
  １頁／２枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 仲田 雅秀
連絡先☎ 090-5918-2535
メルアド Nakata.Masahide@otsuka.jp

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので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  7/11,7/18,9/13,10/11,12/5
■ 無償
□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
◆ 徳島県内外の中⻑距離選⼿（中学・⾼校・⼀般）の強化育成を目指し1993年より実施。

28年間で196回開催している。
大塚製薬の選⼿、スタッフ全員が公認審判員の資格を取得し徳島陸上競技協会および
鳴門市陸上競技協会と連携し運営
全国22都府県より延べ4万人以上がエントリー。
ジュニア日本記録、徳島県記録、徳島県⾼校記録、徳島県中学記録を更新
≪運営詳細≫
・開催日程の調整及び大会HPによる開催告知と出場選⼿の募集
・エントリーの受付及び番組編成とプログラムの作成
・記録会当日の運営全般
 ※(受付、審判、ペースメーカー、HPへの記録の掲載、記録証の発行ほか)
・日本陸上競技連盟への大会結果の公認申請及び徳島陸上競技協会への結果報告
・年度末の収支報告
大会webページURL http://www.tokushima-mld.org/

② 活動名 実施日/期間 12/5
第5回徳島アスリートミーティング ■ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
◆ 徳島県ジュニアアスリートの強化・普及及び振興を目的として2016年より開催し5回目の実施

≪実施概要≫
・大塚製薬陸上競技部と徳島陸上競技協会の共催として実施
・参加者は県内の中学・⾼校の短距離、ハードル、幅跳び専門でランキング上位の選抜選⼿
 ※74名（⾼校生37名、中学生37名）が参加
・金丸祐三、大室秀樹、津波響樹が講師を務め、短距離、ハードル、跳躍の各グループに分かれ実施

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。

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

大塚製薬

徳島中⻑距離記録会の運営

2021年1月4日



  ２頁／２枚中の
③ 活動名 実施日/期間 12/12

陸上教室（金丸） □ 無償
■ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
◆ ≪事業名≫令和2年度チームのべおか小中⾼連携アスリート育成事業

≪実施概要≫
・宮崎県延岡市のアスリート育成事業への協力
・参加者は延岡市の小中⾼生とその指導者合計112名
・金丸が⼿本を示しながら、随時指導を実施した

対価の有無*













  １頁／１枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 ２０２１年１月８日（金）

記入者名  城 一雅
 株式会社ワコール女子陸上競技部 連絡先☎ ０７５−６８２−１００８

メルアド k-siro@wacoal.co.jp
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので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
『２０２０ふしみ年末の交通事故防止・防犯 □ 無償
・防⽕キャンペーン』伏⾒警察署一日署⻑ ■ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

『２０２０ふしみ年末の交通事故防止・防犯・防⽕キャンペーン』の行事に、
ワコール女子陸上競技部の拠点である地元京都府の伏⾒警察署より依頼を受け
一⼭⿇緒選⼿が一日署⻑に選出されました。
（詳細は別紙添付資料をご参照ください。）

ワコール女子陸上競技部より選⼿が参加する事で、交通事故防止・防犯・防⽕
への府⺠の⽅々への意識向上に繋がればと思います。

※東京オリンピック 女子マラソン日本代表として

② 活動名 実施日/期間
□ 無償
□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

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。

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

２０２０年１２月２４日（⽕）



  1頁／1枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2021/1/7

記入者名 吉川 潔
ダイハツ陸上競技部 連絡先☎ 072−754−3051

メルアド Kiyoshi1_Yoshikawa@dk.daihatsu.co.jp
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので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 2020/6/10
「生きがい働きがい研究部会」での講演 ■ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要
一般財団法人中部生産性本部が年間を通して運営している13の研究部会があり、そのひとつの
「生きがい働きがい研究部会」で【人としてアスリートとして成⻑するために⽀え続ける】
をテーマに山中監督が講演を行った。

対象は、生きがい働きがい研究部会登録者、約40名。

山中監督は、会場である中部生産性本部セミナールーム(名古屋市）にて講演を実施したが、
受講者は、コロナ感染防止の為、リモートでの受講となった。

② 活動名 実施日/期間 2020/8/26
ダイハツ陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要

対象は、士別小学校3年生 48名

例年合宿で滞在する士別市の小学生を対象に、弊社コーチより、走り方の指導や
生徒同士のリレーを実施。
体育館内で、スタッフはマスク、選手はマウスシールドを着用し、感染拡大防止に努めた。
リレーはバトンの代わりにリングを使用し、互いの接触を軽減するよう工夫した。
また、弊社選手もリレーに加わり、教室は生徒たちの笑顔で溢れた。

実施後には丁重なお礼のお手紙を、またクイーンズ駅伝前には
教室参加の生徒さん全員より激励の手紙を頂き、選手達の励みとなった。

こちらから駅伝後に、弊社選手のサイン色紙を送り、より親交を深めた。

対価の有無*

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

(2020.4.1-2021.3.31)



1   頁／2枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名
連絡先☎
メルアド

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

① 活動名
☑ 無償
□ 報酬あり

概要・活動の狙い(自由記述)
【第1回目】
＜日時＞ 2020年12月5日 ㈯ 8:30〜12:00
＜場所＞ 太秦中学校
＜講師アスリート＞ 新宮美歩選手（ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｽｺ）  稲岡真由選手（ﾗﾝｼﾞｬｰﾆｰ）
＜参加者＞ 合計 73人

