選手宣誓は
Ｍ65蒲生選手

最高齢は男子８３歳の樋口元太郎
さんと女子７７歳の宮前美代子さんで
した。最近の傾向として、県外からの
参加選手が多く、迎える滋賀県選手
は大奮闘をしました。
小学生のパフォーマンスを見ている
と２０年に迫る東京オリンピックや、滋
賀国体への期待が湧いてきます。更
に、健康でいつまでも競技を続けたい
とつくづく感じました。日ごろからの無
理のないトレーニングにより健康寿命を
延ばしていくことも私たちの課題です。
今後も益々生涯スポーツをマスター
ズ陸 上 が 牽 引し、 陸 上 競 技の輪を
広げていきたいものです。 (nishizawa)

平 成２７年８月３０日
（日）標
記大会が甲賀市陸上競技場
で開 催されました。参 加 者は
２２０名でした。
（小 学 生 参 加
者１０５名）
９時３０分の開 会 式に続き、
男女５０００ｍから競技ははじ
まり、２１競技種目
（トラック１０、
フィールド７、小 学 生４）に
熱 戦 が 繰り広げられ、雨
が 懸 念されましたが、無
事競技は進行し、終了は
１６時でした。

標記大会が１０月１２日
（祝）に開催されました。今回
は全日本の３週間前ということで近畿圏以外のオープン
参加も多く、６４０人に迫るエントリーがあり、急きょ開始
が３０分繰り上げられることになりました。
開会式のあと競技が開始。参加人数の多さにもかか
わらず、滞りなく試合はスムーズに進行しました。
朝から晴 天に恵まれ
ましたが、午 後は一 天
にわかにかき曇り、見て
る間に土 砂 降りに、最
中に競技されていた方
はお気の毒でした。

滋賀からも５４名の参加があり皆さん活躍されました。
中でも２種目に大会記録で優勝した M６５樋口正和選
(ooe)
手に敢闘賞が贈られました。

１０月４日
（日）、７種目
（閉眼片足立ち・反復横
跳・長座体前屈・垂直跳・
握 力・背 筋 力・上 体 起
こし）を行 い、全 国 の 同
年齢の推定測定平均値、
総 合 体 力 年 齢を算 出し、
自分の優れているところ、
弱い部分等を知り、今後の健康維持のためにあるいは
競技力アップのために役立ててもらいます。岩井ＳＳＤ委
員長より分析結果を参加者一人ひとりにデータをグラフ
で、コメント付でもらうことになっています。 (takahashi)

８月２３日
（日）、
「アヤハレイクサイドホテル
（天然芝ビア
ガーデン）」において、毎年恒例の会員交流バーベキ
ュー大会が開催されました。
参加者３５名は、ビー
ル片手に目の前で焼
けていくおいしい肉
や 野 菜をいただき
つ つ、話を弾ませ
ていました。楽しい
夏のひと時を過ごし、
会員相互の交流を深め
ることができました。(maekawa)

フランス開催とあって予想をはるかに上回り、世界９８ヶ国
８,０００名を超える選手が参集しました。日本からは滋賀の
４名を含め１００名余りが出場。私は今回も皆さんのお世話を
しながら個人競技４、混成競技１の５種目に出場しました。
リヨンではホテル以外で wi-ﬁ が利用できず、４つに分散し
た競技場での連絡に大変困りました。不測の事態が生じた
時、旅行社の方にテキパキと処置いただき感謝しています。
そんな中、やり投でサクラメント大会、ブラジル大会に引続
き、３度目の６位入賞を果たすことができたのは何よりでした。
休日もＡＭＡ会議やＷＭＡ会議に出席、残念ながらフラン
ス観光は見送りになりましたが、急遽通訳をお願いした米国
在住の日本人の知人とは、新友から親友さらには心友へと
絆が深まったことに感謝。競技以外にもこういった価値ある
WMA 大会にもなりました。
大会が偶数年開催に変更され、
次回は来年１０月２６日〜１１月６日
にパース
（オーストラリア）で開催
される予定です。私は『自己にチ
ャレンジ』をMOTTOに、継続出
場をと思っています。是非皆さん
も海外大会に参加されてはいか
がでしょうか。（大津市・前田賀屋子）

