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美幌陸上クラブ(美幌 RC)は、平成 8 年（1996 年）に設立。現在、小学生 83 名、中学生 20 名、合計 103

名の子供達が元気に楽しく練習に取り組んでいます。（2017.12月末現在） 
当クラブでは、5 名の指導スタッフを配置し、その全員が日本陸上競技連盟ジュニアコーチ又は日本体育協

会公認スポーツリーダー等の資格を取得し、科学的根拠に基づいたトレーニングメニューを組み指導を行って
います。 
 
 《指導者》 

役職等 氏名 指導資格等 
代表兼コーチ 
(主担当：短距離・中長距離) 

後藤 秀人 日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ 
日本体育協会公認スポーツリーダー 
(全日本スキー連盟指導員・B級検定員) 
《2017年 北海道陸上競技協会：南部記念章受賞》 

副代表兼コーチ(主担当：3年生) 小野  篤 日本体育協会公認スポーツリーダー 
ヘッドコーチ(主担当：跳躍) 廣島 正義 日本体育協会公認スポーツリーダー 

《2016年 美幌町体育協会：奨励賞受賞》 
コーチ(主担当：1・2年生) 久保 仁美 日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ 

日本体育協会公認スポーツリーダー 
日本ランニング振興機構ジュニアランニング指導員 
《2017 美幌町体育協会：奨励賞受賞》 

コーチ(主担当：投擲) 霜野 賢人 日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ 
日本体育協会公認スポーツリーダー 

 
近年の主な成績は、平成 24年に矢口航大君（当：美幌旭小・現：北海道栄高校）が全国小学生陸上競技交流

大会の 5 年男子 100m で準優勝、平成 27 年、平成 28 年には山田楓河君（当：美幌東陽小・現：美幌中）が
同大会 5年男子 100m・6 年男子 100ｍで 2連覇、さらに中学に上がった平成 29年にはジュニアオリンピッ
ク陸上競技大会Ｃ男子 100ｍで優勝し全国大会 3 連覇を達成しました。また、山田君は同大会ＡＢＣ共通男子
4×100ｍRにおいても北海道選抜の 1走を任され北海道チームの優勝に大きく貢献しました。 
また、平成 28年には曽根美紅さん(美幌北中)が走幅跳でジュニアオリンピックに出場、平成 29年には浦田

陽聖君(北見小泉中)が全国中学陸上大会に 800ｍで出場、さらに全国都道府県対抗駅伝の北海道代表選手にも
選出されました。 
その他、北海道大会等において多くの入賞者を輩出しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【全国大会３連覇の山田楓河君】 

＝挑戦＝ 



《主な成績：トラック＆フィールド》 
 
2017(平成 29年度) 

大会名 種目 氏名 順位 
北海道小学生陸上競技大会(室蘭市) 
 
 

3年男子 800m  髙倉 悠歳 7位 
3年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 浦田 誉人 6位 
3年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 松本 琉南 優勝 
4年男子走幅跳 後藤 大輔 優勝 
4年女子 100ｍ 髙橋 茉莉 5位 
5年女子 800ｍ 藤田 柚希 6位 
6年男子 1500M 森  翔哉 8位 
4年男子 4×100ＭR 佐藤 楓・後藤大輔 

髙橋 依・阿部空晴 
8位 

4年女子 4×100ＭR 沼岡実来・大江美月 
浦島楓果・髙橋茉莉 

6位 

南部忠平記念陸上競技大会(札幌市) 小学女子 4×100ｍR 
(ｵﾎｰﾂｸ陸協ﾁｰﾑ) 

松本 優那 7位 

全国中学陸上競技大会(熊本県) 800ｍ 浦田 陽聖 予選敗退 
ジュニアオリンピック陸上競技大会(横浜市) C男子 100ｍ 山田 楓河 優勝 

ABC共通男子 4×100ｍR 

(北海道選抜チーム・1走) 

山田 楓河 優勝 

 
2016(平成 28年度) 