内訳
太秦中 39人 中1 25人 男子 32人
蜂ヶ岡中 8人 中2 19人 女子 41人
紫野高 26人 中3 3人

高1 13人
高2 13人

【第2回目】
＜日時＞ 2020年12月19日 ㈯ 8:30〜12:00
＜場所＞ 市立紫野高校
＜講師アスリート＞ 新宮美歩選手（ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｽｺ）  稲岡真由選手（ﾗﾝｼﾞｬｰﾆｰ）
＜参加者＞ 合計 107人 ＋ 紫野高校生26人

内訳
塔南高校 1人 中1 43人 男子 60人 短距離 45人
樫原中 40人 中2 56人 女子 47人 中・⻑距離 47人
旭丘中 30人 中3 7人 ハードル 4人
⻄賀茂中 20人 高3 1人 跳躍 4人
嘉楽中 16人 投擲 5人

混成 2人

2021年1月31日
最終締切日2月25日(木)

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

スーパーフレスコ
新宮 美歩

090-7797-7859

実施日/期間 2020年12月5日㈯、12月19日㈯
【夢サクセス☆陸上練習会】

wm.gu.gu@gmail.com



2   頁／2枚中の
＜活動内容＞

8:30〜 集合・開式
8:35〜 新宮選手から講話「夢サクセス」
9:00〜 練習 （基本動作、運動技術練習、体力トレーニング）
11:15〜 稲岡選手の講話「アスリートの食事と栄養」
11:30〜 閉会・記念写真

＜取り組みの工夫＞
新型コロナウイルスの影響でなかなか各学校の合同練習が激減していた中で、ご参加いただいた
各学校の顧問の先生方のご協力を賜り、感染予防に努めながら、安全に開催できた。
体調管理チェック等を行い、講話の際はアルコール消毒、マスク着用の上、間隔を空けて行った。

＜活動成果＞
練習会終了後、参加した生徒及び先生方にアンケート記入のご協力を賜った。
1回目、2回目ともに満足度4.85以上と高い評価を受けた。リピート要望も4.77と高い評価を受けた。
夢を持つ大切さ、考えて練習する、意識的な身体操作、食事と栄養の大切さをしっかりと伝える
事が出来たと言える。

＜練習会の評価＞ 5点満点中 参加者 顧問の先生方
4.85 4.67
4.75 4.67
4.80 4.56
4.75 4.56
4.76 4.89

＜活動の様子＞

別紙資料参照
以上

●今回の【夢サクセス☆陸上】全体の満⾜度
●新宮選⼿の話の満⾜度
●稲岡選⼿の話の理解度
●練習内容の質や量
●また【夢サクセス☆陸上練習会】に参加したいか



Kyoto City High Schools

HOME 学校⼀覧 説明会⽇程（6⽉更新） ⼊学者選抜

21世紀を⾃分で歩く国際⼈になる

紫野⾼等学校
普通科・アカデミア科

〒603-8231 京都市北区紫野⼤徳寺町22［MAPを⾒る］
TEL. 075-491-0221 FAX. 075-492-0968

2020.12.09  

陸上部便り

合同練習開催
○１２⽉５⽇（⼟）
 合同練習会｛太秦中学校・蜂ケ岡中学校｝
（於︓太秦中学校）
※１２⽉５⽇（⼟）、太秦中学校に出向かせて頂いて、紫野⾼校、太秦中学校、蜂ケ岡中学校で合同練習会を⾏いました。
今回の練習会は、８⽉より紫野⾼校で練習されている、２００９年ベルリン世界陸上⽇本代表選⼿の新宮美歩さん（フレス
コ）が、現役時代のうちに⾃分の経験を中学⽣に伝えたいという強い思いがあり、２０１９年世界リレー⽇本代表選⼿である
稲岡真由さん（RUN JOURNEY）とともに企画され、それを⽇頃お世話になっている紫野⾼校陸上部員が⼿伝うという形で
実現しました。
最初は新宮さんが「夢 サクセス」と題して、今までの競技経験の中で、夢を持ってそれを実現してきた過程を熱く語られ、
中⾼⽣にも⼤きな夢を持ってあきらめないでほしいというようなメッセージを含めた講演を⾏われました。
そのあとグラウンドに出て、新宮さんが⾛・跳の基本動作の考え⽅と実技の講習を⾏い、中⾼⽣は考えながら⾛る体験をしま
した。また稲岡さんはサーキット形式で、体の様々な部位を隅々まできっちり鍛えるトレーニングを指導されました。紫野⾼
校⽣は⼀緒にやりながら、それらのお⼿伝いをしました。
そして再び体育館に⼊り、管理栄養⼠の資格も持つ稲岡さんから、普段の⾷事の⼤切さと、試合前の⾷事についての講義を⾏
ってもらいました。
最後に質疑応答の時間をとりましたが、中⾼⽣ともたくさん質問の⼿が上がり、それにお２⼈が⾮常にていねいに答えて下さ
り、予定の時間をオーバーする盛況ぶりで、⼤成功に終わりました。
このような企画をして頂いた新宮さん・稲岡さん、そして場所を提供して頂いた太秦中学陸上部の⾙畑四郎先⽣、グラウンド
や体育館を午前中空けて頂いた太秦中の他の部活動の顧問の先⽣⽅に、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。本当に
ありがとうございました。

http://www.kyotocity-hs.jp/
http://www.kyotocity-hs.jp/school/murasakino/main.html#con07
http://www.kyotocity-hs.jp/school/murasakino/
http://www.kyotocity-hs.jp/school/murasakino/main.html
http://www.kyotocity-hs.jp/
http://www.kyotocity-hs.jp/school/
http://www.kyotocity-hs.jp/schedule/
http://www.kyotocity-hs.jp/info/




