
 

 

 

 

 

神奈川県立多摩高等学校陸上競技部 OB の

皆さん、お元気ですか？会報誌「Wind Sprint」の

第 5 号をお届けします。今回も現役生のすばらし

い活躍をお伝えすることができ、編集部一同喜ん

でおります。会員の方からのお便り、OB 会の活

動報告もあわせてご紹介します。

多摩高陸上部全国の舞台で魅せる走り 男子長距離矢澤くん 女子 400ｍH 東さん
 2007 年、多摩高陸上部の後輩

たちが全国大会で大活躍しました。

まず 1 月に広島市で行われた全

国都道府県対抗男子駅伝に神奈

川県チームの 1 区として登場した

矢澤くんが 3 位で襷をリレー。神

奈川県チーム 14 位の原動力とな

りました。矢澤くんは佐賀インター

ハイ 5000ｍ決勝にも進出し、ケニ

ア人留学生に果敢に挑戦。前半

の無理がたたったのか、軽い脱水

症状となり 13 位に終わりました。し

かし、秋田国体で雪辱。

少年男子Ａ5000ｍで

見事 7 位入賞を果たし

ました。 

一 方 女 子 で は 、

2006 年大阪インターハ

イ走り高跳びで多摩高

陸上部史上初の女子

全国大会入賞者となっ

た東さんが、2007 年佐賀インター

ハイではなんとトラック種目で決勝

進出。大阪インターハイで走り高

跳び5位入賞を果たした10日後、

潔く 400ｍH に転向し、記録を伸

ばし続けた天才少女は、佐賀イン

ターハイ予選、準決勝をトップの

記録で通過。今回は多摩高陸上

部史上初の全国制覇の期待を担

って決勝に臨みました。結果は

堂々の 3 位入賞。予選、準決の記

録が、決勝 1 位の記録を上回って

いただけに悔しい 3 位でしたが、

胸を張っていい結果でした。東さ

んは秋田国体でも 6 位入賞。全国

でのファイナリストの常連となる実

力を見せつけました。多摩高陸上

部 52 年の歴史の中で、これほど

全国大会で活躍した年は初めて

であり、就任 7 年目の深谷先生の

際立った指導力が発揮された結

果といえるでしょう。 

 

平成 19 年 OB 会総会のご報告

 昨年 2 月 17 日（土）、武蔵小杉のホテル・ザ・

エルシィにおいて、第 13 回多摩高等学校陸上

競技部 OB 会総会が開催されました。 

2 期佐藤先輩の乾杯の後、懇親会へと移行

しました。懇親会では、２００６年大阪インターハ

イでの大会結果が VTR で紹介され、出席者の

皆さんの注目を集めていました。次回の総会に

も皆さんご出席いただきますよう、ご協力お願

いいたします。
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Letters Froｍ OBs ＆OGs 

初の全国大会出場。夢は必ず実現できます。

【6 期 早野浄巳さんインタビュー】 

 

前回ご登場いただいた 2 期佐藤

先輩のお話の中にもありましたが、

神奈川県立多摩高等学校陸上競

技部において、初めて全国大会出

場を果たしたのは6期の早野浄巳さ

んです。今回はその早野さんにご

登場いただき、全国大会出場の思

い出などをうかがいました。 

 

昭和 20 年 7 月 15 日。戦争中、

家族が静岡に疎開していたときに

生まれ、昭和 27 年に川崎の古市場

に戻りました。古市場小学校を卒業

後、塚越中学で陸上を始めました。

もともと運動神経は良く、体格も良

かったので、小学校 2 年のころから、

学校のスポーツの記録を次々に塗

り替えていました。中学 3 年の夏休

みに第一回放送陸上が開催され、

県大会の「3 種競技」に出場し、優

勝したんです。そうしたら新聞に「塚

越中学 早野 優勝」と出た。それ

を見た県立川崎高校と多摩高校か

ら誘われたわけです。 

 

