
平成 30年 2月 吉 日

市郡陸上競技協会代表者 様

各協力団体代表者 様

田島直人記念陸上競技大会

会 長 三 井  関

第 15回 田島直人記念陸上競技大会賛助会費募集への協力について

(お願い)

向春の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 30年 6月 3日 に、第 15回田島直人記念陸上競技大会を開催する予定

とされていますが、今回から日本陸上競技連盟後援のグランプリシリーズに組み込ま

れることとなりました。

賛助会といたしましても、今回も大会の成功に向けた賛助会費の募集に取り組むこ

とといたしました。

大会顧間の方々にもご賛同いただき、別紙趣意書の通り募集活動を始めました。

貴団体におかれましても、会員等に呼びかけいただき、ご協力をお願いいたします。

賛助会趣意書及び払込取扱票を各 5部同封いたしました。追加希望がありましたら

下記までご連絡ください。                  、

[賛助会事務局]

T753‐0815           ‐. ィ

山口市維新公園 4-4
維新百年記念公園陸上競技場

一般財団法人山口陸上競技協会事務局

[連絡先]

T742‐0022                  ・

柳井市柳井津 322-4
園田 隆

TEL&faX  0820… 22…8598



日本グランプリシリーズ山口

第 15回田島直人記念陸上競技大会

兼小学生・中学生・高校生育成強化陸上競技大会 賛助会趣意書

オリンピック大会男子三段跳で、 3大会連続金メダルの偉業を成 し遂げた、日本が世界に

誇るアスリー ト。1928年アムステルダム大会の織田幹雄氏。1932年ロサンゼルス大会の南

部忠平氏。1936年ベル リン大会の田島直人氏。

田島直人氏の功績をたたえる「田島直人記念陸上競技大会」も今年第 15回 を迎えます。

氏は、父の任地大阪府に生まれ、4歳のときに父の郷里である山口県岩国町 (現岩国市)

に移 り、岩国尋常高等小学校・旧制岩国中学校 (現岩国高等学校)・ 1日 制山口高校 (現山口大

学)を経て京都帝国大学 (現京都大学)を卒業しました。

氏は 1932年ロサンゼルス五輪走幅跳で 6位入賞。続く 1936年ベル リン五輪走幅跳で銅メ

ダルを獲得、三段跳では 16m00の 世界新記録で金メダルを獲得 しました。

この記録は、史上初の 16m時代を切 り開く驚異的な大記録であり、五輪記録映画 「民族

の祭典」の監督 レニ・ リーフェンシュタール女史は、「あなたの三段跳は跳躍ではなく飛翔」

と称賛しました。

今年の大会は、6月 3日 (日 )、 維新みらいふスタジアム (維新百年記念公園陸上競技場)

で開催 され、日本陸上競技連盟のグランプリシリーズに組み込まれたことや、6月 22～ 24

日の 3日 間、第 102回 日本陸上競技選手権大会が同競技場で開催されることなどから、より

充実した大会となることが予想されます。

今大会も、田島直人氏に続き世界へ羽ばたく選手の出現を願い、月ヽ学生・中学生・高校生

の育成強化を兼ねた大会とします。

大会を成功させるために、例年通 り田島直人記念陸上競技大会賛助会において、賛助会員

の募集活動を行 うこととしました。

つきましては、関係各位におかれましては出費ご多端の折とは存 じますが、何卒賛助会の

趣旨をご理解いただき、ご支援賜 りますようお願い申し上げます。

平成 30年 2月

田島直人記念陸上競技大会賛助会

、三井 関成

(外役員一同)

岩国市長 福田 良彦

山口市長 渡辺 純忠

山口大学陸上競技部山陸会会長 長沼 清人

山口県立岩国高等学校同窓会長 西村 栄時

事務局長 園田  隆

替 勘 全 薔 納 入方 法

賛助会費  1回  3千円 (複数回 01回未満も可)