Kyoto City High Schools

HOME 学校⼀覧 説明会⽇程（6⽉更新） ⼊学者選抜

21世紀を⾃分で歩く国際⼈になる

紫野⾼等学校
普通科・アカデミア科

〒603-8231 京都市北区紫野⼤徳寺町22［MAPを⾒る］
TEL. 075-491-0221 FAX. 075-492-0968

2020.12.25  

陸上部便り

合同練習開催
○１２⽉１９⽇（⼟）
 合同練習会｛⻄賀茂中学校・旭丘中学校・嘉楽中学校・樫原中学校｝
（於︓紫野⾼校）
※１２⽉１９⽇（⼟）、紫野⾼校で、⻄賀茂中学校、旭丘中学校、嘉楽中学校、樫原中学校で合同練習会を⾏いました。
今回の練習会も５⽇（⼟）同様、８⽉より紫野⾼校で練習されている、２００９年ベルリン世界陸上⽇本代表選⼿の新宮美歩
さん（フレスコ）と、２０１９年世界リレー⽇本代表選⼿である稲岡真由さん（RUN JOURNEY）が共同で企画され、それ
を⽇頃お世話になっている紫野⾼校陸上部員が⼿伝うという形で実施しました。
最初は新宮さんが「夢 サクセス」と題で、⼩中学校でも県でも１番になず、⾼校１・２年でもチームの中のメンバーにも⼊
れなかった⾃分が、⾼い意識と努⼒の結果、⾼校３年で全国優勝・⾼校記録樹⽴・世界選⼿権出場を果たした過程を熱く語ら
れ、中学⽣にも⼤きな夢を持ってあきらめないで持ってほしいというような講演を⾏われました。
そのあとグラウンドに出て、新宮さんがどうすれば楽に⾛り・跳べるかというようなことを、⾒本を⾒せながらの講習を⾏
い、稲岡さんは⾊々な器具を活⽤してサーキット形式で、頭からつま先までしっかり鍛えるトレーニングを指導されました。
紫野⾼校⽣は⼀緒にやりながら、それらのお⼿伝いをしました。
そして記念写真の後、管理栄養⼠の資格も持つ稲岡さんから、３⾷⾷べている⼈とそうでない⼈との教科の点数の違いなど、
実例に沿ったわかりやすい⾷事の⼤切さの講義を⾏ってもらいました。
最後に質疑応答の時間をとりましたが、中学⽣は⾮常に熱⼼で、１０名近く質問の⼿が上がり、それにお２⼈が⾮常にていね
いに答えて下さり、実りのある講習会になったと思います。
前回に引き続きこのような企画をして頂いた新宮さん・稲岡さん、そして練習会に参加して下さった各中学の⽣徒さん、顧問
の先⽣⽅にこの場をお借りして、厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

http://www.kyotocity-hs.jp/
http://www.kyotocity-hs.jp/school/murasakino/main.html#con07
http://www.kyotocity-hs.jp/school/murasakino/
http://www.kyotocity-hs.jp/school/murasakino/main.html
http://www.kyotocity-hs.jp/
http://www.kyotocity-hs.jp/school/
http://www.kyotocity-hs.jp/schedule/
http://www.kyotocity-hs.jp/info/
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218 Monthly Athletics Monthly Athletics 219

「選手として勝つことを目指しつつ、何かできることはないか。
それが『後輩たちに伝える』こと」 新宮美歩選手（フレスコ）

ると信じ込むこと。それが前に踏み出す一
歩になります。夢があるから工夫もできる
し、努力もできます。その夢をかなえるこ
とで、自分はどうなりたいのか。目標のそ
の先にある本当の目的を明確にすると、自
然と進むべき道も定まってきます」と力強
く話した。
　グラウンドでの練習会では、男女別の２
班に分かれ、重心を意識した走り方の指導、
筋持久力を高める「20秒サーキット」を実
施。フレキミニハードルなどを使いながら
重心移動やスウィング脚と腕振りのタイミ
ングを合わせるポイント、走りの中での体
幹の使い方などを、自分の感覚と実際の動
作を確認しつつ取り組んだ。また、どこを

　2020年12月５日、19日に行われた陸上
教室には、京都市内の中学校７校から、約
170人が参加。感染症対策に配慮しながら、
トップ選手とともに有意義な時を過ごした。
　陸上教室では、最初に新宮美歩選手が「夢
サクセス 〜夢は逃げない〜」と題し、目標
を持って取り組むことの大切さを、自らの
経験を踏まえて解説した。
　小学校時代、「シドニー五輪の女子マラ
ソンで金メダルを獲得した高橋尚子さんの
走りを見て、あこがれ、自分も金メダリス
トになると夢を描いて陸上に取り組んでき
た」と出発点を披露。中学時代は全中予選
落ちだった自分が、地元の広島を離れて日
本一になるために大阪の東大阪大敬愛高に
進み、そこで高校日本一になり、2009年ベ
ルリン世界選手権の代表になれた。それも、
小学生時代からの自分の夢を追い続けてき
たからに他ならないと訴えた。
 「夢は自分の進む方向を決める指針になる」
と話し、「夢を描いたとき、できる・できな
いを考えるのでなく、まずは〝こうなりたい〟
と強く、素直に思いを持つことからスター
トすることが大事。何も特別な人だけが夢
をかなえているわけではありません。でき