兄が多摩高の先輩（3 期生）だっ

たので相談しところ、「多摩には鄭さ

んという力のある先輩がいる。陸上

を続けるなら鄭さんを頼って多摩に

来たらどうだ」とアドバイスをもらい、

多摩高への入学を決めました。当

時の多摩高は、顧問の先生はいた

けれども、指導してもらえる先生が

いませんでした。1 期の堀さん、2 期

の佐藤さんなど先輩方が指導に来

てくれていましたが、どうしても県大

会を突破することができませんでし

た。 

2 年生の冬。「せっかく陸上をや

るために多摩に来たのに、このまま

ではまずい」と真剣に考えました。そ

して、「どうしても全国大会に行く」と

目標を決め、練習に取り組み始めま

した。種目として選んだのは、その

年から始まった 5 種競技。当時ロー

マオリンピックの十種競技で銀メダ

ルを取り、「アジアの鉄人」といわれ

た台湾の楊伝広 (ようでんこう)選手

などを見ていて、「ひとつの競技で

は一流になれないけれど、5 種類の

競技を足した総合力で勝負すれば

いける。こういう競技こそ自分のコア

コンピタンスだ」と考え、本気で練習

を始めました。 

その結果、3 年の県大会で 2 位の

成績を収め関東大会に出場。会場

は宇都宮だったので、「交通費をど

うしよう」と悩みましたが、学校が全

額出してくれたので驚いた。それほ

ど何も知らなかったということです。5

種競技は始まったばかりだったので、

「6 位には入れるだろう。何としても

全国大会に行くぞ」という意気込み

で関東大会に乗り込んだわけです。

結果は 2 位。1 位は当時 110ｍＨの

高校記録保持者だった都立駒場高

校の真坂君。彼に次ぐ成績だった

ので、「全国でも入賞できるのでは」

と思いました。 

しかし全国大会では、2 日目の

110mH で転倒してしまい、入賞はで

きませんでした。これで私の高校で

の陸上競技生活は終わりました。 

次の目標は大学受験です。全国

大会に出場したとき、2,3 の大学の

陸上部からスカウトがありました。し

かし、生意気だった私は、「自分の

力で進学するから結構です」なんて

言っていたんですね。受験勉強は

全くしていなかったのですが、どうし

ても浪人するのはいやだったので

10 月、11 月、12 月、１月は体力に

物を言わせて猛烈に集中して勉強

しました。 おかげで中央大学に合

格。そして先輩たちがわれわれにし

てくれたように、２年間は後輩の練

習を見てあげようと思い、大学の陸

上部には入らず、月水金は多摩高

の練習に通っていました。せっかく

練習をしているので、日本選手権に

出ることを目標に置き、昭和 40 年

10 月、大学２年の時に多摩高陸上

部ＯＢとして十種競技で第４９回日

本選手権（国立競技場）に出場しま

した。13 位でしたが、出場という目

標は果たしたので、そこできっぱりと

陸上競技はやめました。 

 

全国大会への出場、大学受験、

全日本選手権への出場。すべて実

現できたのは、目標を決めたら自分

の実力を見極め、目標達成するた

めになすべきことを把握し努力する

ことを実行してきたせいです。夢は

あきらめなければ、必ず実現しま

す。 

 

早野浄己さん            

多摩高校卒業後、中央大学に進学。

東芝オフィスメイト株式会社代表取締

役を経て２００７年、サラリーマン生活

を終える。現在は、ご本人によると「退

職後も結構忙しくそして楽しく」毎日を

送っているそうです。 

鄭先輩がモデルになったと言われる多摩高前庭の彫像の前で。 

陸上部 現役ーOB の対抗戦での OB メンバー（昭和４１年） 



 

「高校時代を振り返って」 
【46 期 行場竹彦】早稲田大学 商学部 4 年 種目 長距離 顧問 深谷先生 

 