大会名 種目 氏名 順位 
北海道小学生陸上競技大会(旭川市) 4年女子 800m  藤田 柚希 6位 

6年男子 100m 山田 楓河 優勝 
6年男子 1500m  加藤 聡真 2位 
6年男子 1500m 小野 雄大 8位 
4年女子 4×100mR 大沼らら・松本優那 

宮末侑奈・藤田柚希 
8位 

6年男子 4×100mR  小田和輝・山田楓河 
堀内 新・加藤聡真 

2位 

南部忠平記念陸上競技大会(札幌市) 小学男子 100m 山田 楓河 優勝 
小学男子 1500m 小野 雄大 4位 
小学男子 4×100mR 
(ｵﾎｰﾂｸ陸協ﾁｰﾑ) 

堀内 新・山田楓河 
加藤聡真 

4位 

東日本小学生陸上競技交流大会(函館市) 6年男子 100m 山田 楓河 2位 
6年男子 1500m 加藤 聡真 3位 
6年男子 4×100mR  小田和輝・山田楓河 

堀内 新・加藤聡真 
3位 

全国小学生陸上競技交流大会(横浜市) 6年男子 100m 山田 楓河 優勝 
ジュニアオリンピック陸上競技大会(横浜市) C女子走幅跳 曽根 美紅 予選敗退 

  
 
 
 
 
 



2015(平成 27年度) 
大会名 種目 氏名 順位 

北海道小学生陸上競技大会(千歳市) 5年男子 100m 山田 楓河 優勝 
6年男子走幅跳 水上 遙翔 3位 
6年女子走幅跳 曽根 美紅 4位 
5年男子 4×100mR 小野雄大・山田楓河 

小田和輝・加藤聡真 
4位 

6年女子 4×100mR 森 愛梨・荒牧怜奈 
横山倫花・曽根美紅 

6位 

東日本小学生陸上競技交流大会(函館市) 5年男子 100m 山田 楓河 優勝 
6年男子走幅跳 水上 遙翔 3位 

全国小学生陸上競技交流大会(横浜市) 5年男子 100m    山田 楓河 優勝 
全国小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ研修大会北海道予選
会(黒松内町) 

1.5km×男女各 3名 干川遼魁・加藤聡真・山田楓河 

森 愛梨・横山倫花・中空 響 
3位 

 
2014(平成 26年度) 

大会名 種目 氏名 順位 
北海道小学生陸上競技大会(網走市) 4年男子 100m 山田 楓河 2位 

4年男子 800m  山田 楓河 4位 
5年女子走幅跳  曽根 美紅 6位 
5年男子走幅跳 水上 遙翔 7位 
6年女子 80mH  相内 美咲 3位 
6年男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 五十嵐 聡汰 7位 

全国小学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ研修大会北海道予選
会(黒松内町) 

1.5km×男女各 3名 浦田陽聖・中空 蓮・加藤奨基 

鈴木美咲・横山倫花・森 愛梨 
3位 

 
2013(平成 25年度) 

大会名 種目 氏名 順位 
北海道小学生陸上競技大会(函館市) 5年女子 80mH 相内 美咲 6位 

6年男子 100m 矢口 航大 優勝 
6年男子走幅跳 矢口 航大 優勝 
5年男子 4×100R 浦田陽聖・加藤奨基 

中空 蓮・小野 晋 
7位 

6年男子 4×100R 瀬戸晴稀・矢口航大 
堀内欧介・平吹鷹也 

3位 

6年女子 4×100R 類家未佑・横山明加 
髙橋菜摘・浦田  葵 

5位 

北海道レディース陸上競技大会(札幌市) 女子 4×100mR 類家未佑・横山明加 
髙橋菜摘・浦田  葵 

3位 

東日本小学生陸上競技交流大会(函館市) 6年男子 100m 矢口 航大 2位 
全国小学生陸上競技交流大会(横浜市) 6年男子 100m 矢口 航大 準決勝敗退 

 
 
 
 
 
 
 



2012(平成 24年度) 
大会名 種目 氏名 順位 

北海道小学生陸上競技大会(千歳市) 4年男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小野  晋 8位 
5年男子 100m 矢口 航大 優勝 
5年男子走幅跳 矢口 航大 優勝 
6年男子 1500m  高橋 勇大 7位 
5年男子 4×100mR 矢口航大・嶋田 蓮 