　国際大会で日本代表として活躍し、現在も現役選手として活動する新宮美歩選手（フレスコ）、稲岡真由選手
（RUN JOURNEY）が京都市内で中学生向けの陸上教室を開催した。通常、現役選手が陸上教室などを行う場合、
主催する学校や地域の陸上協会などからゲストとして呼ばれたり、イベントなど企画が決まっている中での参加
だったりがほとんどだ。また、現役を引退した選手が指導者になり、自ら立ち上げた企業をベースに開催するこ
とが多いが、今回は現役選手自らが企画を持ち込み、周囲を巻き込みながら現役選手が主体となって企画から準備、
運営まで行った点がこれまでとは大きく異なる。開催に至った経緯や思い、内容などについて紹介する。

鍛えているのか、どう意識して動かせば効
果的なのかを意識づけして練習する大切さ
などを学んだ。
　その後、管理栄養士の資格を持つ稲岡真
由選手から「アスリートの食事と栄養」に
ついての講話があり、朝食の大切さ、バラ
ンスの良い食事、試合前の食事・捕食の取
り方などについて解説。教室が始まった直
後はまだおとなしかった生徒が、質疑応答
では、勢い良く手を挙げ、質問するなど成
長を感じ取れる陸上教室となった。

——今回、現役選手主体で陸上教室を開こうと思ったきっかけは？
新宮　競技力が下がり、日本のトップとして戦えなくなってきた
時、陸上競技選手としての価値とは何なのか？　を問い続けてき
ました。これまで、競技者として常に勝つことを目指してきました。
勝つこと、優勝することが選手の価値だと思っていましたが、現
実問題として勝てなくなってきたときに、選手としての価値はゼ
ロなのか。企業から支援を受けて競技を続けている以上、選手と
しての価値を自ら見出さなければ、現役選手として活動している
意味がありません。勝つことを目指しつつ、何かしらできること
はないか。それが後輩たちに伝えることだと思ったのが今回、選
手主体で陸上教室をやろうと思ったきっかけです。
——やってみてどうでしたか？
新宮　こんなに大変だとは正直思いませんでした。何度も陸上教
室で指導したことはありますが、与えられた時間内に補強やドリ
ルなどを一緒に行いながら教えるだけで、自分たちが指導する内

容以外はすべて主催者側が準備してくださっていたところに行く
だけでした。これが「試合」だと考えれば、私たち選手のために、
どれだけの人が関わり、準備し、動いてくださっているかに改め
て気づくことができたのは、今後のためにも大きな収穫だったと
思います。また、試合以外のことで、これだけワクワク、ドキド
キすることがあるというのも自分の中での驚きでした。タイムの
ようにすぐに結果が見えるものではありませんが、こうした活動
にも、選手として価値、意味があると感じました。
——中学生、指導者の反応や評価は？
新宮　今後のためにも５点満点の点数制でいろいろな項目ごとに
評価していただきました。不安もありましたが生徒のみなさん、
先生方ともに、いずれの項目も4.5以上の高評価をいただき、自信
になるとともにやってよかったと思いました。また、改善点や要
望などもお聞きすることができたので、今後に生かしていきたい
と考えています。

しんぐう  みほ

新宮美歩（フレスコ）
1991年11月29日生まれ、29歳。広島・五日市
中→大阪・東大阪大敬愛高→東大阪大→福島
大→東邦銀行→フレスコ
高校３年だった2009年に400ｍでインターハ
イ、国体、日本ジュニア選手権の高校３冠を獲
得。同年のベルリン世界選手権女子4×400ｍ
Ｒ代表入りも果たした（本番は不出場）ほか、
東アジア大会３位と活躍。その後も2011年ア
ジア選手権400ｍ５位、4×400ｍリレー金メ
ダルなど実績を残している。

いなおか  まゆ

稲岡真由（RUN JOURNEY）
1996年３月16日生まれ、24歳。京都・中京中
→塔南高→園田学園女大→RUN JOURNEY
高３時の国体で全国初入賞（７位）。大学でも
インカレなどで着実に結果を残し、社会人１
年目の2019年にアジア選手権、世界リレーと、
4×400ｍリレーメンバーとして立て続けに日
本代表入り。世界リレーでは混合4×400ｍリ
レーに出場し、ドーハ世界選手権出場権獲得に
貢献した。

●日程
第１回　2020年12月５日
会　場：太秦中
参加校：太秦中、蜂ケ岡中　（計60人）
第２回　2020年12月19日
会　場：紫野高
参加校：西賀茂中、嘉楽中、旭丘中、樫原中　（計110人）
（サポート：紫野高陸上部員30人）

●内容
・夢サクセス：	メンタル指導（新宮）
・トレーニング：	重心を意識した走り方（新宮）
	 サーキットトレーニング（筋持久力強化／稲岡）
・アスリートの食事と栄養（管理栄養士・稲岡）

●指導

トレーニング＆メンタル特集

「夢サクセス」プロジェクト
日本代表経験者たちが今、中学生に伝えたかったこと

〜新宮美歩＆稲岡真由が京都市内で陸上教室〜

夢、目標を
持って取り組むことの大切さ

陸上教室概要

▲最初のメンタル指導では新宮選手が目標を
持って取り組むことの大切さを、自らの経験
を踏まえて解説

▲稲岡選手はトレーニングと栄養面の指導を行った

●新宮美歩選手（フレスコ、前列中央左）、稲岡真由選手（RUN JOURNEY、その右）が
主体となって開催された陸上教室。京都市内の中学生が貴重な学びを経験した

▲時間が経つにつれて生徒たちも積極的に質問をするなど、
短時間の中で確かな成長が見られた

〝ブカツ〟応援企画
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筋持久力を強化する20秒サーキット
トレーニング紹介!!