 よく大学生活は人生のモラトリアム

だと言われる。では、高校生活とは

人生においてどのような役割がある

のだろうか。私は高校時代とは先の

ことを考えずに一つのことに打ち込

める期間ではないかと思う。そして、

私にとって多摩高校の陸上部で過

ごした日々はまさにそうだった。 

私が陸上競技を始めたのは高校

からであり、高校時代の私にとって

多摩高校で得たものが自分自身に

とって陸上競技の全てであった。入

学当時、私は普通の県立高校で適

当に陸上をするつもりであったが、

その年に深谷先生が赴任されたこ

とによりその考え方は大きく変わっ

た。適当にするつもりであったのに、

2 年、3 年と学年が上がるにつれ陸

上が高校生活のほとんどを占めるよ

うになっていた。特に私にとって大

きかったのは 1 学年下に、中学時代

から活躍していた荻野、田川が入

学してきたことで

ある。私たちの

学年と違い、彼

らは多摩高校で

陸上競技をする

た めに 来て、 1

年生の時からす

でに上級生より

も速かった。私

も彼らの相手に

はならなかった

が、せめて彼ら

の 練 習 相 手 が

出来るぐらいに

は速くならないと折角入学してきて

くれたのに申し訳ないと考えて、以

前よりも真面目に陸上

競技に取り組むように

な っ た の を 覚 え て い

る。 

 高校時代に陸上競

技を通じて学んだもの

は沢山あるが、深谷先

生が最も大切だと話し

ていたのは礼儀と挨拶

である。この二つは私

が大学の部活に入っ

た際も最初に言われた

ことであり、どんな場面でも大切なこ

とだと感じている。しかし、私

にとってはそれらのことも大事

であるが、もっと役に立たない

ような事、例えば他校との合

同合宿の際に他

の高校よりも少し

でも早く起き、集

合することや(もっ

と寝ておいた方

が体は休まるだ

ろう)、駅伝前に

長距離部員全員坊主

頭にすること(長髪より

はいいと思う)などを真

面目にやっていたこと

の方が印象深い。それ

でも、当時はそれらが

すごく大事なことだと思ってやって

いた。高校時代に物事に打ち込む

ということは、それらのどうでもいいよ

うな事を大切だと信じて実行できる

ことだと思うし、それができるのは高

校時代だけであろう。私は大学でも

陸上を続けているが、大学になると

高校時代より陸上競技に対して冷

静に、理詰めで接するようになった

気がする。どちらがいいということは

ないが、高校時代の日々があった

からこそ今の私がいるのだろう。 

私にとって、多摩高校で陸上競

技に打ち込んでいた日々はとても

大切な思い出であり、辛いことがあ

った時に立ち向かうための原動力と

なっている。今の、そしてこれからの

後輩たちにも、高校時代しかできな

いことを全力で取り組み続けてもら

いたいと願っている。 
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渡辺監督の向かって左隣が行場君 



 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年度の主な大会が終了いたしました。結果報告をさせていただきます。 

多摩高等学校陸上競技部 顧問 深谷 昌昭 

 
今シーズンの結果送らせていた

だきます。今年のチームは 2 年生の

女子がいないため（マネージャー1

名）苦戦を強いられました。しかし、

その分男子がリレー・駅伝と頑張っ

てくれたと思います。全員の記録を

記することはできませんが、チーム

として戦うことはできた 1 年間だった

と思います。 

 

県高校総体 
男子の 400ｍＲ・1600ｍＲが頑張り

ました。 

まず400ｍＲ。地区予選の記録では

決勝は難しいと考えていましたが、体

調をピッタリと合わせることができ決勝

へ。決勝は 8 位に終わりましたが、

1600ｍＲへ向け、ムードを盛り上げる

には充分でした。昨年の新人戦で 7

位入賞の 1600ｍＲ。春先の記録会か

ら好調でした。飛び抜けたエースはい

ませんでしたが、全員が持てる力をフ

ルに発揮し関東大会の切符を手にい

れました。 

長距離のエース矢澤は、春先の故

障の影響で 70～80％の仕上がりでし

た。それでも 1500ｍ・5000ｍともに終

始先頭を引っ張るレースで順調な回

復ぶりを見せてくれました。 

2 年生の大城も確実な走りで関東

大会へ。来年へ向けて自信になる結

果でした。 

ここ数年、多摩を支えてきた女子リ

レーは大苦戦でした。2 年生の女子

部員がいない（マネージャー1 名）うえ

に 3 年生もぎりぎりの 4 名。入学したて

の 1 年生を起用しなくてはなりません

でした。それでもエース東を中心によ

く走り、関東大会は逃しましたが、6 年

連続で 400ｍＲ・1600ｍＲともに決勝

に進出することができました。 

東は初日の 400ｍで優勝すると、本

命の 400ｍH も圧勝。インターハイへ

向け好スタートを切ることができまし

た。 

男女の 400ｍＲ・1600ｍＲが県大会

の決勝に進出できたことは、チーム力

という意味では大きな成果だと思いま

す。 

関東大会 
インターハイへ向け僅かな望をか

けた 1600mＲでしたが、関東の舞台で

は経験不足に加えエース不在では戦

わせてもらえませんでした。 

矢澤は 1500m が 4 位に終わり、

5000m に向け気合が入りました。山梨

県の留学生のハイペースに日本人で

ただ一人喰らいつき 2000m 過ぎで離

されたものの、その強さを見せてくれ

ました。 

大城はまだ関東大会では力不足

でした。この経験を来年生かせると思

います。 

女子でただ一人出場の東は、矢澤

と同様にサブ種目の 400m は 4 位。

400mH は後半足が合わず、無念の 2

位。県大会が良かっただけに、少々

課題の残る結果となりました。 

 