堀内欧介・平吹鷹也 
8位 

東日本小学生陸上競技交流大会(函館市) 5年男子 100m 矢口 航大 優勝 
6年男子 1500m 高橋 勇大 2位 

全国小学生陸上競技交流大会(横浜市) 5年男子 100m 矢口 航大 2位 
 
 
《主な成績：ロードレース》 
 

2017(平成 29年度) 
大会名 種目 氏名 順位 

斜里岳ロードレース 
 

1～3年生男子(2km) 浦田 誉人(3) 優勝 
藤田  昂(2)  6位 

4～6年生男子(3km) 森  翔哉(6) 2位 
三浦 清史(5) 4位 
水上 翔夢(5) 6位 

1～3年生女子(2km) 松本 琉南(3) 4位 
4～6年生女子(3km) 藤田 柚希(5) 優勝 

松木 奏絵(5) 3位 
北見ハーフマラソン 1・2年生男子(2.5km) 藤田  昂(2) 3位 

川崎 楓芽(2) 8位 
3・4年生男子(2.5km) 宮崎 奏大(4) 4位 

浦田 誉人(3) 5位 
5・6年生男子(2.5km) 森  翔哉(6) 優勝 

三浦 清史(5) 4位 
1・2年生女子(2.5km) 細川 瑠花(2) 3位 
3・4年生女子(2.5km) 大江 美月(4) 4位 
5・6年生女子(2.5km) 藤田 柚希(5) 優勝 

松井のえる(6) 3位 
大沼 らら(5) 8位 

もこと山ふきおろしマラソン大会 1～3年生男子(2km） 藤田  昂(2) 2位 
川崎 楓芽(2) 6位 

4～6年生男子(3km) 森  翔哉(6) 優勝 
三浦 清史(5) 3位 
水上 翔夢(5) 5位 

1～3年生女子(2km) 松本 琉南(3) 4位 
4～6年生女子(3km) 藤田 柚希(5) 優勝 

松井のえる(6) 2位 
松木 奏絵(5) 5位 

 
 
 



2016(平成 28年度) 
大会名 種目 氏名 順位 

斜里岳ロードレース 
 

1～3年生男子(2km) 高橋  依(3) 優勝 
角田  蓮(3) 3位 
浦田 誉人(2) 4位 

4～6年生男子(3ｋｍ) 加藤 聡真(6) 優勝 
山田 楓河(6) 2位 
小野 雄大(6) 4位 

1～3年生女子(2km) 大江 美月(3) 2位 
高橋 茉莉(3) 6位 

4～6年生女子(3ｋｍ) 中空  響(6) 2位 
藤田 柚希(4) 3位 
鈴木 瑞菜(5) 4位 

北見ハーフマラソン 1・2年生男子(2.5km) 浦田 誉人(2) 3位 
3・4年生男子(2.5km) 三浦 清史(4) 2位 

水上 翔夢(4) 4位 
5・6年生男子(2.5km) 加藤 聡真(6) 優勝 

山田 楓河(6) 2位 
小野 雄大(6) 3位 
小田 和輝(6) 6位 

3・4年生女子(2.5km) 藤田 柚希(4) 2位 
大沼 らら(4) 6位 
高橋 茉莉(3) 8位 

5・6年生女子(2.5km) 中空  響(6) 4位 
もこと山ふきおろしマラソン大会 1～3年生男子(2km） 高橋  依(3) 2位 

角田  蓮(3) 3位 
宮崎 奏大(3) 4位 
後藤 大輔(3) 6位 

4～6年生男子(3km) 加藤 聡真(6) 優勝 
小野 雄大(6) 3位 
小田 和輝(6) 4位 

1～3年生女子(2km) 大江 美月(3) 2位 
高橋 茉莉(3) 5位 

4～6年生女子(3km) 藤田 柚希(4) 2位 
中空  響(6) 3位 
鈴木 瑞菜(5) 4位 

 
 その他、地区大会、ロードレース大会等、上位入賞者多数 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



★ 美幌陸上クラブ指導方針 ★ 
 

«発育・発達に応じた指導(目先の勝利ではなく、将来を見据えた指導)» 
   
