテーマに骨に関する、講演、パネルディスカッションが行
われた。

　指導者の立場から骨の障害を起こさせないために取り組んでいることについて講演を行った。

・骨密度、身体組成の測定方法紹介（DXA法）※疲労骨折との相関が高い腰椎の骨量を観察
・メディカルアンケート（疲労骨折や怪我の既往歴の確認、貧血、月経、サプリメントなど）
・ドーピング対策として、薬やサプリの服用に関して、スポーツファーマシスト等での確認を紹介
・日誌からコンディションのチェック、コメント欄から心の状態などを読み取り、オーバーワーク予防の紹介
・1ヶ月で１kg減量を目指す方法の紹介
・続発性無月経、3ヶ月以上月経が停止している選手に対しての対応やスポーツ婦人科を受診の勧め
・発育期の食事の重要性を紹介
・夏や冬の鍛練期間は少々体重が増えてもストレスをためずにトレーニングを継続させる大切さの話
・指導者の立場としてジュニア選手をみるスポーツドクター、栄養士への要望を伝達
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② 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 会　場：神宮外苑周回道路および國學院高等学校周辺
▪ 参加者：中学、高校、大学、実業団などの陸上競技指導者、栄養サポート、医科学サポートに
▪

【活動内容】
　本大会は、視覚/知的障がい者のランナーも一般のランナーも同じコースを同じ時間にスタートし、すべて
のランナーが楽しくゴールを目指せる大会で、弊社チーム選手、スタッフが一緒に10kmを走り、選手の伴走
や誘導を手伝い、ゴール地点ではゴールする選手たちを迎え大会を盛り上げる役を担った。

※写真添付

第35回JBMAユニファンド
神宮外苑フェスティバル協力参加

2017/12/3

視覚障がい者(伴走要・不要)、知的障碍者、一般ランナー
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③ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：東京都狛江市狛江第一中学校　特別支援学級　1組　生徒20名
▪ 場　　所：同校校庭
▪

　　　　　　「本物を見てすごい！」という感動と、「自分にも出来た」「褒められた」という自尊感情を
　　　　　　向上させること。2016年より継続取り組み

【活動内容】
7名の選手、監督、コーチが参加し、生徒に対し、動きづくり（腕振り・ハードルドリル・変則流し）を指導し、そ
の後、選手と生徒がひとつのチームを作り、駅伝を初体験。実際に駅伝に使用したタスキの裏に書かれた
選手・スタッフ全員の名前を見せ、1本のタスキに込めた意味を説明し、駅伝を体験させた。その後、体育館
にて1組の生徒から御礼として「和太鼓」の演奏を披露してもらった。
結果、10月５日に行なわれた多摩地区特別支援学級研究会立川マラソンにて2、3年生の10名中9名が記録
を更新した。
更に実業団駅伝の前には1組生徒全員からの「寄せ書き応援メッセージ」をもらい、大勢の職員や生徒たち
がTVで応援をしてくれた。
3月の卒業式に向けて選手スタッフから、お祝いメッセージアルバムを企画中。
昨年から始めた活動は、一回限りのものでは無く、生徒たちと選手達の心を通わせる交流が続いている。

※写真添付

特別支援学級生徒へのマラソン教室を
始めとする連綿としたふれ合い活動

2017/9/27

狙　　い：同校の取り組みとして、社会との接触に消極的な特別支援学級の生徒に対し
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マラソン指導の後に、生徒たちからお礼に和太鼓の演奏

生徒たちから届いたメッセージ

駅伝とは何かを説明する小柳コーチ
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④ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：東京都狛江市狛江第一中学校　2，3年生各2クラス　　約150名（50分×2回×2日）
▪ 場　　所：同校校庭
▪ 狙　　い：

【活動内容】
2年連続で実施している同校特別支援学級の生徒へのマラソン指導を拡大し、2、3年生への指導を、
ロンドン五輪出場の吉川美香コーチが実施。
まず、校長先生からの依頼で全職員の意識を深める為に、9月6日に研修会講師として吉川コーチが
自分の経歴や、大切にしていること「好き・楽しいを見つける」「負けることに負けない」「ありがとうの強さ」を
約40分間講演した。
更に、10月30日、31日の両日、同校校庭にて2、3年生を対象にした持久送の指導を実施。身体作りを始め、
わき腹が痛くならないコツ、腕振りのコツ、2/4リズムなどを実践した。
そして、11月8日に行なわれた全校マラソン大会にも参加し、スターターや表彰状のプレゼンターを努めた。
結果として、29年度の中学生駅伝狛江代表に、学校始まって以来最多12名が選ばれた。
また、第48回狛江多摩川ロードレース大会に自主的に参加した2年生女子が、「中学生女子の部」で優勝し
た。