インターハイ 
矢澤の1500mは5000mに向けての

刺激（足慣らし）のつもりで出場。他の

選手と接触があり自己ベストにわずか

に届きませんでしたが、いい感じで走

ることができました。 

5000m は予選を危なげなく通過。

決勝は「中途半端な走りはやめよう」と

送り出しました。予想通り留学生中心

のハイペースで進み、3000m までは 5

人の先頭集団にくらいつきました。そ

の後遅れ、4600m までは 6 位をキー

プしましたが、ラスト 130m で力つきま

した。しかし記録はインターハイにお

ける神奈川県最高記録。矢澤らしい

果敢なレースを見せてくれました。 

東は 400m を棄権し、400mH に賭

けました。予選から好調で、予選・準

決勝を全体でトップの記録で通過しま

した。決勝はライバル達が前半からハ

イペースでとばす中で自分のリズムを

少し崩し、最後に追い込みましたが僅

かに届きませんでした。優勝は逃しま

したが昨年の高跳びでの 5 位に続く

入賞、しかも他種目で。その能力の高

さを充分に発揮してくれました。 

県新人戦 
大城は 1 年次より少しずつ経験を

積み、矢澤の後継者として成長してき

ました。1500m は昨年の矢澤に続き

多摩高校としては 2 連覇。 

春の高校総体に続き男子マイルチ

ームが決勝に残ることができました。メ

ンバーの誰一人として個人では戦う

力はありませんが、多摩高らしく全員

の力で走ることができた結果に価値

があると思います。 

また決勝には進出できませんでし

たが、女子マイルチームもオール 1 年

生チームで決勝まであと 0．2 秒差の

9 位と、来シーズンに期待を持てる結

果でした。 

 

国体 
矢澤、東両名とも初出場です。

5000m はインターハイとは正反対の

超スローペースの展開でした。3000m

までは集団が崩れず、少しずつペー

スがあがり4000mから一気にペースア

ップ。矢澤は終始好位置をキープし

て走り、レースの変化にもしっかりと対

応しました。神奈川勢がインターハイ・

国体を通じて 5000m で入賞したのは

20 年ぶりくらいです。 

東はインターハイ以来のレースとな

り、レース勘が少々不足していました。

予選・準決勝と走ることで調子を上げ

ての決勝でしたが、本来の東の走りが

できませんでした。それでも確実に入

賞することができ、安定した力を示す

ことができました。 

 

県高校駅伝 
男子は昨年 4 位になり、今年は「都

大路へ」「藤沢翔陵と勝負しよう」と言

い続けた 1 年間でした。 

矢澤が大エースに成長、他のレギ

ュラークラスも力をつけましたが、何よ

りもレギュラー以外の選手がしっかりと

チームを支えてくれました。 

特に 3 年生が声を出し雰囲気を盛

り上げ、練習でも前を走りその役割を

しっかりと果たしてくれました。 

結果は藤沢翔陵の底力に完敗の 2

位に終わりましたが、各区間では持て

る力全てを発揮することができ、悔し

さの中にも満足感を得ることができま

した。 

神奈川県立多摩高等学校陸上競技部 



 

女子は長距離部員が 3 名（3 年生 1

名・1 年生 2 名）という苦しい状況で、

短距離の 1 年生 2 名の力を借りての

出場でした。 

県高校新人戦 1500m で決勝進出

の 2 名の 1 年生を 1、2 区に並べ、前

半どこまで行けるかを課題にしました。

エース区間の 1 区を 13 位ですべり出

し 2 区では 8 位まであがる事ができま

した。さすがにその後は順位を落とし 

ましたが、最後は 3 年生・山田が来年

へ向け襷をしっかりとゴールへ運んで

くれました。 

関東高校駅伝 
昨年の関東大会は、「出場しただ

け」でしたが、今年はこの１年間の成

長した姿を見せてくれました。 

１区矢澤が２９分３９秒で滑りだすと、

３，４区の長距離区間も粘った走りで

順位を大きく下げることなく後半区間

へ繋ぎ、好結果を得ることができまし

た。 

順位は、ほぼ狙い通りですが、記

録は予想を大きく上回りました。（多摩

記録を３分近く更新）高校生の力には

驚くばかりです。 

県大会後も３年生を中心に本当に

良くまとまって取り組んできた事は当

然ですが、わざわざ群馬まで応援に

来てくれた他の部員（受験を控えた３

年生も）、保護者の方々のご協力、

OB の皆様の応援があっての結果で

あると思います。 

来年は男女アベックでの関東駅伝

出場を狙いたいと思います。 

 

