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27年度滋賀スポレク陸上競技大会

東近江市布引陸上競技場

颯爽と！

申告タイム順の組分け

選手宣誓は
Ｍ80三宅選手

平 成２７年５月３１日
（日）標 記 大
会が東近江市布引運動公園陸上
競技場で開催され、県内外から集
まった老若男女が日頃のトレーニン
グの成果をいかんなく発揮されました。
前日から心配されていた天気も快晴
となりましたが、風がたいへん強く、短距離のほとん
どが追い風参考記録となりました。
参加者は県外５６名を含め１３０名、最高齢者は
８３歳の樋口元太郎さんでした。
（小学生参加者２６５名）
参加者数は前年比１０％以上の増加でした。マスタ
ーズ陸上が高齢化社会の課題である生涯スポーツ
を牽引していきたいものです。更に滋賀陸上界の将
来を担う小学生の参加が年々増加していることは嬉
しい限りであり、その中から東京オリンピックに出場
する選手が誕生してほしいものです。
本大会で感動したことは２８歳の岡田俊彦さん（兵
庫）が 100ｍで１０秒８９
（追い風参考）の記録を出したこ
とです。今 春、滋 賀 〈県新記録〉
県 出身の桐 生 祥 秀 １５００ｍ（M25）岡本 彰 5'03"29
選 手 がアメリカで９ ５0００ｍ（M25）岡本 彰 19'01"96
弘 7m89
三 段 跳（M75）八代
秒８７（追 い 風 参 考）を 砲 丸 投（M65）樋 口 正 和 11m84
記録した時と同じ興
円 盤 投（M65）樋 口 正 和 39m54
奮を覚えました。多く 〈大会記録〉
の 若 い 人 の 活 躍 が １００ｍ（M8０）三 宅 茂 雄 18"91
30００ｍ（W50）古 家 雅 恵 11'14"40
マスターズ陸上拡大
５0００ｍ（W45）塚 本 和 美18'07"30
のパワーになると思
砲 丸 投（W75）宮前美代子 7m11
います。 (nishizawa) や り 投（M65）樋 口 正 和 32m76

開会式

受付ご苦労様
ただ今準備中
計測中

もの凄い追い風
審判も思わず力が…

老若一緒の女子６０ｍ

風が強すぎ
計測機も不調

小学生男子リレー

保護者も熱心に…

私のまだかな〜？

平成27年度栄章受賞
平成２７年度栄章授賞式が滋賀スポレク祭会場に
て行われました。皆さんおめでとうございました。
功労章／大江良一 中江一男 西村 達
勲功章／西川栄良 宮本崇司 曽野政男 古家雅恵
功績章／中村 守 西湖啓子 吉原聖博 高橋 澄
日本記録章／大江良一（Ｍ60）200ｍ／25 49
川副真斗（Ｍ24-）800ｍ／2 15 04、1500ｍ／4 34 61
宮本崇司（Ｍ45）立五段跳／13ｍ38 尾崎公則（Ｍ70）立五段跳／10ｍ78
県記録章／男子23名 女子13名
（社）日本マスターズ陸上競技連合表彰長期在籍者（２０年連続）表彰／
前田賀屋子 植田 稔 阪下美雪 中島 洋

─ 楽しむ陸上競技を！─

滋賀マスターズ役員総会
５月５日ホテルボスト
ンプラザ草津にて、平
成２７年 度 役員総 会
が開かれました。
２６年 度 事 業 決 算
報告の後、平成２７年度事業計画・予算案・役員
改選案が提案され、了承されました。会員登録など
についての問い合わせが増えてきているとの報告もあ
りました。また、今年度滋賀で開催される全国駅伝に、
全会員が協力
して取り組んで
いくことが確認さ
れました。
総会の後、懇
親会が持たれま
した。(maekawa)

滋賀マスターズ新役員
平成２７年度の新役員の方に就任に当たって
の抱負を語っていただきました。
副理事長・競技委員長／田中弘明

みなさんこんにちは。ここ一番で
頑張らねばと思えば思うほどそうは
ならない。それを体で実感できる今
日この頃です。ここ数年、マスターズ陸上の競技
運営に携わらせて頂いています。年齢順だけで
はなく、クラスを越えたスピード順のレースや高齢
者や女性からの走順への取り組みなど、参加い
ただくみなさんに魅力を感じてもらえるようにいろ
いろな工夫をしてきました。
また、記録係との連携によりスムーズなプログ
ラム編成やスピーディな記録集計に取り組んでい
るところです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

