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●年頭のあいさつ〜災い転じて福としたい､このl年〜
●国立競技場ロゴタイプ決定H
●スポーツ基本法の施行について
●ラグビ‑ワールドカップ201 1視察報告
●第8匡】スポーツターフ維持管理研修会報告
●国立競技場ファンランDAY 201 1 ‑走食体感〜

The road to LONDON!

●｢スポーツ崇り201 1｣開催される
●2012年ロンドンオリンピック通信

●国立スポーツ科学センター設立1 0周年式典を開催しました

厳冬期の剣岳山頂より北アルプスの眺望

は察するに余‑あるものとなってし

なり､選手'ファンの皆様の気持ち

などビッグゲームが相次いで中止と

木競技場でのフィギュア世界選手権 に予定していた国際サッカー'代々 響や主催団体の判断により'3月末 傷'余震､計画停電､原発などの影

した｡

で'輸出企業は大きな打撃を受けま

タイの洪水による工場等の機能マヒ 高が進み､追い打ちをかけるように

除染対策については先が見えません｡

目につ‑ようになりましたが'原発､

安定の道が開け'明るい話題も多‑

り'産業や市民生活は徐々に復興･

災地の方々の粘り強い御努力によ

日本大震災については､その後'被 厳しい年となってしまいました｡東

ます｡

昨年は､あいにく災害の多い暗‑

経済面でも歴史始まって以来の円

国立競技場においても､施設の損

新年あけましておめでとうござい

国立競技場長
大和
ツ立国の実現を目指し'国家戦略と

スポーツの基本理念を定め､スポー 人々の権利‑｣と詣い'本則には､ かな生活を営むことは'すべての ある｡‑スポーツを通じて幸福で豊 ポーツは'世界共通の人類の文化で 月に施行されました｡前文に､｢ス