れるかを仲間とともに考え、励まし合い、
切磋琢磨しながら高校時代を過ごしたこと
で日本一になることができたと思っていま
す。
稲岡　冬季中の300ｍ×５本という練習です
ね。こうしたきつい練習とどう向き合うか。
タイムだけでなく、走りの感覚やペース、
疲労のことなどを考えながら取り組むこと
が、成長につながったと思います。

Ｑ5　�大切な試合にどうやってピークを
持っていきますか？

新宮　しっかり準備することです。いつ、
どの競技場で、どんな相手と競うのか、予
選突破、優勝にはどんな記録が必要なのか
などを、しっかり具体的にイメージできる
よう準備します。そうすることで、そのた
めには今何をすべきなのか、課題は何か、
それをどう克服していけばいいのかが明確
になっていきます。本番をイメージして、
そこから逆算して準備を進める。スタート
ラインに立った時に結果は決まっていると
よく言われます。万全な準備こそが本番で
力を発揮するための秘訣です。
稲岡　本番の試合までに、いろいろ試すこ
とです。どういう調整法が自分には合って
いるのか、パターンを試すことが重要です。
そうすれば、体調のピークがズレることは
なくなってくると思います。あとは試合前
にあまりやり過ぎないこと。どうしても不
安になって、あれもこれもと思ってしまい
がちですが、腹八分目を意識するといいと
思います。

Ｑ６　�集中力を保つ秘訣は？

新宮　練習中など日頃からメリハリ、オン・
オフの切り替えを意識して過ごすことです。
ずっと集中しっぱなしでは身体がもちませ
んし、あまりリラックスし過ぎてばかりでも、
ここぞという時に力を発揮することができ
ません。切り替えのルーティンなどを作っ
ておくのも一つの方法です。

Ｑ７　自身の強みは何ですか？

新宮　自分の好きなところは一つもないと

Ｑ１　�試合の時に行っているルーティ
ンはありますか？

新宮　私は400ｍの選手なので、スタート前
に自分が走るトラック１周を見渡して、最
後に前を見て気持ちを落ち着かせることで
す。いろいろ試しましたが、シンプルな動
作に落ち着きました。ルーティンはやらな
ければいけないものではありませんし、正
解もありません。自分が一番これだという
ものを見つけ、試合でパフォーマンスを発
揮してもらえればと思います。

Ｑ２　�ケガや故障をしないために気を
つけていることはありますか？

稲岡　練習後にしっかり柔軟体操などクー
ルダウンを行うことです。また、疲れが溜
まってきたと感じた時などは、銭湯など大
きなお風呂に入って身体を休めるようにし
ています。あとは当たり前のことですが睡
眠、食事に気をつけることです。
新宮　ケガをしやすいタイプなので、ボー
ルや棒などを常に携帯し、筋肉をほぐした
りマッサージをしたり身体のケアに努めて
います。学生の頃も休み時間などに行って
いました。

Ｑ３　�体重コントロールはどうされて
いますか？

稲岡　気にし出すとすごく神経質になって
しまうので、あえて気にしないよう意識し
ています。自分の身体なので太ってくると、
最初に肉がつくところなどがわかってきま
す。少しでも変化が出てきたら、ストレス
にならない程度に最低限これだけはという
ことを決めて、余分なものがつかないよう
心掛けています。冬場は特に、女性はどう
しても体重が増えます。あまり罪悪感を感
じるのでなく、健康、コンディション維持を
最優先に考えて過ごしてほしいと思います。
新宮　800ｍに取り組むようになってから、
細いほうがいいと意識するあまり、摂食障
害も経験しましたし、貧血にもなりました。
アスリートにとって一番大切なのは健康で
す。体重を意識し過ぎて、やせたはいいけ
ど貧血になったり、体力が落ちてしまって
は本末転倒です。体重管理は必要ですが、
それ以上に健康管理を大切にしてほしいと
思います。

Ｑ４　�これまでの練習の中で一番ため
になった練習は何ですか？

新宮　メニューというより仲間と過ごした
時間、目標に向かって、どうすれば強くな

言っていいぐらい、私はコンプレックスの
塊です。そんな中で唯一の良い点は、弱い
ことを知っているので、誰にでもすぐに助
けを求められるところです。教えてくださ
い、わかりませんと言えることが強みだと
思います。
稲岡　私は本当にネガティブな人で、試合
前も練習前も常に、「どうしよう、どうし
よう」と不安で仕方がない状態です。でも
オン・ユア・マークの声がかかった瞬間に、
それを吹き飛ばして開き直れる。本当はそ
れではいけないのですが、いい意味でギリ
ギリの場面で腹をくくれるのが私の強みだ
と思います。

Ｑ８　�ケガをしている時のモチベーショ
ンの保ち方を教えてください。

新宮　夢、目標を強く持っていれば、それ
に向かってがんばろうという気持ちが湧い
てきます。そして、地道にコツコツ取り組
んでいる自分を褒めてあげてください。ケ
ガをしたからこそ気づけることもたくさん
あります。その気づきを大切に、一歩一歩
前に進んでほしいと思います。