リヨンで開催された世界大会に初めて参加、とても貴重な
体験をしてきました。わずか４ヶ月前でしたが、テロもなく平和
な旅でした。８月のフランスは日差しは強いものの湿度は低く、
日陰では涼しいくらいです。
予選準決決勝があるので、極力省エネで臨みたいと思っ
ていました。でもトラックはとても柔らかく、手をつくとウニョっと
動くくらい、しかもブロックの角度が高く一番低くしても６０度は
あります。１００ｍ決勝ではその柔らかさでか号砲の瞬間にブ
ロックを蹴ってずらしてしまい、リスタートで助かりました。結果
３位とは０.０２秒差の４位と悔しい結果になってしまいました
が、世界との差がさほど開いていないことに納得しました。
２００ｍでは、さすがに連戦はきつく、決勝は想定していた
タイムに大きく届かず６位に終わってしまいました。
ヨーロッパのお国柄か、マスターズ陸上に
対して関心が高く、観客も概ねうまっていて、
アナウンスの盛り上げもうまく、高齢になるに従
って、特に９０歳以上の組はものすごい大歓
声！ 観客席はスタンディングでの応援でした。
競技終了後は第２の目的地パリに移動し、
凱旋門やオルセー、ルーブルなどを観光、特
に「サモトラケのニケ」には大感激！とてもい
（大津市・大江良一）
い想い出になりました。

１０月３０日
（金）〜１１月１日
（日）岐阜で開催され、参
加者２，
１９６名、滋賀からは５４名で、海外からの参加も
１４名ありました。秋晴れの中、老若男女が日ごろ鍛えた
技術をいかんなく発揮しました。また、再会を手を取って
喜び合うシーンが競技場の所々で見られました。
ナイターで行われた４×１００ｍＲではＭ４０の滋賀チー
ムは３位とわずか０.０１秒差の４位に。もう少しでメダル
でした。 最優秀選手賞は４種目で世界記録を樹立し
た沖縄の M９０亀浜敏夫さん。宮崎秀吉さんの１００ｍ

も観衆から拍手喝采を受け報道陣の輪が出来ました。
参加が増えたことでマスターズ陸上の活力を感じまし
た。超高齢社会において健康寿命を延ばすことが我が
国の課題になっています。マスターズ陸上は生涯スポー
ツの牽引車となり各個人が健康の輪を広めていきたいも
のです。岐阜県の競技運営は素晴らしく特に競技審判
団のフェアーできびきびした判定が大会を引き締めまし
た。岐阜マスターズや関係者の皆さま、ありがとうござい
ました。 (nishizawa)

= 福岡マラソンに参加するため博多に向かう新幹線の中で、成

卒業後は、京大の医局を経て、結婚を機に滋賀に移り
住んだ。子育てで本格的なランニングはちょっと休憩。
ちょこっとランニングを楽しんでいた。

人病センターの婦人科医として、日々医療に携わりながらも、ウ
ルトラマラソンにも挑戦されている宇田さと子さん（守山在住
57 才）にお話を伺いました =

走りはじめたのは？
大学に入るのに８年間浪人していた。２１才の時に風邪
をひき高熱が出る中、受験をしたが、何よりも体力不足
を感じた。受験に耐えられる身体を作らなければと思い、
走りはじめた。最初は歩いて走っての繰り返しだったが、
だんだん走れる距離が長くなり、走るのが楽しくなった。
どんどん距離が伸びた。２年後の２３歳でフルマラソンに
（西脇レディースマラソン）
挑戦、４時間５分で完走できた。
いつも走っていた服部緑地公園でラ
ンニングクラブの人から声をかけられ、
入った。２４歳で篠山マラソンに出
場し、３時 間４４分でゴールし、こ
の記録で大阪女子マラソン
（今で
いう国際）にも出場し、増田明美
さんとともに走った。だだし、練習
不足により１５Kｍでタイムオーバー！
= その後しばらくは受験に集中し、26 歳に

して見事神戸大学医学部に合格されたとのこと =

その後は？
大学入学と同時に
「マラソン同好会」に入った。

= ここで今のご主人と運命の出会いがあったとのこと。
自分から
「入ります」と申し出た女子は初めてだった
ようで、一年先輩のご主人は
「びっくりポン」だったそ
うで、
「この人だ！」と思ったとか思ってないとか =

マラソン同好会では六甲山がホームグランドで、坂道を６
年間走り続けて、鍛えられた。

マスターズに入ったきっかけは？
３人目出産後、体重が増えたので再び走りはじめ
「近江
草津マラソン」に参加した時に小嶋さんに誘われマスタ
ーズに登録するも、しばらくほおっておいた。篠山で４時
間が切れなくて、走る仲間を探していて、２０１２年に再
びマスターズに入る。
（HP を見て）
マスターズに入ってよかったことは？
たくさんの走る仲間に出会えたことが一番大きい。
マスターズにのぞむことは？
もっと若い人にたくさん参加してほしいし、
様々なレベルの人が参加しやすい会に
なったらいいなと思う。
走ること以外では？
そりゃ〜もちろん、阪神タイガースの応援
ですよ！ 年間１０回は甲子園に足を運び、
一塁側スタンドでメガホン持って応援して
いる。金本さん！来季こそお願いしま〜す！
= 最後に
「ゆっくり長く走るのが私に合っているよう