開催されました｡

ンなど多‑のランニングイベントが

してトラックや回廊を走るナイトラ

まり'国立競技場においても夜を徹 性を中心にランニング熱がさらに高 海に拡大し'若い世代においては女

功議員連盟は'昨年2月の総会にお ワールドカップ2019日本大会成

といわれていますo l方で'ラグビー

の競技会を開催するには困難が伴う

ビスヤードの不足等で超国際レベル ティ､メディア対応機能'利用者サー かし'利用団体からは､ホスピタリ

アなど､引き続き女子選手の活躍が

るような明るい年にしたいと思いま

つある段階で事なきを得ました｡し 緊急の安全対策工事がほぼ終了しっ

下に予算措置を受けて実施していた 震災が発生した時は､国の御理解の 進んでいます｡幸い､あの東日本大

期待されます｡ てるスポーツの原動力となることが ポーツ振興のお役に立ち､未来を育 その助成は'引き続き我が国のス

待し'昨年の災いを転じて福となせ 下に'新しい第一歩となるように期 国のスポーツ界において､｢新法｣ の
いずれにしても'この一年が我が

気にして‑れました｡また､柔道､

重苦しい空気が漂っていた日本を元

｢あきらめない日本｣の象徴であり､

備でしょう｡ がけなければならないのは'その整

かわらず目標を達成した模様です｡ の販売は､震災や経済の不調にもか

が､その中で国立競技場が喫緊に手 敬‑組むべき課題は山積しています

に入れたことにもな‑ます｡ 務を履行するためのよりどころを手

負ったことにな‑ますが'反面､義

ツ権｣ の設定により大きな義務を

ます｡かたずを飲んでの観戦となり

すことができるか､正念場ともなり

なる国民の夢と感動を呼ぶ結果を残 京五輪招致｣ の決定に向けて弾みと

ます｡

とを'紙面を借‑てお詫び申し上げ 用者の皆様にご迷惑をおかけしたこ

再開までには多‑の課題があ‑'利

まいました｡その後も本格的な事業

たいと思います｡

定の｢スポーツ基本計画｣に期待し ては'今年度末までに策定される予 ので､その具体的な取‑組みについ

は'スポーツ界が待ち望んでいたも

ができれば幸いだと思います｡ 備充実として理解していただ‑こと

きる環境は類がな‑'社会資本の整 いずれも徒歩10分以内でアクセスで 心にあ‑1R2駅'地下鉄2駅から

一方で'スポーツ界においては'明

いる私共としては'国民の ｢スポー

この｢新法｣に基づき､本法人が

ましょ､つ｡

おかげさまで､10‑0t BIG

るい話題がた‑さんあった年でした｡

子サッカーワールドカップ優勝は
何といっても､｢なでしこ｣ の女

建設から53年が経過し'老朽化が

す｡

レスリング'バレーボール'フィギュ

中高年者のスポーツ活動は'山や

また､｢スポーツ基本法｣が､8

いて｢8万人規模のスタジアム｣を

目立った年であ‑ました｡

一光

ポーツの指針を示したこの｢新法｣

し､未来に向かっての我が国のス

しています｡50年間のゆがみを修正 的かつ計画的に推進することを明記 して'スポーツに関する施策を総合

特に'スポーツ振興を生業として

月のIOC総会での ｢2020年東 界の集大成であると同時に'来年9

ドン五輪は､4年間の競技スポーツ

です｡7月27日から開催されるロン
さて､今年は待ちに待った五輪年

いては極めて重要な要素であり'都 ある国際競技大会の招致･開催にお

ます｡

東京五輪招致に向けでの期待があ‑

決議しており､さらに､2020年

国立競技場の整備は､｢新法｣ に
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す｡

ゴタイプを活用･展開してまいりま

コミュニケーションの場で'このロ

アピールする手段として'あらゆる

を含め'幅広く'国立競技場を周知･

ようなイメージを伝えます｡

表現しています｡ い文化的な発展を遂げて行‑様子を

けた､希望のある､力が湧いて‑る

る肉体的な部分での進化と'人が集

です｡これは､スポーツ競技におけ

けを告げる､人々が見上げる御来光 であり､また'新たなる時代の幕開

向けて発せられるエネルギーの閃光 たラインは'国立競技場から未来へ

｢赤｣をレイアウトしています｡

ジャパンを強調するワンポイントの 文については'国際舞台に向けた

また'国際的な運用が見込まれる欧 情熱･エネルギーを表現しています｡ 競技における挑戦と'それにかける

ピック会場であったことやスポーツ

ド｣を採用し'国立競技場がオリン

で､お知らせします｡

場のロゴタイプを決定しましたの

ンターは､管理･運営する国立競技

ロゴタイプは'カラーに｢ゴール

シャープでエネルギッシュに射し

現在を軸足にして未来に視点を向

今後は国内のみならず海外の方々

独立行政法人日本スポーツ振興セ

●和文

国正競技苛易
●欧文

RRTl●rlRLちTR【Hun

国正競技苛易
fiFm●rlRLちTFIE)lum

設立間もない昭和34年には国立競技場マークが作られた

的としています｡

りです｡

民生活の形成等に寄与することを目

心身の健全な発達､明る‑豊かな国 総合的かつ計画的に推進し'国民の

とにより'スポーツに関する施策を

る施策の基本となる事項を定めるこ

かにすると もに'スポーツに関す 責務･スポーツ団体の努力等を明ら

本理念を定め'国や地方公共団体の

スポーツ基本法の概要は次のとお

たしていかなければなりません｡

計画｣を踏まえ'主体的な役割を果 備が進められている｢スポーツ基本

ました｡

され､平成23年8月24日に施行され 78号) は､平成23年6月24日に公布

スポーツ基本法(平成23年法律第

この法律は'スポーツに関Lt基

した｢スポーツ立国戦略｣と現在準

割を担うことが求められています｡

平成2 年8月に文部科学省が策定

に向けて､これまで以上に重要な役 のスポーツ基本法の目指す姿の実現

◆NA SHの果たす役割
日本スポーツ振興センターは'こ

な施策について示されています｡

時代のスポーツの推進に向けた様々

ポーツ推進委貝の設置など'新たな

法｣が成立したのです｡

第5章 国の補助等

第4章 スポーツの推進に係る体 第3章 基本的施策

めぐる状況は大きく変化しています｡

国際交流の活発化など､スポーツを

れまでの体育指導委員に代わるス 進や'スポーツ基本計画の策定'こ
第2章 スポーツ基本計画等

第1章 総則

におけるスポーツクラブの成長やプ

う目的が多様化すると もに'地域 は広く国民に浸透し､スポーツを行

大きく貢献してきました｡ 興法は'我が国のスポーツの発展に

昭和36年に制定されたスポーツ振

制定から50年が経過し'スポーツ

2.総則ほか

成になっています｡

スポーツ関係者の連携と協働の推

ロスポーツの発展､スポーツによる

こうした状況を踏まえ､スポーツ

制の整備
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て'議員立法により｢スポーツ基本 の推進のための基本的な法律とし