　新宮選手は母校でもある東大阪大敬愛高（大
阪）の柿内貞宣先生の紹介で、８月後半から紫
野高へ練習に来ています。新宮選手は、中学時
代から自立型人間を育成する〝原田メソッド〟
を実践しており、メンタルトレーニングの講習
会などにも参加しています。稲岡選手は塔南高
（京都）で３年間、私が教えた生徒で、卒業後は
園田学園女大に進み、管理栄養士の資格も取
得、日本代表にも選ばれました。
　２人の日本代表経験者が中学生に対して、自
分の経験や、夢を持つことの大切さなどを伝
えることはとても大切なことだと思います。ま
た、そのような選手と一緒に練習する中で、中
学生が喜んでくれればと思い、協力させてもら
いました。特に冬季は大きな試合もまだ近くに
なく、寒く、日が暮れるのも早くて、なかなか
モチベーションを保つのが難しい時期です。そ
のような時に、少しでも中学生のモチベーショ
ンアップにつながれば、そしてこの中から、同
じように世界を目指すような選手が出てきて
くれれば、練習会を行った意義があると思いま
す。また、そこまでいかなくても、今までより
少しでも高い夢や目標を持ってくれる、栄養や
食事、生活について考えるいい機会となってく
れればと思っています。

紫野高・陸上競技部顧問　田中文明先生の話  

Q A&新宮選手＆
 稲岡選手に

▲

中学生たちにさまざま
なアドバイスを送った新
宮選手（中央右）と稲岡
選手（その左）。右端は
第2回の会場を提供する
など2人をサポートした
田中文明先生（紫野高顧
問）

【実践例】
１種目20秒間→15秒休憩→次の種目へ（２〜３セット）
1 Ｖ字キープ
2 フラフープ
3 プレートＡ
4 ゴム
5 メディシンボール直上投げ
6 ミニハードル腹筋
7 １２３ ジャンプ

Ｖ字キープ

プレートジャンプ ゴム引き メディシンボール直上投げ

１２３ジャンプ

ミニハードル腹筋

1

3 4 5

7

6

両脚と上体でＶ字を作っ
た姿勢をキープ。体幹を
意識して、身体がぶれな
いように

プレートを身体の前で保持ししたスクワットの姿勢
からジャンプ。同時にプレートを前に突き出す

肩甲骨を意識してゴムバンドを左右に引っ張る 下から上への力の流れを意識して、メディシンボールを連続で真
上に投げ上げる

メディシンボールを小さく投げ上げながらスクワットジャンプを行い、ボールが空中にある間に２度ジャンプしてスクワットの姿勢に戻る

ミニハードルを両手で持って両手・両脚を伸ばした姿勢から、ハードルを足にくぐらせるように回しながら腹筋を行う

フラフープ2
腰の右回し・左回しの両
方を実施。フラフープの
本数を増やすと、より体
幹への意識を高めること
ができる
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記入者名  家谷 和男
山陽特殊製鋼 連絡先☎  050-3625-9836

メルアド  kietani@himeji.sanyo-steel.co.jp
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので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 2020年4⽉1日〜2021年3⽉31日
道路損傷等情報提供の協力 ☑ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

狙  い：企業スポーツの認知度と企業イメージの向上
     事故を未然に防ぎ、市⺠の安全・安⼼を守る

相  手  先：姫路市

参加部員：全員

場  所：姫路市内

活動内容：陸上競技部員が練習中に道路の損傷などを発見した場合、その情報を姫路市に提供。
     姫路市はその情報に基づいて復旧処置を実施する。

② 活動名 実施日/期間 2021年3⽉26日（予定）
実業団選手による1日陸上教室 ☑ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

狙  い：企業スポーツの認知度と企業イメージの向上
     参加者の健康増進・競技力向上に貢献することで地域スポーツ振興を図る

相  手  先：姫路市内に在学している小学校4年生から中学校3年生までの約100名

参加部員：全員

場  所：姫路みなとドーム

活動内容：山陽特殊製鋼文化振興財団が主催する陸上教室に参加する。

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

2021年2⽉19日

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第では
中止もしくは内容を変更する可能性があります。



     選手たちと体操、ストレッチ、ジョギング、体幹トレーニングを行い、
     最後は複数のチームに分かれて駅伝大会を行う。







姫路市幹部職員ブログ
h l e a d e r . e x b l o g . j p  

ブログトップ

姫路市役所の幹部職員が、担当
の施策や事業、イベントなどの
話題を中心にご紹介します

by himeji-leader 
プロフィールを見る

画像一覧

カテゴリ

全体
市長公室長
総務局長
財政局長
市民局長
環境局長
健康福祉局長
産業局長
都市局長
建設局長
下水道局長
都市拠点整備本部副本部長
会計管理者
水道局長
消防局長
教育委員会次長
議会事務局長
危機管理担当理事
こども育成担当理事
観光交流局長
中心部施設計画・教育調整担当
未分類

以前の記事
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”道路のチェック”　姫路市と山陽特殊製鋼が協定　

　市民の皆さん、お元気ですか？
　市内のあちこちで、最近、鉄製の道路のふたが盗まれています。発見された方
は、通報をお願いします。

　建設局長の後藤です。

　いつものように下の写真からご覧下さい。

　新聞においても取り上げられました。市民の安全・安心を守るため、事故を未然
に防ぐため、道路損傷など異常発見時に情報提供を受ける協定を、姫路市と山陽特
殊製鋼の陸上競技部員との間で結んだのです。その時の様子です。

今なら初月無料！【PR】投稿内容 
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　市道の総延長は約２５００㎞で、現在、道路パトロール車３台で維持管理にあ
たっています。一方、山特の陸上部員は中長距離が専門の１１人で一人あたり年間
７０００㎞を練習で走っています。

　車両３台の走行距離と部員１１人の走行距離を人知れず隠れて計算し比較してみ
ました。何と驚くなかれ。ほぼ同じか、少し車両の方が押され気味なのです。

　渡邉監督指揮の元、少数精鋭で、全日本実業団対抗駅伝競走大会（通称ニューイ
ヤー駅伝）に毎年出場しています。
　篠藤（しのとう）選手は今年の第９８回日本陸上競技選手権大会の３０００m障
害で優勝し、今秋のアジア大会に出場することになっています。