 

各大会の成績一覧 
男子 1500ｍ 2 位 3 分 58 秒 20 

矢澤 曜③ 
男子 5000ｍ 2 位 14 分 45 秒 61 

大城彬彦② 男子 800ｍ 5 位 1 分 58 秒 21 

上田③・笠松③・加藤③・森田③ 男子 4×100mＲ  8 位  

笠松③・加藤③・水野②・森田③ 男子 4×400mＲ 6 位 3 分 20 秒 19 

女子 400m 優勝 57 秒 54 
東 歩美③ 

女子 400mH    優勝 60 秒 77 

小長井 晶子③ 女子 400mH     8 位 68 秒 14 

江口①・東③・小長井③・川原③ 女子 4×100mＲ     7 位 50 秒 40 

県高校総体 

江口①・小長井③・川原③・東③ 女子 4×400mＲ     8 位 4 分 07 秒 76 

男子 1500ｍ  4 位 4 分 02 秒 40 
矢澤 曜③ 

男子 5000m       2 位 14 分 42 秒 96 

大城彬彦② 男子 800m 予選 1 分 58 秒 58 

森田③・加藤③・水野②・笠松③ 男子 4×400mＲ    予選 3 分 23 秒 33 

東 歩美③ 女子 400m    4 位 57 秒 87 

関東大会 

東 歩美③ 400mH    2 位 62 秒 34 

男子 1500ｍ 予選 3 分 56 秒 19 
矢澤 曜③   

男子 5000ｍ 決勝 13 位 14 分 28 秒 91 

女子 400m    棄権  
インターハイ 

東 歩美③ 
女子 400mH 決勝 3 位 61 秒 26 

男子 １５００m 優勝 ４分０４秒０２ 
大城彬彦②               

男子 ５０００m   ７位  １５分４３秒９４ 県新人戦 

島元①・水野②・生方①・鈴木②  男子 ４×４００mＲ    ８位  ３分２９秒４８ 

矢澤 曜③ 男子 ５０００m  ７位  １４分２２秒２７ 
国体 

東 歩美③                  女子 ４００mＨ   ６位 ６１秒１６ 

矢澤③大城②伊佐次②高橋②芳賀

①田中③櫛田②   
男子 

準優勝 
矢澤 １区区

間賞(多摩初） 

２時間１２分３６秒

（多摩高新） 県高校駅伝 

山内①小川①斉藤①江口①山田③ 女子 １６位 １時間２１分５２秒 

関東高校駅伝 
矢澤③大城②伊佐次②高橋②芳賀

①田中③櫛田② 
男子 １３位 

２時間０９分２５秒

（多摩高新） 

平成 19年度活動報告 



 