◆｢スポーツ基本法｣の概要

前文に続‑本則は'次のような構

役割の重要性が示されています｡ ツの価値や意義'スポーツの果たす 葉から始まります｡前文では､スポー

文化である｣
スポーツ基本法の前文は'この言

｢スポーツは､世界共通の人類の

◆｢スポーツ基本法｣成立

1.前文

メインスタンドからグラウンド全体の眺め

大会後の施設運営を考えた対策と言 設スタンド〟といった印象ですが､

シュシートによる設えで'まさに〝仮

よい状態を保っています｡ 負担が心配されましたが'遠目には

したものです｡単管パイプとメッ

毎週末使用されてきた め､芝への

ヤーと同じ目線です｡9月上旬から

アムだけあり､下段はほぼプレー

がありません｡ラグビー専用スタジ 屋根がか ‑'仮設スタンドは屋根

右下の写真は仮設スタンドを撮影

様と直接触れる部分であり'スタジ ます｡この空間は'(選ばれた)お客 収容可能なレストランが4か所現れ

を語るエントランスを通ると'加入

が求められています｡RWcの歴史

まれ変わ‑ました｡ 含めた6万人収容のスタジアムに生 改修を行い､仮設スタンド1万席を

躯体から薄膜構造の外壁を持ち出す

た‑'その構造体を一部残し､既存

と な‑ました｡RWcの開催に当

メイン･バックスタンドの上部に

して『ホスピタリティ(おもてなし)』 興行的に成功しており'以前にも増

リオン内部です｡近年のRWcでは

チすることができます｡

は大型バスから直接控室にアプロー

車で回れるようになってお‑､選手 す｡また'スタジアム‑階は全周を

を経て'今大会で再び使用されるこ

に視察内容を紹介いたします｡ バークスタジアムについて写真と共 中心に'メイン会場であるイ‑デン

回RWcの会場であ‑'24年の歳月
イ‑デンバークは1987年第1

され'延べ4万人が登録されていま

れた入退出管理システムにより発行

るIDはRWc運営のために開発さ

なお､見学参加者が首から提げてい

が座る固定席も設けられています｡

ん｡本稿では､施設･ 備の機能を

ウハウを活かさなければなりませ Wc日本大会に向けて'本大会のノ

2019年に開催が決定しているR

閉じました｡一方､日本としては

ジーランドの24年ぶりの優勝で幕を

ナメントが行われ'開催国ニュー

｢RWc｣という｡)201 決勝トー

で'ラグビーワールドカップ (以下

去る201 年10月8日〜23日ま

えます｡身障者席の間には､介添者

次ページの写真は'敷地内のパビ

仮設スタンド
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その上階には国立競技場でいうとこ 全体に及ぶVIPラウンジがあ‑､ の他に'メインスタンドにはフロア

と協同で計画したとのことです｡こ

ジーランド国内の著名なデザイナー

アム各所サインなどと共に'ニュー

できるようになっています｡屋根に

意されています｡

スポンサーのための部屋が約80室用

ろの｢スカイラウンジ｣ のような'

は'ガラスパーテ‑ションを全開に

メインカメラが設置された撮影室

雰囲気のあるパビリオン内部

撮影室の様子

りません｡

技場を考えてい‑程にしなければな 技場であることを願って､新しい競 客が日本に来る'その現場が国立競 あのRWcの熱気と､世界中から観 なければならないと考えています｡

まえて引き続き考察し'準備を進め

るものについて､本大会の視察を踏

必要にな‑ます｡ 対応ではな‑､国や自治体の協力も

2019年日本大会に期待されてい

大会運営･施設整備等において'

利用者で溢れかえるスポンサー特設ブース
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た日本では'単にスタジアムだけの

であるでしょう｡国土が狭く密集し

のようなエリアは日本大会でも必須 たホスピタリティ施設が点在Lt そ

います｡

フロントの'〝ファンゾーン″といっ

など'利用者の満足度を向上させて

れ､試合前にイベントが開催される

スタジアム以外でも'オーシャン

広々とした記者会見場

いた平面計画が求められます｡

ポンサー特設ブースが数多‑設置さ
また'スタジアムの外周には'ス

スタジアムの設計段階から念頭に置 オ･中継ブース) や設備について､

と､放送施設 (スタジアム内スタジ

ゲームのメインスタジアムになる

す｡

このようにt RWcほどのビッグ

隣接して'記者会見場も備えていま

影できます｡各国のメディア控室に

ることにより'迫力のある映像を撮 れ､カメラを自在にコントロールす

はカメラ用クレーンが4基設置さ

を挙げていただき議論が展開されま

各スタジアムで試行錯誤している点 その年にあった芝生を育てるなど'

う､実験的に様々な草種を育成し､ 年変わる気候の変化に対応できるよ

が激しい中での管理をしており､毎 まで気温が下がるような'寒暖の差

ました｡

に工夫して得た情報の交換が行われ 生期間の設定など'問題解決のため

き､環境に合わせた草種の選定や養 維持管理方法の事例を挙げていただ ます｡そこで､各スタジアムの芝生

夏は35度を超え'冬は氷点下14度

に､機械を増やし､また性能を充実 の中でも'人数を増やせない代わ‑

ける課題が多く挙げられました｡そ 行っているなど､各スタジアムにお

イトなスケジュールの中で管理を

29名の参加を得て行われました｡ ことを目的とし､今年度は14施設､ フ管理者の育成及び資質向上を図る スタジアムを対象に､スポーツター 査研究事業の一環として関東近県の