納入方法  同封の払込取扱票により、最寄りの郵便局から払い込みをお願いいたします。

△
ム 長

問顧



田島直人氏の略歴

1912(大正 元)年   8月 15日 大阪府に生まれる

1925(大正 15)年   岩国尋常高等小学校卒業

1929(昭和 4)年   旧制岩国中学校 (現岩国高等学校)卒業

旧制山口高等学校 (現 山口大学)入学

第 4回インターハイ 走幅跳優勝 (6m83)三段跳 3位 (13m69)

1930(昭和 5)年   第 9回極東大会に補欠出場 (走幅眺)

第 5回インターハイ 走幅跳 2位 (6m82)走高跳 3位 (lm65)

全 日本選手権大会 走幅跳 2位 (6m70)三段跳 3位 (14m27)

1931(昭和 6)年   第 6回インターハイ 100m優勝 (11秒 1)走幅跳優勝 (6m92)

走高跳 2位 棒高跳 3位 三段跳 4位  史上最高得点獲得

1932(昭和 7)年   旧制山口高等学校文科卒業

全 日本選手権大会 三段跳優勝 (14m81) 走幅跳 2位 (7m09)

第 10回 ロサンゼルスオ リンピック大会 走幅跳 6位 (7m15)

1933(昭和 8)年   京都帝国大学 (現京都大学)入学

明治神官大会近畿予選 三段跳優勝 (15m05)

1934(昭和 9)年   第 10回極東大会 走幅跳優勝 (7m30)三段跳 3位 (14m95)

1935(昭和 10)年   第 6回国際学生 走幅跳優勝 (7m52)

全 日本選手権大会 三段跳優勝 (15m16)

1936(昭和 11)年  京都帝国大学経済学部卒業・三井鉱山入社

第 11回ベル リンオ リンピック大会

三段跳世界新記録 (16m00)で優勝

走幅跳 3位 (7m74)

1937 (日召和 1 2)有三   軍役に応召

1938 (日召和 13)有三   軍役に月反務

1951(昭和 26)年   日本陸上競技連盟常務理事に就任

1956(昭和 31)年   第 16回 メルボルンオリンピック大会陸上競技コーチ

1961(昭和 36)年   日本オリンピック委員会常任委員に就任

1963(昭和 38)年   紫綬褒章を受章                ・

1964(昭和 39)年   第 18回東京オリンピック大会陸上競技ヘ ッドコーチ

1966(昭和 41)年   中京大学教授 (ドイツ語)に就任

1972(昭和 47)年   第 20回 ミュンヘンオリンピック大会本部役員 (総務主事)

1979(昭和 54)年   日本陸上競技連盟審議員に就任

1983(昭和 58)年   日本陸上競技連盟監事に就任

1987(昭和 62)年   勲二等瑞宝章を受章

1990(平成 2)年   IOC・ オリンピックオーダー銀賞受賞             l
岩国市名誉市民の称号を受ける      ● F           ‐`

  ミ

1990(平成 2)年   12月 4日 逝去 (78歳 )

著書 「根性の記録」 (講談社発行・1964年 )

