都道府県対抗駅伝福島県チーム前監督

略歴
安西秀幸さん

福島 大好き新聞
五輪候補よりうれしい県チーム入り

全国都道府県
対抗男子駅伝
福島県の成績

１９９６年～
２０１８年

第１回 ５位
第２回 ３位
第３回 １６位
第４回 ２位
第５回 １５位
第６回 １９位
第７回 ７位
第８回 ４位
第９回 １４位
第10回 １０位
第11回 ２８位
第12回 ２１位
第13回 ９位
第14回 ５位
第15回 ２位
第16回 １５位
第17回 ３４位
第18回 ２３位
第19回 ６位
第20回 ２０位
第21回 ６位
第22回 ２８位
第23回 ９位

1985年９ 月１ ８ 日生まれ（ ３ ２ 歳）
河沼郡河東町（ 現会津若松市河東町）
出身。会津高校から 駒澤大学に進み陸
上競技部主将を務め、箱根駅伝で総合
優勝を 果たす。実業団駅伝の名門・ 日
清食品グループでは全国実業団駅伝
で 優勝し た。４ 年前に農業資材販売を
営む実家の安西商会を継ぐ ため会津若
松市に 戻り 、全国都道府県対抗駅伝の
福島県代表チーム監督を務めた。

□主な戦績
＜会津高校時代＞
・ 2003年
県高体3000ｍ障害で優勝
＜駒澤大学時代＞
・ 2006年 (かっこ 内は安西さ んの成績）
箱根駅伝５ 位（ ７ 区１ ７ 位）
出雲大学駅伝５ 位（ １ 区１ 位）
全日本大学駅伝優勝（ ４ 区２ 位）
・ 2008年
箱根駅伝総合優勝（ ５ 区２ 位）
＜日清食品グループ時代＞
・ 2012年
全日本実業団駅伝 優勝（ ７ 区５ 位）
＜福島県代表監督時代＞
・ 2017年 全国都道府県対抗駅伝２ ８ 位
・ 2018年 全国都道府県対抗駅伝 ９ 位

「普段から姿勢に気を付けて」

安西さんの走り方レッスン

感謝を力に

分かりやすく走り方を教えてくれた安西さん

安西秀幸さん語る

駅 伝 王 国 福 島 県 が 速 いひ み つ

「どこよりも強い古里への思い」

チーム
会津っ子

安西秀幸さんにレッス
ンを受けたところ、全員
体幹がずれていると言っ
ていた。
直すには毎日の勉強で
も姿勢を正しく保つ こ
と、一日に腹筋を千回す
ること、普段から骨盤に
体重を乗せる意識が大切
だという。安西さんの走
りは、足音がバタバタせ
ずとても静かだった。
速くなるのに必要なの
は「能力」か「努力」。
安西さんは「努力」で速
くなったという。
（相原匠翔）

「古里を思う選手たちこそ福島の力」。都道府県対抗駅伝福島県チーム前
2）＝会津若松市＝は、毎年上位を狙う福島県の強さ
監督の安西秀幸さん（3
の理由を語った。駒澤大学で箱根駅伝総合優勝、実業団駅伝でも全国優勝し
ている安西さんは駅伝の魅力と厳しさを話してくれた。（チーム会津っ子）
ができた。それは、大八
木監督の恩返しとな っ
失敗乗り越え 恩返し
た。（渡辺功夢）
福島県はなぜ駅伝が強 だ。中学、高校の選手は た」
という。
福島県には、
0㌔を１日おきに３
いのかという質問に安西 足が速い人もまだいい記 安西さんはじめ、佐藤敦
安西さんが今まで一番 午後2
さんは「福島県の選手は 録のない人もみんなで練 之選手（会津高出身）
や今 悔しかったのは、駒澤大 週間続けた。休みの日も 小 学 時 代 の 安 西 さ ん
5㌔、午前中0㌔、
古里への思いがとても強 習する。一つの学校や、 井正人選手（原町高出身） 学の箱根駅伝５連覇がか 朝0～1
1
2
5㌔は走った。練習 足 は 速 く な かった
い」と話した。これはほ 地域だけでなく県全体の ら五輪候補選手がたくさ かっているとき、思うよ 午後1
かの県にはないものだ、 強さを目指したのが強さ んいた。でも駅伝の福島 うに走れず優勝を逃した 量は社会人にも負けない
安西さんの小学校時代
だから駅伝が強いのだと の秘密だそうだ。
県代表の社会人はたった ことだ。それでも駅伝を 自信があった。
主将になった４年生の は足の速さは「学年の中
いう。
安西さんは「オリンピ ２人。五輪候補になるよ やめなかった。それは、
福島県の強さには、ほ ック選手に選ばれるより り福島県チームに入るほ 陸上選手では無名だった ときには、夏の合宿で駅 でも半分より下の方」だ
かにも理由はあった。そ も、福島県の駅伝チーム うが難しかった。
自分を大学に迎えてくれ 伝メンバー全員が、１日 ったという。
0㌔走り込むメニュー
れは、県全体の取り組み に入れたのがうれしかっ
（佐藤双葉） た大八木弘明監督（会津 に8
カレーが好き
若松市出身）への恩返し を達成できた。そして、
その年の箱根駅伝では、
好きな食べ物は、カレ
をしたかったからだ。
大学のときの練習時間 ３年ぶりに優勝すること ーだったそうだ。安西さ
0㌔、
0㌔、
午前中4
は、
朝2
駒澤大学のユニホームを見せてくれた安西さん

２０１８（平成３０）年８月２日（木）

福島 大好き新聞

んは、今もカレーが好き
だ。サッカーも好きで、
小学４年から中学３年ま
でサッカーをやっていた
そうだ。

夢はパン屋さん

小学校のころの夢は、
陸上ではなく、パン屋さ
んだった。得意な教科は
算数で逆に嫌いなのは国
語。体育では陸上ではな
く、水泳が好きだったそ
うだ。
足が速くなかった安西
さんが陸上を始めたきっ
かけは河東中３年の と
き、全会津の駅伝大会で
上位に入ったからだ。
今の小学生へは「自分
はこうなりたいと強く思
うことが大事」と伝えた
いという。（渡部隆矢）

私たちが作り ま し た

チーム会津っ子
（写真右から）
相原匠翔 松長小５年
渡辺功夢 一箕小６年
佐藤双葉 東山小５年
渡部隆矢 城西小５年
（手にしているのは、
安西さんの箱根駅伝
総合優勝カップ）