ッカーや陸上のみならず'野球場や

て芝生管理に携わっている方で'サ

について意見交換を行いました｡

参加施設の多‑は指定管理者とし

参加者の中には'年間の試合数が

における問題点｣

開催における､各スタジアムの課題

10月の開催とな‑ました｡ 年度は3月の東日本大震災の関係で いた6月頃に開催していますが'今 た｡例年､芝生の更新作業が落ち着 西が丘サッカー場にて開催しまし

ター(以下｢1IS｣という｡)･

理研修会を'国立スポーツ科学セン 23年度第8回スポーツターフ維持管

国立競技場では10月25日に'平成

この研修会は'スポーツターフ調

各県の環境や利用状況の違いによ

が一番の課題となっているようです｡ ているため'芝生の管理時間の調整 多目的広場など複数の会場を管理し

多い時で3‑0試合を超える'非常にタ

｢芝生維持管理に関する問題点｣ 【テーマ‑】

り､芝生の 育状況は大き‑異な‑

｢スポーツ競技及びイベント利用 【テーマⅡ】

した｡

サッカー･ラグビー･陸上競技会

ディスカッションの様子

ができました｡

となったとの意見を聞‑こと

者からはとても有意義な時間

る良いきっかけとなり'参加 管理状況や運営方法などを知

こともあり､各スタジアムの

ヒントや解決策が見えて‑る

ることで､維持管理に関する

などを各スタジアムで共有す

た｡

日頃抱えている課題や問題

スカッション形式で行いまし 参加者の要望が多かったディ

できました｡

今回の研修会は､以前から

なったとの意見を聞‑ことが 施設とあって､良い刺激と

ました｡普段立入ることの出来ない

ボート･カヌー実験場などを見学し

クロナイズドスイミングプールや

ました｡
その後､lIS へ移動Lt シン

の状態を熱心に確認する姿が見られ 会利用で傷んでいる箇所など､芝生

場の施設見学を行いました｡
サッカー場のグラウンドでは'大

【施設見学】

となったーIS ･西が丘サッカー

ました｡

も挙げられ､活発な議論が展開され 努力をするなど､スタジアムの事例 化することで'管理時間を短縮する

ディスカッション終了後は､会場

いと思います｡

ムの情報交換の場となるよう努めた
今後も研修会を通し'各スタジア

芝生の状態を確認する参加者

屋上から施設全体の説明を受ける
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国立故技場

フアユ′ラム･ DAY2011
‑ii‑1%体感〜

The road to LSNDON.I

ノTjフノDAy
The road to L碁NDONl

コンコース〜神宮外苑外周の3kmの

国立競技場トラック〜国立競技場

ありました｡

◆ランニングプログラム

ました｡

多‑のゲストの方にお越しいただき

学男子駅伝部監督の櫛部静二さんら 村邦洋さん､森下千里さん'城西大 TAROさんが務め'タレントの松

らさん､ラジオ等で活躍中のDI

イベント進行は落語家の立川志ら

のヨーロピアンカレー｣等の出店が ちょっと賛沢なカレー｣･｢石田純一 芸能人カレー部から｢森下千里の

タイトルにちなんだイギリス料理'

めになるパスタやスープ､イベント

初の試みとして､ランニングのた

また､ゲストによるランニングに

◆ランフードスタジアム

ムを実施しました｡

の豪華賞品も用意されました｡

◆豪華ゲスト

ループに分け'クリニックプログラ

ンの参加権(ペア往復航空券付き) 年の4月に行われるロンドンマラソ

しました｡

フードスタジアム｣も合わせて開催 んでいただくためのイベント ｢ラン

けていただくことに加え'食も楽し

に付け'楽し‑長‑ランニングを続

また'参加者の中から2名様に今

ペシャルプログラム｣ の4つのグ

に‑･｣走るため･｢女性限定美脚ス

ため･｢長く‑｣走るため･｢健康的

参加者の皆さんを｢速‑ ｣走る

◆クリニックプログラム

ニングの正しい知識やフォームを身
3回目の開催となる今回は'ラン

しました｡

を配置し'1時間ランニングを実施 分/k･7分/血のペースメーカー

◆イベントの概要

した｡

開催され'大盛況のうちに終了しま

城西大学男子駅伝部等の協力のもと

周回コースを設定し'5分/km･6

ランニングプログラム風景

お願いいたします｡

たいと思います｡今後ともよろし‑

ら､スタッフ一同日々の業務に臨み

として何ができるのかを考えなが できました｡これからも国立競技場 て､無事にイベントを終えることが ただいた皆様のおかげを持ちまし

ご参加いただいた皆様'ご協力い

◆終わりに

りました｡

のトークショーも行われ'盛り上が

レース前の食事メニュー等について 伝部監督の櫛部静二さんらによる

まつわるトークや'城西大学男子駅

ランフードスタジアムトークショー
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ヴァージンアトランティック航空' 刊スポーツ新聞社との共催及び

〜TheroadtoLOND !A が､日

場ファンランDAY20Ll〜走食体感 催のランニングイベント『国立競技
1 月3日 (木祝) に国立競技場主

間オリジナル準備体操で､しっ

ング体育館指導員による10分

式も行われました｡ 発｢ポスター｣｢標語｣ の表彰

ばれた子供たちの体力向上啓

ることの大切さがわかった｣など子

ら'｢体のためにバランスよく食べ

食体験｣では'選手と触れ合いなが ない食堂です｡｢親子でアスリート

火されました｡

の〝気合い投入〟によ‑無事点

りましたが'アニマル浜口さん

レストランは'普段入ることのでき

ました｡

火｣ の点火が行われました｡

ない'というアクシデントもあ

また､開会式では全国から選

その後はt I S トレーニ

手親子による｢スポーツ祭‑の

アニマル浜口さん･浜口京子選

ピアンによる主催団体旗の入場'