  美幌陸上クラブは、日本体育協会及び日本陸上競技連盟が示す指導理論を基本とし、子供達の将来を考え、
発育発達に応じた指導を実践しています。 

 
  「目先の勝利を目指した指導」と「将来を見据えた指導」 

（楽しいキッズの陸上競技(日本陸上競技連盟＝編）より一部抜粋） 
 

「目先の勝利を目指した指導」では、早期に種目を専門化し、厳しいトレーニングを施すので、年齢が低
ければ低いほど、パフォーマンスは急激に高まります。しかし、一時の勝利は得られるものの、やがてパフ
ォーマンスは停滞してしまいます。 
 
 *ケガをする。 
 *発達中のからだに過度な負荷がかかり将来にわたり身体的、競技的成長を妨げる。 

*練習の単調さから興味を失う。  
 *記録の停滞や低下を招いて、やがて競技から離脱する（燃え尽き症候群）。 
 
小学生において、激しく強い運動は将来にわたり身体的、競技的成長を妨げ、記録の停滞や低下を招いて、

やがて競技から離脱する、いわゆる燃え尽き症候群につながります。特に中・長距離種目については、血流
が早くなる動作（最大心拍の８５％以上）を長時間続けていると、毛細血管が退化し、また、内臓機能への
刺激が強く、低年齢で継続して行うと心肺を含め内臓の発達に支障をきたすと言われています。 
（財）日本陸上競技連盟「小学生長距離検討会議（プロジェクト)」が示した｢小学生の長距離・持久走に

ついてのガイドライン」においても、トレーニングの頻度は、週に２日ないし３日とし、１日１．５時間く
らいとすること。また、１日の総走行距離は５ｋｍを超えてはならないと示されています。 
 
 一方、「将来を見据えた指導」では、発育、発達段階に応じて種々のスポーツや陸上競技・運動のトレーニ
ングを施すので、子供たちに興味を抱かせながら、無理なく安全に進める事ができます。この場合、初期の
パフォーマンスは必ずしも急激には高まりませんが、高いモチベーションやしっかりとした基礎体力・技術
が養成されていることから、本格的な専門的トレーニング段階（中・高校生、大学生等）に入ってからのパ
フォーマンスは急激に高まると言われています。 

 
以上のことから、当クラブの指導内容を、カテゴリ１（1～2年生）・カテゴリ 2（3年生）・カテゴリ 3（4

～6年生）・カテゴリ 4（中学生）とし、それぞれの年齢及び発育発達段階に応じたトレーニング内容として
います。（美幌陸上クラブ育成プログラム） 
さらに当クラブが重要視していることは、スポーツを楽しむという事です。スポーツは元々楽しむ為のも

のでしたが、勝利至上主義が蔓延している現代において、大切なことが忘れ去られていると感じています。 
当クラブではカテゴリ毎にスポーツの楽しみ方に変化を加え、高い目標に向かってチームの仲間とともに

楽しく伸び伸びと活動できる環境を整えています。 
また、当クラブの目的は、競技力の向上の他、健全な精神の育成を掲げています。子供達が一人の人間と

して高校、大学、そして社会へと旅立つための基礎を作っていくことも当クラブの使命と考えており、その
ために次のチーム目標を掲げ競技者としての自立はもとより、一人の人間として自立していけるようその能
力の形成を図っています。 

 
 
 
 
 
 

美幌 RC ・ チーム目標 
 

コーチからの指示を待つだけではなく、 
自ら考え、自ら行動できる力を付けよう！！ 
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«トレーニングの実践» 
 
  器用な子供を育成するためには、４～９才頃が大切であるとされています。この時期に様々な動き、直立姿
勢の動き、曲げる、捻る等の動き、高低移動の動き、物を持った動き、動きに対応した動き（相手、水、ボー
ル、リズム縄跳びなど）をまんべんなく身に付けさせることが必要です。 
「動きに対応した動き」は４才で活発になり、６～７才で急速に伸びるとされており、この時期に泳ぐ、ボ

