2018 年 11 月 9 日
著作権フリー画像へのリンクを文末に掲載しています

AIMS、「最優秀マラソン選手賞」授賞式を
マラソンの故郷ギリシャ・アテネで開催
エリウド・キプチョゲ選手とグラディス・チェロノ選手が、
2018 年 AIMS 最優秀マラソン選手賞を受賞。

国際マラソン・ディスタンスレース協会（AIMS）は、ケニアのエリウド・キプチョゲ選
手とグラディス・チェロノ選手が、今夜 2018 年 AIMS 最優秀マラソン選手賞の男女受賞
者として表彰されたと発表しました。

両選手の輝かしい成績は、マラソン生誕の地ギリシャ・アテネで本日 2018 年 11 月 9 日
（金）の夜に開催された第 6 回 AIMS 最優秀マラソン選手賞授賞式にて表彰を受けまし
た。

エリウド選手とグラディス選手は、AIMS 選手選考委員会により 2017 年 10 月 1 日～2018
年 9 月 30 日の期間における傑出した選手として選出されました。

エリウド・キプチョゲ選手（ケニア）は、4 年連続での AIMS 最優秀マラソン選手賞の受
賞となりました。34 歳のエリウド選手は、2017 年の特別なフォームを 2018 年にも継続
しました。ロンドン・ベルリン両大会で優勝するなど、2018 年のマラソン界において無
敗を誇りました。ベルリンでの優勝タイム、2 時間 1 分 39 秒は世界記録に認定されまし
た。これは前の記録を 78 秒縮めるもので、過去 50 年間で最大の更新幅です。

一方、グラディス・チェロノ選手（ケニア）が AIMS 賞を受賞するのは今回が初めてで
す。9 月 16 日のベルリンマラソンにて、ルティ・アガ選手（2 時間 18 分 34 秒）やティ
ルネシュ・ディババ選手（2 時間 18 分 55 秒）を上回る、2 時間 18 分 11 秒の世界最高水
準のタイムで優勝しました。

エリウド・キプチョゲ選手のコメント
「AIMS 最優秀マラソン選手賞の受賞者となることができ嬉しいです。今年の成績を大変
誇りに思っています。このような栄誉を頂き、AIMS やその会員、スポンサーの皆さんに
感謝します。」

グラディス・チェロノ選手のコメント
「マラソンの故郷であるアテネの地で、AIMS 会員やスポンサーを代表する AIMS より賞
を頂けることを誇らしく思います。このように表彰していただけて大変光栄です。」

AIMS 会長、パコ・ボラオ氏のコメント：
「エリウド選手とグラディス選手は 2018 年の突出した候補者でした。AIMS447 会員を代
表し、ギリシャ・アテネのマラソンファミリーの前でお二人の素晴らしい成績を表彰す
ることができ光栄です。」

最優秀マラソン選手賞授賞式では、他の賞の授与も併せて行われました。各賞及び受賞
者は下記の通りです。

《AIMS 特別功労賞》
AIMS 特別功労賞が、ランニング界における二人の歴史的アイコン、帖佐寛章氏とホース
ト・ミルデ氏に贈られました。

帖佐寛章氏（88）は 1991 年～2010 年に AIMS 会長職を務め、36 年の協会史上最長となる
任期を全うしました。また、日本陸上競技連盟（JAAF）において、副会長を含む要職を
歴任しました。

ホースト・ミルデ氏（80）は、ベルリンマラソンを 1974 年に創設しました。また、ベ
ルリンマラソンを 1982 年の AIMS 設立メンバーに加え、第 3 回 AIMS 世界会議（1983
年）をベルリンにて開催しました。さらに、1999 年～2010 年には AIMS 理事を務め、ラ
ンニングスポーツの発展に多大な貢献をしました。

ホースト・ミルデ氏のコメント
「私と私の家族にとって、この賞を頂くことは大変光栄です。ランニングは私の人生そ
のものであり、家族とは情熱を分かち合ってきました。この賞を私の家族に捧げま
す。」

帖佐寛章氏のコメント
「このような形で表彰していただき大変光栄です。この賞をいただき大変恐縮していま
す。受賞を決定くださった AIMS の皆さんに感謝します。私の妻と家族に対し、長年のサ
ポートにお礼を伝えたいです。また、選手やマネージャー、そして人々が楽しめるラン
ニングイベントを実現するため舞台裏で働くスタッフやボランティアの皆さんにも改め
て感謝申し上げます。」

AIMS 会長、パコ・ボラオ氏のコメント
「帖佐寛章、ホースト・ミルデ両氏の努力と献身、才能なくしては、AIMS が今日のよう
な世界をリードするランニング組織となることはできませんでした。両氏とも AIMS 特別
功労賞受賞に大変ふさわしい方です。」

《AIMS 環境賞》
スイスシティマラソン・ルツェルンは、その環境活動への姿勢と取り組みにより AIMS
環境賞を受賞しました。大会参加者はスイスランナーズチケットを利用することで、ス
イス全土から大会会場までの往復交通費が無料となります。また、街の消火栓には清潔
な飲用水が供給されており、そのままランナーの給水ポイントとして利用されていま
す。

スイスシティマラソン・ルツェルンは参加者に対し、レース参加登録時に CO2 補償への
寄付をするオプションを設け、「Oberallmeindkorporation（OAK）」社が運営する森林
保護のスイスプロジェクトを支援しています。