う力強い開会宣言から'オリン

十二分に味わってほしい｡｣とい

てスポーツの楽しさや喜びを

臣政務官の｢選手と一緒になっ

崇(きい･たかし) 文部科学大

トーチの火がなかなかつか

て'家族で楽しそうに参加されてい

目をキラキラさせながら真剣にそし

よる丁寧な説明や指導に子供たちは

ツ教室が開かれ'一流アスリートに

企画のひとつとして開放した7階

和となりました｡

れ'天候が回復Lt スポーツ日

したが'開催時間が近づくにつ

前日の雨で天候が心配されま

れました｡

いて10月10日 (月祝) に開催さ

スポーツの森公園競技場にお

ングセンター(NTC) と赤羽

び味の素ナショナルトレーニ

ツ科学センター(I S ) 及

祭り201 ｣が'国立スポー

の日』 中央記念行事｢スポーツ

西が丘サッカー場では､城井

あいジョギング｣が行われました｡

人が周辺道路約1･8キロを走る｢ふれ 上トレーニング場では約2ー0

れあい大運動会｣が行われ､また陸

どのゲームによる｢オリンピアンふ

ころがし､台風の目､シツポ取りな

ピアンと一緒に5班に分かれ'大玉

午後は'各競技団体主催のスポー

のイベントに参加されました｡

恒例行事となっている 『体育

か‑体をほぐし､それぞれ午前の部

サッカー場では､約州人がオリン

チームワークは最高!

いただきました｡

い'感激した｡｣といったお手紙を

見た｡｣｢アスリートに指導してもら

ぶ‑に子供たちの屈託のない笑顔を

ツ少年団の保護者の方からも｢久し

当日の各種イベントに多くの方が

ン･Lに参加していただきました｡

を通じた復興支援を目的に各種イベ

後日'福島から参加されたスポー

ポーツ少年団を招待して'スポーツ

屋外活動を制限されている地域ス

ツアー｣は､福島原発事故の影響で'

を行い'｢福島キッズスポーツ祭り

展'オリンピアンチャリティー活動

いの広場での東北物産展､復興写真

｢復興支援ストリート｣ では'憩

ツ祭りツアー｣を企画しました｡

ストリート｣と｢福島キッズスポー

年のイベントのほかに'｢復興支援

された方々に何かできないかと'例

供たちからの意見をいただきました｡

また､今回は東日本大震災で被災

筑井利江選手(ホッケー) ･鈴木寛選手(ボブスレー)
との楽しい食事
ます｡

いた関係団体の皆様に御礼申し上げ

生えとなることを願っています｡

最後になりますが'ご協力いただ

ふれあいが明日のアスリートへの芽

す｡また'今日のオリンピアンとの

ら一日を過ごされたこと 思いま

に親しみ'心地よい疲れを感じなが

なく､無事に終了できました｡
さまざまな世代の方々がスポーツ

ントもあ‑ましたが'大きな事故も

が気分を悪くされるなどのアクシデ

れたことや'頑張りすぎたお父さん

た着ぐるみの中の方が転んで怪我さ

人を上回ることができました｡

09 人とな‑'目標の10. 0

参加され'稔入場者数は延べ13

復興支援ストリートで､大活躍し

｢福島キッズスポーツ祭りツアー｣ 5台のバスで参加
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妻牽ド這F,=Il
とで'ロンドンの交通網への負担軽

ルが設置されます｡ 巡り､周回を終えt TheMaltにゴー スタートし'ロンドン市内の名所を

と､コースをサーキット型にするこ

ガー広場を結ぶ道路‥づheMaEを

ロンドン五輪組織委貞会による

に決定しました｡

集まるロンドン中心地の周回コース

的には､観光と政治の名所が数多‑

たコースが検討されましたが'最終

ドンにあるメイン会場をゴールとし

2.マラソン競技

曲折がありました｡当初は'東ロン

されています｡

ンの名所を巡るようにコースが工夫 れます｡それらの競技では'ロンド

ソンを始めとした長距離競技も行わ

マラソンコースの決定までに貯余

バッキンガム宮殿とトラファル

1.はじめに
ロンドンオリンピックでは'マラ

The Mall
(マラソン競技のスタートとコール地点)

ロン競技は'スイム‥ー･ 5血､バイク

積はー･4姐で日比谷公園の約9倍です｡ の王立公園の中で最も広く'その面

ドパークで行われます｡トライアス

して知られるハイドパーク｡ロンドン

トライアスロン競技は'このハイ

3.トライアスロン競技

応援しましょう｡

を楓爽と走る日本人ランナーを是非 が連なるロンドンの美しい景色の中

ジなどロンドンのシンボル的建造物

に放映される予定です｡

セントポール大聖堂､タワーブリッ

ロンドンにある都市型巨大公園と

マラソンは日本のゴールデンタイム

日本選手のメダルが期待できる女子

配慮し､このコースとしたようです｡

80名の走りを数多‑見られるように 減と'観戦客が世界のトップランナー

バッキンガム宮殿､ビックベン'