49 期の水橋千尋さんから県大会観戦レポートが、

49 期の川崎聡史さん、同じく坂本志央理さんから

県高校駅伝観戦期が寄せられましたので、ご紹

介します。 

【県高校総体観戦記】49 期 水橋千尋

50 期はチーム力の大切さを私

たち 49 期に教えてくれた。「陸上

は個人競技であるけれども 1 人で

走るのではなく多摩というチーム

で走りたい」と当時現役だった私

たちに訴えてくれたのも 50 期であ

った。その言葉は本当に心強いも

ので、試合では何度も助けられ、

自身を持って全力で走りきる原動

力であった。その思いを私は引退

してからも感じることができた。そ

れは彼らの県大会である。 

 私は男女共にマイルの関東出

場権をかけた大事なレースである

県大会最終日を観戦した。県大

会だからこそ味わうことのできる、

アウェイな空気が平塚に着いたと

同時に伝 わっ

てきた。それは

現役時代の興

奮を駆り立たせ

る県大会ならで

はのものであっ

た。 

女子のレース

が始まった。そ

れ と 同 時 に 私

はみんなの気

持ちで走

る姿に驚

いた。1 年前にはなかった何

十倍にもなった根性、それ

が力強い走りで本当にみん

なが大きく見えた。結果は 8

位、女子は惜しくも関東には

手が届かな

かった。 

男子のレー

スが始まった。

多摩の応援

は女子の時と同じ、

走る選手を前に運

ばせるような、力強

く信頼できる、これ

こそ選手と 1 つに

なった応援であっ

た。選手ではなく

て も 一

緒 に 練

習をともにしてきた短距

離の男子も涙しながら

一緒に走っているかの

ようであった。結果は 6

位。男子は念願の関東

を手に入れることがで

きた。短距離男子みん

なで喜ぶ姿は陸上だ

からこそ味わうことので

きる最高なものであった。 

女子が関東へ行くことができなか

ったのは悔しいことだ。しかし私は

本当に感動した。みんなの陸上に

かける強い思い、人の気持ちを動

かす走り、そしてチームの団結力

に。これだけ 1 つのことに熱中して

取り組むことは決して容易ではな

い。たくさんのつらい経験をみん

なで乗り越えてきたからこそ、あの

悔し涙・嬉し涙、両方を私は見るこ

とができたのだろう。 

改めて陸上のすばらしさを多摩

のみんなはあの大きな走り、あの

熱い応援で伝えてくれた。私はい

つまでもそんな熱い多摩高陸上

部で在り続けてほしいと思う。 
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【県高校駅伝観戦記 男子】49 期 川崎 