スイスシティマラソン CEO、レト・ショルノ氏のコメント
「このような賞を頂き大変光栄です。私たちの大会ランナーが無料で公共交通機関を利
用できたり、ランナーの多くが森林育成に協力していたりといった、私たちの環境への
取り組みを誇りに思います。賞をくださった AIMS とその会員の皆さんに感謝します。」

AIMS 会長、パコ・ボラオ氏のコメント
「AIMS を代表し、スイスシティマラソン・ルツェルンのアテネでの受賞を歓迎します。
持続可能なレースを開催するという彼らの志は、今後も成功し続けるでしょう。」

《AIMS 社会貢献賞》
ベオグラードマラソンは、その障害とともに生きるランナーの支援等の社会的取り組み
が認められ、2018 年 AIMS 社会貢献賞の受賞者となりました。

ベオグラードマラソンは、「ベオグラードマラソンのヒーローたち」というプログラム
を展開し、過去 4 年間にベオグラードマラソン完走という挑戦を克服した何十人もの障
害とともに生きる人々を表彰してきました。

さらに、ベオグラードマラソンは、女性に妊娠中や出産後の安全な運動の重要性を啓蒙
する「ママ・フィット」というプログラムも支援しています。2018 年には 500 人以上の
妊娠中または出産を終えた女性とその家族がベオグラードマラソン・ファンランに参加
しました。

ベオグラードマラソンのレースディレクター、デヤン・ニコリッチ氏のコメント
「ベオグラードマラソンは長年にわたり社会的活動、特に障害とともに生きるランナー
に対する活動に重点を置いてきました。また、ママ・フィット・プログラムは大変好評
をいただいており、これはスポーツが重要な社会貢献や健康について発信する優れた媒
体であることを示しています。」

AIMS 会長、パコ・ボラオ氏のコメント
「レースには、スポーツへの参加を通してコミュニティ全体を一つにする力がありま
す。ベオグラードマラソンは、『ベオグラードマラソンのヒーローたち』や『ママ・フ
ィット』という革新的なプログラムにおいて、近年この実現に大成功を収めています。
今後のさらなる成功をお祈りします。」

AIMS 最優秀マラソン選手賞授賞式について
AIMS 最優秀マラソン選手賞授賞式の目的
１．AIMS 最優秀マラソン選手賞を通して、その年の男子および女子の最優秀マラソン選
手を発表し、表彰すること。
２．類まれな選手及び関係者のマラソン発展への貢献を称え、表彰すること。
３．環境や社会貢献活動を賞する特別賞設立により、AIMS 会員（450 大会以上のレース
ディレクター）の取り組みやイニシアチブを発信し、促進すること。
４．AIMS の役割やプログラム、サービスを強化すること。

授賞式は、2018 年 11 月 9 日（金）にギリシャ・アテネにて、ギリシャ政府観光局及び
アテネ国際空港の支援により、ヘレニック・アスレチックス・フェデレーション
（SEGAS）、アテネマラソン・オーセンティック、並びにアッティカ地方との共催で行わ
れました。

AIMS について
AIMS は会員制組織で、1982 年の設立以来その加盟大会は 117 以上の国と地域にわたる
447 を超える世界的な長距離レースにまで拡大し続けてきました。AIMS 加盟大会は地球
上全ての大陸にわたり、例えば紀元前 490 年にペルシア人が「マラトンの戦い」に敗北
したことを告げるため、ギリシャの兵士フィディピディスがマラトンからアテナイまで
を駆け抜けたとされる伝説に基づきつくられた「アテネマラソン・オーセンティック」
も加盟大会の一つです。その他、北京、ベルリン、ボストン、シカゴ、コムラッズ、ニ
ューヨーク、パリ、東京マラソンといった世界史上最大規模の長距離走大会の多くが
AIMS に加盟しています。AIMS の主要目的は、以下の 3 つです。
1. ディスタンスランニングを世界中に広め推進すること。
2. 国際ロードレースに関するすべての事柄において、国際陸上競技連盟（IAAF）
と連携・協力すること。
3. 協会の会員間で情報や知識、専門技術を交換・共有すること。

編集者への注
ご使用いただける以下の画像を提供いたします。

・AIMS 最優秀マラソン選手賞を手にするグラディス・チェロノ選手。
この画像のダウンロードにはこちらをクリックしてください。
（ダウンロード URL: http://urx3.nu/NMUK ファイルサイズ:約 800KB）

・AIMS 最優秀マラソン選手賞を手にするエリウド・キプチョゲ選手。（エリウド選手は
授賞式を欠席したため、写真は 2015 年に同選手が最優秀マラソン選手賞を受賞した際
の夕食会のもの）
この画像のダウンロードにはこちらをクリックしてください。
（ダウンロード URL: http://urx3.nu/NMUM ファイルサイズ:約 1MB）

・AIMS 特別功労賞：ホースト・ミルデ氏（ベルリンマラソン創設者）（ドイツ）。
この画像のダウンロードにはこちらをクリックしてください。
（ダウンロード URL: http://urx3.nu/NMUP ファイルサイズ:約 750KB）

・AIMS 環境賞：スイスシティマラソン・ルツェルン。左から右に、ヨースト・ハフィラ
ー氏（社長）、レト・ショルノ氏（CEO）。
この画像のダウンロードにはこちらをクリックしてください。
（ダウンロード URL: http://urx3.nu/NMUT ファイルサイズ:約 1MB）

・AIMS 社会賞：ベオグラードマラソン、デヤン・ニコリッチ氏（レースディレクタ
ー）。
この画像のダウンロードにはこちらをクリックしてください。
（ダウンロード URL: http://urx3.nu/NMUX ファイルサイズ:約 800KB）
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