ロンドンのシンボル:ビッグベン

たのち'ロンドン中心地を目指します｡ す｡その後､周回コースを走‑終え

す｡開会式直後の週末に行われる(今

あるハンプトンコートの前を通りま

男子が2‑0km'女子が1‑0血を競いま

西に進路を取‑､英国有数の宮殿で ゴールになります｡ロンドンから南

ン競技同様にTheMaEがスタートと

4.自転車 (ロード) 競技

自転車(ロード) 競技も'マラソ

1位の選手を擁Lt人気も絶大です｡ 男女で今シーズンの世界ランキング

しゴールです｡

サーペンタイン湖の回りを走り3周

を周回するコースを7周し､最後は

ハイドパーク内とバッキンガム宮殿

ます｡その後､バイク (自転車) で

サーペンタイン湖でスイムが行われ れ'ハイドパークの中央部にある

(自転車)‥4 I 3血'ラン‥10血で争わ

トライアスロン強国である英国は

トライアスロンの様子
(201 0トライアスロン世界選手権/ロンドン)

様子を眺めることができます｡ ペースが設けられ'刻々と変化する

見込まれています｡ 設され'何万人もの観光客の利用が

トの一部には､五輪パークの展覧ス
ショッピングセンター内のデパー

ン会場や競泳会場等への通‑道に建

るストラトフォード駅から五輪メイ

てはヨーロッパ最大で'最寄駅であ

フォードシティがオープンしました｡

都市型ショッピングセンターとし

ウエストフィールド･ストラト

5.トピック

大型ショッピングセンターとして､

昨年9月13日､五輪パークの隣に
ングセンターオープン 五輪パークに隣接するショッピ

ショッピングセンターの入口

9 National Stadium

しょ､つ｡

ピック序盤を大きく盛‑上げるで

に女子が開催) この競技は'オリン

年7月28日(土)に男子､29日(日)

I‑Jルlij

莱‑数

i

･ハ

岳野馳簡廉唱独立した研究機関の設置｣が
総合体育研究研修センター(仮称) たのを受け'同年'文部省に｢国立 ツ研究センターの設置｣が提言され 興に関する懇談会｣で｢国立のスポー
では'当初は1980年に､旧

地とすること なっていまし

はが高まりました｡設置場所に Ⅶセンターの早期完成を要望す

しれたことを受け'スポーツ界 {仮称)｣設置計画推進の提言

Aにて｢国立スポーツ科学セン

レた｡翌198 年､保健体育

輩設立以前

答申において' 振興に関する基本方策について｣ の

提言されたことにはじまります｡

軌987年臨時教育審議会第三次

審議会の ｢体育･スポーツの普及 文部省(現‥文部科学省)保健体

鶴;

の私的諮問機関｢スポーツの振 の設置｣､198 年内閣総理 で ｢国立のスポーツ医･科学研

T備調査協力者会議｣が設置さ

開所に至るまでの道の‑は粁 るーIS は'設置が決定し

育大学跡地 (渋谷区西原)を

は'1IS 関係者のみならず'あ

る史上最多のメダルを獲得したこと

は'金16㌧ 銀9㌧ 銅12の計37個とな

20 4年のアテネオリンピックで

ンピックを経験しました｡特に'

(201 ) の3度'計5度のオリ

ノ (20 6)'バ ンクーバー

ルトレイクシティ (20 2)'トリ

(20 8)を2度'冬季開催はソ

開催はアテネ(20 4)'北京

で'オリンピックについては'夏季

20 1年2月に竣工しました｡

201年0月開所から現在ま

は19 8年9月末からはじまり' 完了｡第二期工事(本体建設工事) 年3月から始まり'同年7月に解体

築が進められることになりました｡ 建築予算が措置され'4年計画で建 優先することとなり'19 7年に する長野オリンピックの関連予算を

鰭(事務棟) の解体工事が19 8

第一期工事として西が丘競技場本

いさつがあり'祝辞を中川正春文部 歌斉唱に続き､河野一郎理事長のあ

を開催いたしました｡

開所後1 0年の歴史

｢体育･スポーツに

らゆるスポーツ関係者の励みになっ

･cqol年10月2日(木)国立ス

I S の設立構想は1972年

を待つばか‑となりました｡

193年実施設計が完了Lt 着工

ター設置準備室｣ が設置され､

ンターに｢国立スポーツ科学セン

ンタ‑(lIS ) に

19 年に日本体育･学校健康セ することが正式に決定されました｡ る北区西が丘競技場の敷地内に建設 本スポーツ振興センター) が保有す 本体育･学校健康センター(現‥日