田島直人氏 とオ リンピック ロオーク

田島氏はベルリン五輪金メダルの副賞として、オーク (樹種 :ドイツカシワ)の鉢植えの苗木を贈

られました。その苗木は、京都大学に植えられ、風雪に耐えて根を張り、樹高 20mを超える大樹に育

ち、「オリンピック・オーク」と呼ばれ親 しまれていました。

この五輪栄光の樹 「オ リンピック・オーク」から採れた実を発芽させて育てた苗木は、岩国高等学

校や山口高等学校 (こ の地に旧制山口高等学校があった)な ど、田島氏ゆか りの全国の地に植樹され

ました。平成 16年 10月 山口県維新百年記念公園陸上競技場にも「第 1回 田島直人記念陸上競技大

会」の開催を記念 して植樹され、平成 23年 4月 、改修後の陸上競技場完成を期に、改めて駐車場西

側に二代 目「オリンピック・オーク」が植樹されました。                    ‐



単位 :円

収 入 の 部

項   目 決 算 額 摘 要

前年度繰越金 105,020

会 費(振込分) 738,000 159{牛

会 費 (現金分 ) 375,000 10件

雑 収 入 0

収入合計 1,218,020

平成29年 田島直人記念陸上競技大会賛助会収支決算書

平成ノ∂ 年 / 月 /3日

会計諸帳簿に基づき監査の結果、適正に処理されていると認め、報告します。

監事 椎 木憲治「:fi
雪lilll

監事  上  俊 二
娼仁炉

支 出 の 部

項   目 決 算 額 摘 要

大会助成金 900,000 田島直人記念陸上競技大会助成金

事 業 費 0

通信運搬費 62,074 趣意書、プログラム郵送料

振込手数料 181460 払込口座徴収料金 17380 振込手数料 1080

消耗品費 0

印刷製本費 17,820 趣意書印刷代

旅  費 11,600 会計監査旅費

使 用 料 0

報  酬 0

雑  費 0

積 立 金 0

支出合計 1,009,954

差引繰越金 208,066



日本グランプリシリーズ山口

第 15回田島直人記念陸上競技大会

兼小学生 口中学生・高校生育成強化陸上競技大会 賛助会趣意書

オリンピック大会男子三段跳で、 3大会連続金メダルの偉業を成 し遂げた、日本が世界に

誇るアスリー ト。1928年アムステルダム大会の織田幹雄氏。1932年ロサンゼルス大会の南

部忠平氏。1936年ベル リン大会の田島直人氏。

田島直人氏の功績をたたえる「田島直人記念陸上競技大会」も今年第 15回 を迎えます。

氏は、父の任地大阪府に生まれ、 4歳のときに父の郷里である山口県岩国町 (現岩国市)

に移 り、岩国尋常高等小学校・旧制岩国中学校 (現岩国高等学校)・ 旧制山口高校 (現 山口大

学)を経て京都帝国大学 (現京都大学)を卒業しました。

氏は 1932年ロサンゼルス五輪走幅跳で 6位入賞。続く 1936年ベル リン五輪走幅跳で銅メ

ダルを獲得、三段跳では 16m00の 世界新記録で金メダルを獲得 しました。

この記録は、史上初の 16m時代を切 り開く驚異的な大記録であり、五輪記録映画 「民族

の祭典」の監督 レニ・ リーフェンシュタール女史は、「あなたの三段跳は跳躍ではなく飛翔」

と称賛しました。

今年の大会は、6月 3日 (日 )、 維新みらぃふスタジアム (維新百年記念公園陸上競技場)

で開催 され、日本陸上競技連盟のグランプリシリーズに組み込まれたことや、6月 22～ 24

日の 3日 間、第 102回 日本陸上競技選手権大会が同競技場で開催されることなどから、より

充実した大会となることが予想 されます。

今大会も、田島直人氏に続き世界へ羽ばたく選手の出現を願い、月ヽ学生・中学生・高校生

の育成強化を兼ねた大会とします。

大会を成功させるために、例年通 り田島直人記念陸上競技大会賛助会において、賛助会員

の募集活動を行 うこととしました。

つきましては、関係各位におかれましては出費ご多端の折とは存 じますが、何卒賛助会の

趣旨をご理解いただき、ご支援賜 りますようお願い申し上げます。

平成 30年 2月

田島直人記念陸上競技大会賛助会

会  長 、三井 関成

(外役員一同)

岩国市長 福田 良彦

山口市長 渡辺 純忠

山口大学陸上競技部山陸会会長 長沼 清人

山口県立岩国高等学校同窓会長 西村 栄時

事務局長 園田  隆

替 助 全 書 納 入方 法

賛助会費  1回  3千円 (複数回 01回未満も可)

納入方法  同封の払込取扱票により、最寄りの郵便局から払い込みをお願いいたします。

問顧