　皆さんにこやかなお顔で写ってますが、一皮むけば勝負師の実力者ばかりなので
す。
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ファン

　篠藤選手は「今までは、道路を走っていても、後ろからドライバーにクラクショ
ンを鳴らされ、通行の邪魔にならないかの練習だった。市民の皆さんの力になれる
という発想がなかったので、頑張りたい」と周囲を笑わせていました。

　私が協定書を読み上げ、内容を確認しあいました。その上で、石見市長と武田社
長が署名という運びでした。
　企業の陸上競技部とのこのような協定は、全国的にも珍しく、初めてではないか
と思っています。ちなみに協定書の台紙の表紙の色は、山特陸上部のユニフォーム
の色に合わせました。

　本市の協力依頼に対し快諾をしていただいた山陽特殊製鋼株式会社に改めて感謝
の意を表しますと共に、陸上競技部の益々のご活躍を祈念いたしまして、お礼の言
葉とさせていただきます。

　今日はこの辺で。ごきげんよう。さようなら。

　私も１０年間、陸上競技に携わった根っからの陸上好きで、若々しい部員を見
て、久々に自分の中の血が燃えたぎるのを感じた建設局の後藤より



記事ランキング

お城のある姫路市本
町６８番地って、皇
居の次に広い住所っ
て知ってる俺っ
て‥‥ひめじん？

姫路市立北部学校給
食センター竣工式が
行われました

「図書館を使った調
べる学習活動賞」の
受賞 について

姫路市教育委員会　
ふたば賞

平成２９年度姫路市
生活学級合同修了式
について

2017年

栗原恵さん　ひめじ
観光大使へ

教育情報交流展「姫
路きょういくメッ
セ」

「林の中でゆっくり
と・・・」　（旧　
御立交通公園）　

by himeji-leader | 2014-09-04 11:14 | 建設局長
<< 第40回姫路市高齢者作品展 丹波市へ給水車を派遣 >> 
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　市民の皆さんお元気
です...
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  １頁／３枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 藤田 渉
住友電工・陸上競技部 連絡先☎ 06-7639-5398
（住友電気工業株式会社） メルアド fujita-wataru@sei.co.jp
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので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
大阪市立扇町小学校（大阪市)での □ 無償
「夢・授業」への講師派遣 ✔ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
■「夢・授業」とは
大阪市が企画するイベント
オリンピック・パラリンピックやワールドカップ等の世界大会に出場したトップアスリートや、
国内トップリーグに所属するアスリートを講師に招き、体験談などの講話や実技指導を通じて、
子どもたちに「夢」をもつことの素晴らしさ、諦めずに努力し続けることの大切さ等を伝え、
スポーツへの興味・関心を高めることを目的に実施している
■扇町小学校での「夢・授業」実施目的
子どもたちが日本トップレベルのパフォーマンスを間近で見る機会を作ると共に、
トップアスリートが競技への向き合い方や挫折の乗り越え方などの体験談を話すことで、
思春期を迎える子供たちの心を育む活動の一助とします。
■参加者(当社)
多田修平
■参加者(先方)
大阪市立扇町小学校の生徒児童
■授業内容
講話及び実技指導
■活動風景（YOU TUBE)
掲載アカウント：【公式】あすリートチャンネル
URL：https://www.youtube.com/watch?v=ibohulYtPOQ

最終締切日2月25日(木)

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

令和3年2月8日

2021/2/24



  ２頁／３枚中の
② 活動名 実施日/期間

東大阪市の新成人に向けた ✔ 無償
ビデオメッセージの寄贈 □ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
■概要
東大阪市の新成人に向け、祝辞及び今後の活躍を祈念するメッセージビデオを寄贈
ビデオは1月11日の成人式にて放映
■参加者(当社)
多田修平
■参加者(先方)
東大阪市の新成人の皆様
■メッセージ動画
住友電工陸上競技部 公式instagramに掲載(2月13日に掲載)
アカウント名：sei̲̲trackfield   ※seiの後はアンダーバー『̲』が⼆つ入ります

③ 活動名 実施日/期間 2020年4月〜2020年6月末
  在宅勤務者（社内）向け ✔ 無償

「業務の合間にできるストレッチ動画」配信 □ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対価の有無*

令和3年1月11日

昨年4月の緊急事態宣言期間中、当社の在宅勤務者向けに陸上競技部選手による「業務の合間にで
きるストレッチ動画」を作成し社内で配信しました。外出自粛、在宅勤務が続き、運動不足によ
る腰痛等の不調の声が多数寄せられ、当社選手で何かできることはないかということで本企画を
実施することになりました。動画は、業務の合間のリフレッシュとしても取り入れて頂けるよう
４〜５分程度で４つに分けて作成しています。選手にはストレッチの説明の他、社員の皆さんへ
の応援メッセージも伝えて貰いました。

     田村(和)、阿部、⻄川
■媒体 ：社内イントラ掲載「健活HP」2020/4月末〜
     eラーニングで配信2020/5月〜6月末（受講者約250名）

対価の有無*

■対象 ：当社社員
■出演者：渡辺監督（冒頭挨拶）、三宅、田村(朋)、小池、梅原、御家瀬、村本、



  ３頁／３枚中の
④ 活動名 実施日/期間 2020/6/14・21・26

  こいけゆうきのRunning Live ✔ 無償
（インスタライブ） □ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