に思いウルトラマラソンにも出るようになった」との

こと。
「今後もゆっくり長くを続けていきたい」と話してく
ださいました。時々一緒にマラソン参加されるご主人、そし
て２人の娘さんの応援のもと、これからも走り続けてくださ
い（ご長男は大分で医学生として頑張っておられるとのこと）
お医者さんとして現役でご活躍の宇田さんが、マスターズの大会
で医務員として控えてくださるのはとても心強いことです。体の
具合が悪くなった時には、よろしくお願いします =

(maekawa)

滋賀県

(一部未確定も含む)

●会員交流忘年会
◇１2月23日（祝） ◇草津市「アノソラノヒガシ」
◎ びわ湖レークサイドマラソン
◇ １6年2月28日（日） ◇大津港−烏丸半島港前
◎ びわ湖毎日マラソン
◇ １6年3月6日（日） ◇皇子山陸上競技場発着
● インターバル速歩講習会
◇ １6年3月19日（土） ◇希望ヶ丘文化公園
● 第28回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
第4回全日本マスターズロードレース大会
◇ １6年3月20日（日） ◇希望ヶ丘文化公園

平成２８年３月２０日
（日）希望が丘で標記の大会
を開催します。長距離陣は上位入賞を目指し、頑
張っています。滋賀マスターズ会員すべての力を
結集して成功させたいと思っています。
競技役員や補助スタッフ等どうしても不足します
ので、特に短距離や跳躍、投擲陣の協力が必要
になります。各連責担当及び村上審判委員長より
声をかけさせて頂きますので宜しくお願いします。
連絡先
０８０ - ４９４６ - ０３８９
（高橋理事長）
０９０ - ３６５４ - ５３９０
（村上審判委員長）

★滋賀マスターズ交流練習会（10：00〜12：00）野洲川
１6年1月9日（土） 2月6日（土） 3月5日（土）
★甲賀市陸上競技場においても、甲賀市陸協・マスターズ交
流練習会を下記日程で行います。

12月5・12・13・19 ʼ16年1月9・10・16・23・30・31
2月6・7・13・14・20・27・28 3月5・6・19・26・27

※甲賀の交流練習会は1ヶ月前までに確認が必要です。
予約していないと他団体が使用する場合があります。
※長距離は毎週土曜日に自主練習も開催。
ホームページでご確認ください。

新しい試みとして、毎月第１土曜の午後、栗東
市野洲川陸上競技場で開催しています。
初心者の方でも大丈夫、みんなで和気あいあい
と行っていきましょう。会場の変更などがある時は
滋賀マスターズのホームページに掲載します。

世界・全国・近畿

●第22回近畿マスターズ駅伝大会
◇ 16年3月5日（土） ◇神戸・しあわせの村

各種大会で、選手自身が申請しない限り公認されない
記録がありますので、今一度ご確認下さい。
記録証のコピー不要の大会

近畿６府県及び日本マスターズ主催の公認大会（混成
競技、
ロードを含む）
記録証or表彰状のコピーが必要な大会

１）近畿圏以外の他県マスターズ主催の公認大会
２）県等の陸上競技協会主催又は主管の公認大会
提出期限は１月７日
（木）まで。表彰状には風速や重量
を記載して下さい。詳細はＨＰをご覧下さい。

マスターズ陸上の大会に参加するには、
まずマスタ
ーズ陸連に登録することが必要です。最寄りの郵便
局にある振込用紙に必要事項を記入の上、
４５００円
の登録料を下記口座に振り込んで頂ければ登録完
了。または、事務局まで電話いただいても結構です。
【振込先】 郵便振替口座 ００９４０−７−１４６４５５
加入者名

滋賀マスターズ陸上競技連盟

【事務局】 TEL／FAX ０77−594−１281 髙橋
（募集要項は連盟のホームページでご覧ください）
表紙イラスト／湯 川 慈 美 編集・デザイン・制作／大江良一
広報委員／大 江 良 一 ・ 前 川 朋 子 ・ 西 澤 幸 雄 ・山口正典

会席料理・仕出し・居酒屋
「旬の味をお手軽な価格で」
がモットー
エステティックルーム

０１２０-８８４-６４５ TEL ０７４８-６２-２１２５

〒５２８-００４２ 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央１６
貴生川駅より徒歩2分