ールを投げる・打つ・捕る・キックする、リズム運動、縄跳びなどによる様々な動き作りを行うことが大切で
す。     

 
●プレゴールデンエイジ（５歳～８歳頃） 

 
 
 
 
 
 
 
●ゴールデンエイジ（9歳～12歳頃） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 当クラブでは、上記のプレゴールデンエイジ期に着目し、平成 26 年からカテゴリ 1(1～2 年生)クラスを開
設し、遊びを取り入れながら様々な運動を行ってきました。 
その結果、第 1 期生が 4 年生となった平成 29 年度の北海道大会においては、個人種目で後藤大輔君が走幅

跳で優勝、髙橋茉莉さんが 100ｍで 5位入賞、4×100ｍリレーでは男女揃っての入賞を果たし、また、第 2期
生である 3年生においては、松本琉南さんがジャベリックボール投で優勝、浦田誉人君が 6位入賞、髙倉悠歳
君が 800ｍで 7位入賞という成果をあげることができました。 
当クラブの練習日は、1・2年生は週 2回、3年生以上は週 3回を基本とし練習量を可能な限り少なくしてい

ます。これは前述したとおり小学生における過度な練習は将来性を潰してしまう可能性があるからです。しか
し、適正な時期に適正なトレーニング(量より質)を与えるとともに、練習に対する意欲の醸成や適正な目標設
定等により少ない練習量でも成績を向上させていくことは可能であり、そのことが将来的な競技力の向上へと
繋がっていくものと考えています。 
また、当クラブでは、それぞれの子供のレベルに合わせた指導を行っており、運動会で 1 番を取りたい、学

校のマラソン大会で上位を目指したい、全道・全国大会に出場したいなど、子供達はそれぞれの目標に向かっ
て楽しく練習に励んでいます。 
正しい走り方、正しい投げ方、正しい跳び方を教えてあげればどんな子でも今より「速く走り」、「遠くに投

げ」、「遠くに跳べる」ようになります。子供達には無限大の可能性があり、その可能性を最大限に引き出して
あげることが我々美幌陸上クラブスタッフの使命と考え活動しています。 

 
 

人間の成長のなかで一度だけ訪れる神経系の発達が著しいときで、脳をはじめとして体内にさまざまな神
経回路が複雑に張りめぐらされていく大切な時期です。運動の能力の基礎は、この年代に形成されます。 
 この時期の子どもたちは長続きはしないものの高い集中力をもっているという特徴があり、この時期に多
種多様な動きを経験させ、身体を動かす楽しみを知ることが、その後の動作の習得や専門的な技術の上達へ
とつながっていきます。 

神経系の発達がほぼ完成し、動きの巧みさを身につけるのに最も適している時期です。また、一生に一度
だけ訪れる、あらゆる動作を短時間で覚えることのできる「即座の習得」を備えた時期として重要視されて
います。ただし、この「即座の習得」は、それ以前の段階で様々な運動を経験し、神経回路を形成している
場合にしか現れません。また、この時期は、精神面でも自我の芽生えとともに競争心が旺盛になってくる時
期なので、高度なテクニックを身につける子供も多く見られます。一度習得した技術は大人になってからも
ずっと身についているので、この時期に多くの技術を学ばせることが、将来大きく伸びるためのポイントと
もいえます。しかし、筋力が未発達なため、強さや速さに対する身体の準備はできていないので、大人にな
っても必ず残る「技術」を身につけさせるようにすることが大切です。 

  



 ★ 美幌陸上クラブでは、随時会員を募集しています。（気軽に見学に来てください。） 
一人でも多くの子に陸上競技の楽しさ、素晴らしさを伝えていければと考えています。 

 
（会費） 

区分 金額 
小学 1、2年生 月額 1,000円（兄弟で加入している場合、2人目以降 500円） 
小学 3～6年生 月額 2,000円（兄弟加入している場合は、2人目以降は 1,000円） 
中学生 年額 2,000円 

 
 

～全ては未来ある子供達の為に・・・全力で取り組みます！！～ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