スポーツ科学センター｣として'日

たが'19 0年に､名称を｢国立

しかしながら'19 8年に開催

ジした映像を放映いたしました｡国

を記念して'10年間の歩みをイメー

ツ関係者にご出席いただきました｡

開会に際LtーIS 設立10周年

ご出席を賜り､また数多‑のスポー

(10C) 副会長'国会議員2 名に 益財描法人日本オリンピック委員会 ポーツ議員連盟副会長'福田富昭公 中川正春文部科学大臣'河村建夫ス

開催いたしました｡御来賓として'

回lIS スポーツ科学会議の後に 典は'研究体育館にて行われた第8

◆設立1 0周年式典を開催

たことは言うまでもありません｡

さて､lIS 設立10周年記念式

さ義盛
National Stadium 10

ると言えます｡ の関心や期待が高いことを表してい

個人及び団体に感謝楯の贈呈式を行 おいて､ーIS に貢献されました

とは､設立10年に際し､1IS へ ご出席いただくことができましたこ

の皆様'文部科学省関係者の皆様に

と重なりましたが､多‑の国会議員

式典の後半では'10年間の歩みに

りいただきました｡

盟副会長'福田富昭10C副会長よ 科学大臣'河村建夫スポーツ議員連

また､式典当日は第1‑9回国会初日

懇親の夕べ:岩上センター長あいさつ

プアスリートとしてt JIS に練

し､開始されました｡また､現役トッ

された体操の冨田洋之氏にお願い

ンピック'北京オリンピックで活躍 祝辞の後'乾杯の音頭をアテネオリ

協会専務理事よ‑いただきました｡

臣､岡崎助一公益財団法人日本体育 続き'祝辞を奥村展三文部科学副大

だきました｡

り､華やかな会の進行にご協力いた キャスターとしてご活躍されてお

しました｡宮下氏は引退された後も'

ダルを獲得した宮下純1氏にお願い

レーで'北島康介選手らと共に銅メ

ンピック競泳男子棚mメドレーリ

州m背泳ぎ決勝8位入賞'北京オリ

問題･課題を乗‑越え'時代の変化 間､私たちlIS は､さまざまな

身の引き締まる思いでした｡

りt lIS スタッフの一員として

多くのご来賓からのごあいさつを賜 の短い懇親の会ではありましたが'

設立までの経緯や開所後の10年

さつをいただきました｡1時間余り

1 1 National Stadium

の贈臼玉をいたしました｡

ビス株式会社の計3団体に'感謝楯 献されましたシダックスフードサー の提供に従事し選手の栄養管理に貢 した株式会社協栄､安全安心な食事 環境の提供'施設管理に貢献されま

興財団'選手が安心して利用できる

した｡団体については'永年'スポー

lISセンター長に贈呈いたしま

いました｡個人では'浅見俊雄初代

畠山愛理さん･松原梨恵さん･三浦 琴乃さん･サイ‑ド横田仁奈さん･

パンPOLA (遠藤由華さん･田中

習拠点を置‑新体挽フェアリージャ

した公益財団法人ミズノスポーツ振 ツ医科学発展のための助成を賜‑ま

式典に続き'場所を陸上競技実験

道連盟会長の上村春樹氏からごあい ーOC強化本部長であり'全日本柔

して放映しました｡

いたお祝いの言葉をビデオレターと

ミントン潮田玲子さん) からいただ 郎さん･陸上朝原宣治さん･バド 子コーチ･アルペンスキー皆川健太 選手(競泳松田丈志さん･久世由美

最後に'懇親の夕べの閉会に際し､

̲一･ノ 事とJ事.声■F JHi I̲A̲㌔. 恥i増せ▲ヒ

新体操フェアリージャパン

◆懇親の夕べを開催

司会を'北京オリンピック競泳男子 雰囲気づく‑のひとつとして､会の 場に移し､懇親の夕べを行いました｡

岩上センター長の開会あいさつに

大いに華を添えていただきました｡

ました｡トップアスリートの登場で､

の抱負や意気込みを語っていただき

り'ロンドンオリンピックへ向けて

間を縫って会に駆けつけて‑ださ

いたします｡

し上げますと もに'こ にご報告

ご協力いただきましたことに感謝申

はじめ多くの関係者･団体の皆様に

を実施するにあたり'文部科学省を

練習をされていましたが'多忙な合 さんは'この懇親の夕べの直前まで パンPOLAt競泳の各選手のみな 壇いただきました｡フェアリージャ 加藤ゆかさん･中村礼子さん) に登 介さん･寺川綾さん･上田春佳さん･

の各選手(平井伯昌コーチ･入江陵 荊奈さん･深瀬某月さん)と､競泳

また､当日出席いただけなかった

した｡

この10周年記念式典･懇親の夕べ

めて誓う'特別な節目の年となりま

持できるよう尽力することをあらた 界の強豪国と比肩できるチカラを保 的確に把握し､チームジャパンが世 はありますが､その時々のニーズを

図がどのように変化するか未知数で

スポーツにおける国際競技力の勢力 10年間'アジアをはじめ世界各国の 対応してまいりました｡これからの や急速な国際競技力の進歩･変化に

国正競技一票
fiRTl●rlRL STRDlun

一㌔ 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝/
第33回全日本女子サッカー選手権大会決勝
9第48回全国大学ラクビ‑フットボール選手権大会準決勝

. ･Lf::.