 11 月 4 日、11 時 30 分に 69 校の

選手が一斉に走り始めた。今年の

ゼッケン番号は 4―去年の目標なら

この順位で果たすことができた。が、

今年はそうはいかない。「都大路を

走る」これが今年の、多摩高校の目

標だからだ。今年も、去年と同じレ

ースプランだ。「序盤で貯金を作っ

て逃げ切る」これは部内で 1，2 番の

矢澤と大城を最初に置くからこそで

きる作戦だと思う。それに加えて、去

年走ったメンバーがほぼそのまま残

っている。今年は本当

に京都に行けるかもし

れないと期待を抱い

た。 

3 度目の 1 区を走る

矢澤は、名実共にエー

スである。去年の関東

大会出場も、矢澤がい

たからと言っても過言

ではない。自分が貯金

を作らなければ勝ち目

はない―様々なプレッ

シャーがある中、それを撥ね除け多

摩高校初の区間賞で大城に繋いだ。

しかしここでの 2 位との差は 13 秒。

やや苦しい展開だ、そう思っていた

らその予感は当たってしまった。 

2 区で抜かれた。決してタイムが

悪かったわけではない。ただ相手の

方が勝っていたのだ。そのあとの区

間でも徐々に差を広げられ、最終

的には 2 分以上の差をつけられた。

地力の差を見せつけられた形にな

ってしまったが、それでも多摩高校

歴代最高順位だ。今まで夢のまた

夢のような「優勝」にあと一歩のとこ

ろまでたどり着いたのだ。この 1 年、

本当によく戦ってくれたと心から思

う。 

 それから、男子長距離を支えた、

キャプテンの渡部、伊藤、そして今

日走ることのできなかった 3 年全員

にお疲れと言いたい。男子長距離

24 人を誰一人欠けることなく今まで

こられたのは彼らのお陰なのだから。

【県高校駅伝観戦記 女子】49 期 坂本志央理 

 晴れ渡った空の下、確かに 1 年前

はそこを駆け抜けた私たち。丹沢の

地に訪れると、一瞬であの頃に引き

戻されるような不思議な感覚を覚え

ました。 

 今年の女子メンバーは、5 人中 4

人が 1 年生の若いチーム。そして、

その内の 2 人が短距離からの助っ

人という例年に比べ、厳しい状況の

チームでした。 

 唯一の 3 年生、山田。私が卒業す

る頃、3 年生が山田 1 人になるという

ことに、強い不安がありました。あと

のメンバーは何も分からない 1

年生。気持ちの面で温度差が

生じ、山田が苦しむのではな

いか、不安は募る一方でした。

しかし、私が卒業してからの 1

年間で彼女は見違えるような

成長を遂げていました。あんな

にも弱々しく、すぐに折れてし

まいそうだった彼女は、1 年生

から信頼され、そして慕われ、

強い絆を感じさせるチームを率いて

いました。山田の想いをしっかりと受

け止め、それに真剣に応えてつい

てきた 1 年生の気持ちを想うだけで

胸がいっぱいになります。さらに、走

りの面でも厳しいチーム状況であり

ながら、かなりの出来の成績を残し

てくれたと思います。最長区間、1

区を任せられた 1 年の山内は苦手

な坂を懸命に走り切り、続く 2 区の

小川は白鵬、秦野の強豪チームに

劣らない、区間3位の快走を見せつ

けてくれました。3 区、4 区を走ってく

れたのは短距離からの助っ人、斉

藤と江口。コースの下見 

 なしでの本番に関わらず、しっかり

と襷をつないでくれました。そして、

5 区の山田。試走の段階で 1 度も出

すことができなかった 19 分台を本

番で叩き出し、最高のラストで締め

括りました。私は何よりも走り終えた

後の彼女たちが、曇り一つない笑

顔を見せてくれたことに最高の喜び

を感じています。その笑顔は晴れ渡

った丹沢の空のように爽快で、見て

いてとても気持ちがいいものでし

た。 
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OB会からのお知らせ 
 

多摩高等学校陸上競技部OB 会では、OB の皆

様の親睦を図り、現役部員の活躍の後押しができるよ

う、様々な活動を行ってゆく予定です。また皆様から

の御意見、御要望、御提案なども募集したいと考えて

おります。皆様の活発な御協力を期待しております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【本年度ＯＢ会の主な活動報告】 
• ２月 役員会（総会準備会） 
• ２月 第１３回ＯＢ会総会 
• ４月 役員会 
• ４月 ホームページ改装 
• ６月 橋本幹事が父母会出席 OB 会 

活動状況報告 関東大会支援 
• ７月 インターハイ、夏合宿支援 
• １０月 役員会 
• １１月 関東高校駅伝支援 
• １２月 役員会 
• １月 会報誌「WindSprint 第５号」発行 

  
 

 

【メールネットワーク構築についてのお願い】 
ＯＢ会では相互の連絡をスムーズに行うため、メール

ネットワークを構築中です。是非皆さんのメールアドレス

を御登録ください。個人情報の管理は当然ながらしっか

り行っていきます。登録は御自分の期の幹事又は副会

長田川さんまでご連絡お願いいたします。 

田川さんのメールアドレス stgw@kf7.so-net.ne.jp 
 

【お願い事項】 
転居等での住所、電話番号、メールアドレスの変更が

あった場合は、ご自分の該当する期の幹事または副会 

長田川さんまでご連絡お願いいたします。 

田川さんのメールアドレス stgw@kf7.so-net.ne.jp 

 

【総会のご案内】
2008 年２月 16 日(土)18 時より エポック中原で、総会・

懇親会を開催する予定です 

別添の案内状に詳細を記載していますので、奮ってご

参加を願いします。詳細は、別途ご案内致します。 

 

 
編集後記 
100 年に一度のチャンス･･･。昨年の OB 会総会の締めの挨拶を仰せつかった際、何とも大袈裟な、そして失

礼な表現をしてしまいました。一昨年、県高校駅伝で男子が１，２年生のみで４位入賞。翌年は全国高校駅

伝都大路出場のチャンス。このようなチャンスは過去多摩高陸上部の歴史５０年で一度も無かったし、今後

50 年も無いのではないか、そんな気持ちから出た「100 年に一度のチャンス」という言葉でした。昨年、県高

校駅伝男子は堂々２位。深谷先生の言葉を借りれば、「力を出し切っての２位」という事ですから、部員全員

悔いはないでしょう･･･。でも悔いが残る、これが勝負の世界です。駅伝の報告を頂いた深谷先生のメールに

は「また来年以降夢を追い続けます。」と書かれていました。全国大会出場はいつの時代も部員みんなの

夢。その夢に最初にとどいた多摩高陸上部員、６期早野さんのインタビューを今回は掲載させて頂いていま

す。我々OB が後輩たちのこの夢を陰ながら支え続けて行こうではありませんか。 

【Ｗｉｎｄ Ｓｐｒｉｎｔ 編集スタッフ】 

木原真一郎（16～20期幹事第19期 sapiko@ｍsj.biglobe.ne.jp） 

新井明人 （19期 RXN04757@nifty.coｍ） 