１．背景
新型コロナウイルス感染症の影響により 、陸上競技会はもちろんのこと日常の練習にも
制限がかけられ、全国約 3 3 万人の 学生アスリートは困難な状況に立たされていました。
さらには、学生アスリート最大の活躍の場である「全日中」や「インターハイ」の
中止も決定され、今後の見通しも立たないことから、 S NS 上では 不安や行き場のない
コメントが散見されるようになりました。
本企画は、そのような状況下の学生アスリートの需要に可能な範囲で応え、競技人生の
参考にしてもらえればと企画しました。

２．概要
【目的】学生アスリートに寄り添い、可能な範囲 の 「できること」をすること
【期間】事態が終息するまで
【前提】ボランティア活動
【発信 】インスタライブ （イメージ：笑っていいとも
【ターゲット 】 学生（ 合計約 3 3 万人：中学約 2 0 万人、高校約 1 1 万人、大学約 2 万人
【実施概要】
・第1回インスタライブ（6/14）

https://www.instagram.com/tv/CBai̲vOJYRK/?igshid=gbp57cepr3dh
・第2回インスタライブ（6/21）

https://www.instagram.com/tv/CBsk2aDJxyU/?igshid=aiegg7hk4gcy
・第3回インスタライブ（6/26）

https://www.instagram.com/tv/CB5cgF7p2SC/?igshid=etcc6fxy7rzd

対価の有無*



  1頁／  1枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 大中
NTT⻄日本 陸上競技部 連絡先☎ 080-2433-7029

メルアド kenji.oonaka.nw@gmail.com
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので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
■ 無償
□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

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。

パラ陸上競技について、自身の各種大会での経験や、陸上競技との出会い、
夢を叶えるために努力する大切さなどについてお話しました。
障がい者スポーツ、パラリンピックの魅力をお伝えすることができました。
講演会後は子供たちと一緒にランニングを行った。

（実施日）
11/16  枚方市立津田中学校

② 活動名 実施日/期間
□ 無償
□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

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。

最終締切日2月25日(木)

対価の有無*

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

堀越選手による中学生を対象とした人権講演の実施

2021/2/25



 1 頁／５枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 ミズノ ⻑⾕川順⼦
   ミズノ トラッククラブ 連絡先☎ 090-9042-7249

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

① 活動名：自治体、スポーツ団体・施設との連携による 実施日/期間 2020/10/24 
    小中高校生への陸上競技普及事業 □ 無償

  飯塚翔太選手 ① ☑ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓⼦折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
自治体主催の中学生対象の教室へのアスリート派遣依頼の協力
開催日：10/24  主催：静岡県スポーツ局スポーツ振興課 場所：三島市 
 指導アスリート 飯塚翔太

   三島市内中学生陸上競技部員50名参加

※ 飯塚翔太選手の地元静岡県のスポーツ局主催「トップアスリート派遣事業」の一環として
  毎年参加し地元中学生陸上部員に陸上の楽しさ、すばらしさ、そして練習方法や技術を
  ふれあいを大切にしながら指導している。

最終締切日2月25日(木)

2020年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2020.4.1-2021.3.31)

2021年 2月24日

jhasegaw@mizuno.co.jp



 ２ 頁／５枚中の
② 活動名：自治体、スポーツ団体・施設との連携による 実施日/期間 2020/11/1

    小中高校生への陸上競技普及事業 □ 無償
  飯塚翔太選手 ② ☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓⼦折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
  燕市教育委員会主催の「フェニックス600」事業の一つとして飯塚翔太選手の陸上教室実施
  11/1 燕市体育館にて  燕市内中学生80名が参加

「フェニックス６００」とは新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種大会の中止により
 市内中学３年６００人の生徒に、今後の人生において夢や希望を持てるような貴重な
 体験の場を提供する事業で、この趣旨に賛同し飯塚翔太選手が指導にあたった。

対価の有無*



 ３ 頁／５枚中の
③ 活動名：自治体、スポーツ団体・施設との連携による 実施日/期間 2020/11/8

    小中高校生への陸上競技普及事業 □ 無償
  飯塚翔太選手 ③ ☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓⼦折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
由利本荘市教育委員会及び由利本荘市陸上競技協会の主催による飯塚翔太選手の陸上教室

11/8 開催：由利本荘市ナイスアリーナにて 市内高校陸上競技部35名参加 

対価の有無*



 ４ 頁／５枚中の
④ 活動名：復興支援に結び付く小中高校生への陸上教室 実施日/期間：2020/11/22 

の継続的活動 □ 無償
野澤啓佑 金井大旺 中村太地 和田麻希 ☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓⼦折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
 震災から10年が経過、石巻市体育協会とは震災前からミズノトラッククラブ選手による陸上教室を
実施しており、復興支援に少しでも助力出来たらという思いで震災後も継続実施し、地元の⼦供たち
にパワーを提供し続けている。

11/22 石巻市スポーツ協会主催 ミズノトラッククラブ陸上教室 
 場所：石巻市体育館アリーナ 講師：野澤啓佑 金井大旺 中村太地 和田麻希 

 参加：石巻市内小学生25名 中高校生23名

対価の有無*



 ５ 頁／５枚中の
⑤ 活動名： 実施日/期間：2020/12/13

  障害者スポーツ団体との連携による継続的活動 □ 無償
☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓⼦折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)
東京都障害者スポーツ協会主催の「かけっこなげっこ運動会」の講師として協力し3年連続の協力となる。

12/13 小金井特別支援学校にて
松下祐樹 中村太地  児童19名 父兄が参加
参加の⼦供と父兄と講師の松下祐樹 中村太地が一体となって実施出来ている。

  

対価の有無*