*

1/2

第20回全日本大学女子サッカー選手権大会決勝/
第60回全日本大学サッカー選手権大会決勝

I.SJ

派

1/1

1 /3‑9

木下グループSTARS ON ICE JAPAN TOUR 2012

25th Anniversary

1/5

TOSHENOBU KUBOTA "Party ain't A Pa｢ty!
1/21‑22

第90回全国高等学校サッカー選手権大会準決勝1/7

第90回全国高等学校サッカー選手権大会決勝

全日本バスケットボール選手権大会

1/14‑15

*

腐第48回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝1/8
食

第87回天皇杯･第78回皇后杯

KISS 〜Korean lnternational Style Show〜 l /25‑27

第22回全日本高等学校チアリーディング選手権大会

1/9

1 /28‑29

※1月中旬より3月下旬まで､トラック走路改修工事
を実施しています｡
日頃よりご利用いただいている皆様には大変ご迷
惑をおかけしますが､皆さまのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします｡

※改修工事のため､ 2/1 ‑3/14の開催行事はござ
いません｡

日頃よりご利用いただいている皆様には大変ご迷
惑をおかけしますが､皆さまのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします｡

第87回天皇杯･第78回皇后杯

: ::++

イースト2位vs九州2位

全日本バスケットボール選手権大会
*

ウエスト1位vsトップチャレンジ2･1位/

2/ll

@

ホンダvs東芝/サントリーVSNEC
リコーvs NTTコミュニケーションズ/
サントリーVS近鉄
NECvsコカ･コーラウエスト/
サントリーVS東芝
NTTコミュニケーションズvsホンダ/

ー′ ′ ′ ′2

第11回全国武道空手交流大会

l』

イースト1位vsキュウシュウ1位

1 /3‑4
1/9

Dance D｢H Winter Cup 2012

JBL2011‑2012

1 /14

1/20‑21.

27‑28

※改修工事のため､ 2/1 ‑3/14の開催行事はござ
いません｡

伯1 5 2 28 29伯

日頃よりご利用いただいている皆様には大変ご迷
惑をおかけしますが､皆さまのご理解とご協力をよ

■ ■ Ll ■.rL lmnU

ろしくお願いします｡

NECvs NTTドコモ

リコーVS東芝

8第90回全国高等学校サッカー選手権大会

サントリーVS神戸製鋼/
東芝vsパナソニック

I.i,t

第20回全日本大学女子サッカー選手権大会

8第45回北区少年少女サツ‑大会

1 /2

1 /3

l /1 5

).むJFAキッズ(〕‑6)サツカ‑フェスティバル2011東京

8第3回東京都クラブユ‑ス(U‑17)サツカ瑠手権大会
I.tt

1/29

2/1 1

第5回東京都キッズ(∪‑6)サッカー大会

8第18回東京都クラブユースサッカー(U‑14)断権大会

2/12

2/18

I.5,1 JFAレディースサッカーフェスティバル2011東京2/19
ンクフェスティバル

編集後記

屯陸上競技.I̲.?サッカー

Qラクビ‑◎バスケットボール
b,コンサ‑ト雷̲.卓球

ノ.バレーボール*その他

国立競技場 宙xC

2ﾓ3C

(たすき)が繋げられるのかという場面が来たりすると､見ている方
も手に汗を握る状態で､画面から目が離せなくなります｡
2ﾓ

秩父宮ラグビー場 宙xC

2ﾓ3C

国立代々木競技場 宙xC

2ﾓ3Ccふ

西が丘サッカー場 宙xC

新年が始まるとすぐに､天皇杯サッカーをはじめ様々なスポーツが
テレビを賑わしますが､中でも私が毎年楽しみにしているのが､正月
2日･ 3日に行われる｢箱根駅伝｣ですo今年も区間記録更新やゴボ
ウ抜きをするスター選手が現れるのか､翌年のシード権争いはどうな
るか｡また､繰り上げスタートの危機や突然の身体の異常で飯事に樺

S

fﾓ3ャ

2ﾓS田2ﾓ

駅伝の美しきと感動がありますo走り終えた後のインタビューで､仲

s
#

駅伝は孤独な戦いのように見えますが､チームプレイです｡一緒に
練習してきた仲間のことを思い､体力の限界まで走るため､中継所で
は倒れ込む選手も多いo力の限りを尽くし､襟を仲間に繋ぐoそこに
間を思うコメントと彼らの涙を見てしまうと､もらい泣きは確実｡新

2

年最初の感動は､いつも箱根駅伝で始まりますo (H)

国立競技場

2/26
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