※写真添付

狛江第一中学校の生徒指導を
全校生徒に拡大

2017/10/30、31
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⑤ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：パナソニック横浜事業場に働く社員
▪ 場　　所：構内を中心
▪ 狙　　い：

【活動内容】
昨年より実施している上記目的のための陸上教室「安養寺スポーツ塾」。
今年は、ウォーキング推進週間にあわせ、構内のウォーキングコースに選手たちからの「ワンポイントアドバイス」
立看板を設置。社員がウォーキングを行う意識付けに寄与した。
また、10月6日に構内でのランニングを企画していたが、当日雨天の為、急遽座学に切り替えた。
座学の案内にもかかわらず30名の社員が参加し、小柳コーチからランニングの基礎知識の指導を行った。
更に、12月17日に行なわれた「緑区ランニングフェスタ」にも安養寺塾生が参加し、コーチ陣によるランニング
フォームのチェックなど実践的な指導を実施。
以上のような取り組みにより、昨年から続けて来てくれる人数も増え、他の社員を誘ってきてくれたり
陸上競技部の理解者、協力者となってくれている。選手の職場の方々との安養寺塾を通じての話題も広がった。

※写真添付

社員の健康増進の為のウォーキング＆
ランニング教室「安養寺スポーツ塾」を
継続的に開催

2017/10/6
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⑥ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：仙台市立玉川小学校　5,6年生（112名）　60分×2時限
▪ 場　　所：同校校庭
▪ 狙　　い：

【活動内容】
今年は新人の大貫ランニングコーチが初めて司会進行を務め、5、6年生生徒を対象に、
動き作り、エチオピア体操により準備運動のあと、リレーを行った。
前日の駅伝で準優勝したこともあり、先生方始め、生徒にも大歓迎された。

※写真添付

実業団連合主催東北復興支援の為の
陸上教室

2017/11/27
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⑦ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】
▪ 対　　象：横浜市緑区民　約200名出場
▪ 場　　所：横浜市日産フィールド小机
▪ 狙　　い：

【活動内容】
当日は、区民が約200名出場し、5kmを走った。女子陸上競技部選手たちもゲストランナーとして出場
し、
ランナーたちを励ましながら、楽しい一日を過ごした。

緑区ランニングフェスタにゲストランナーで
出場

2017/12/17
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⑧ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：横浜市緑区区民　約530名
▪ 場　　所：横浜市立十日市場中学校校庭と外周コース
▪ 狙　　い：

【活動内容】
自治会、学校（小中学校4校）が一体となって企画される同大会に毎年ゲストランナーとして参加。
１５００ｍ、２５００ｍ、３５００ｍの3部門に分かれるレースのゲストランナーとして出場。
校庭には、大勢の家族も応援に駆けつける。
校庭から外周コースへと向うレースの中で、特に最後のランナーを励ましながらゴール。
レース後は校庭にて、女子陸上競技部選手達の模範走行を披露し、毎年楽しみにしていただいており、
今年は特に、実業団女子駅伝準優勝もしたため、多くの関心と拍手をいただいた。

※写真添付

みどりさわやかロードレース大会に
ゲストランナーとして参加

2018/1/7
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⑨ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：市民ランナー、視覚障がい者ランナー
▪ 場　　所：厚木市日産自動車（株）テクニカルｾﾝﾀｰ構内
▪ 狙　　い：

【活動内容】
一般の部、ファミリー部、視覚障がい者ランナーが約500名参加。
チームからは、毎年新人選手を中心に参加している。今年も3名の新人選手と2名のスタッフが参加。
選手たちは視覚障がい者ランナーの先導役を初体験。事前に講習を受け、その難しさをに始め躊躇
していたが、レースが始まると序所に伴走も上手になり、最後はブラインドマラソン協会の方から褒められ
た。
※写真添付

第7回日産ふれあいロードレース大会に
出場し、盲人ランナーの伴走をする

2018/3/3
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⑨ 活動名 実施日/期間

概要・活動の狙い(自由記述)
【開催要項】

▪ 対　　象：横浜市都筑区民　市民ランナー
▪ 場　　所：都筑区　葛ヶ谷公園多目的広場
▪ 狙　　い：

【活動内容】
好天に恵まれ、約2000人の市民ランナーが集まり大会が開催された。チームからは2名の選手と2名のス
タッフが参加。スターターを務めたり、ゲストランナーのして実際にランニングにも参加。ファミリーの部に参
加した親子ランナーに声をかけたり、シニアランナーに伴走したりと、楽しい一日を過ごした。最後に入賞者
の賞状のプレゼンターを務めた。
※写真添付

第24回都筑ふれあい健康マラソン大会に
ゲストランナーとして出場

2018/3/4
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