平成２７年度滋賀マスターズ陸上競技研修会開催

７月１９日
（日）東近江市布引運動公園陸上競技場
で標記研修会が開かれました。
大人１９名、小学生２２名、スタッフ１６名、計５７名
で行われ、ウオーミングアップでは金子選手により正し
い動的ストレッチのやり方などが紹介、実践され皆さ
ん納得されていました。その後、種目別に分かれてそ
れぞれのトレーニングに取り組みました。
最後の全員リレーでは大いに盛り上がり、研修会を
(ooe)
楽しく終えることができました。

常務理事・女性委員長／西湖啓子

マスターズには十余年前からお世話にな
っていましたが、女性委員長のお話しを頂
戴し、初めは私にできるかと不安でしたが、
皆さんに助けて頂きながら頑張って行こうと決意しました。
例えば、夏のＢＢＱや忘年会等の行事で会員の交流
を図り、輪が広がっていくお手伝いをさせてもらおうと思っ
ています。そして
「マスターズに入っていて良かった」と多
くの会員さんに感じてもらえるように努力して参りたいと思
います。皆さんどうぞよろしくお願い致します。
常務理事・記録委員長／森上真由美

この度、記録委員長になりました森上真
由美です。これまで陸上競技の選手として
多くの支援を受けてきました。運営側に対
する多大な感謝の気持ちと、一選手としての要望を、諸
先輩方へ相談しながら、より良い方向へ融合していきた
いと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

第3回

50ｍダッシュ王選手権 in滋賀

甲賀市陸上競技場

５月３日、心配していた空模様も雲は広が
っているものの雨の心配はなく、心地よい風
が吹く絶好のランニング日和。２００名を超え
る申込みがあり欠場者がほとんどない中でス
ムースに進行しました。
年代別に行う第１レース、第１レースの結
果により男女年齢関係なく行う第２レースとも
に熱戦が繰り広げられました。
このレースの迫力ある画像が５月１７日の

朝日新 聞の「あさすぽ 滋 賀」の創
刊 号に『５０ m を颯 爽と駆け抜け
る』
と題して大きく取り上げられてい
ます。この紙面は NPO 滋賀マス
ターズ陸 連のホームページにも掲
載していますが、新聞をご希望の
方は三木まで連絡下さい。 (miki)

短距離スウィーツ男子 ＝体重増を気にしながら？＝
─ 今回は守山在住の短距離を中心に活躍されている芝辻悟さん
（42 才）に話を伺いました。郵便局にお勤めで家族は 4 人、中３と
小３の男の子がおられるとのこと。生まれ育ったのは大阪箕面市、
大学以降ずっと滋賀に住んでおられるということです─

陸上を始めたのは？
中学に入学して野球をやりたかったのだけど、野球部が
なかった。特に足が速いわけではなかったが、陸上部
は日曜日が休みということで人気があり、友達の誘いもあ
り入部した。１学年に３０名以上の部員がいて、顧問の
先生からは足が遅いことで
「お前、いつやめるんや」と
退部を促されたこともある。
「やめろ」と言われたら
「や
めない！」との思いが強くなり、速い人へのあこがれ
もあり、３年間頑張った。短距離走に
打ち込み、３年生で初めて公認の
試合に出られるまでとなった。通信
陸上での１００ｍ１２秒１が中学の時
のベスト記録。予選落ちでしたが…。
─ 3 年生時には部員数も約半数と
なっていたとのこと。根性ある！─

その後は？
わざわざ野球部のある高校を選ん
で高校に進学した。ただ、中学 3 年
間を個 人 競 技でやってきたこともあり、
集団での部活動に自分のペースが合わないと感じ、2
年生からは陸上部に転部した。大学でも陸上部に所属、
社会人になってもクラブチームなどでやり続けた。２４歳
の頃に自己ベストの１００ｍ１０秒９
（手動）を出し、県選
手権大会でも２００ｍで３位になれた。 ─ 大学時代にあ
の有名な朝原選手と同学年で春合宿（高知県春野）では宿舎が一緒だ

ったことがあるとか。
（直接話はしなかったそうですが。）また、マラソン日本
記録保持者の高岡選手は同じ大学陸上部の 2 年先輩にあたるそ
うで、なんとおやじギャグをよく言う人だったとのことです！─

マスターズに入ったのは？
３５才から全日本マスターズ大会に出場できるというので、
いきなりというのもどうかと思い、３３才頃にマスターズに
入った。同じ世代の人たちと競い合うのは楽しい！
陸上の魅力は？
陸上競技は勝負だけでなく、タイムで自分の今の力が
見られるところがいい。それでまた目標が立てられ、わ
かりやすい。楽しくやりつつも記録にはこだわりたい。
今後の目標は？
いろんな種目に挑戦してみたい。五種競技には
出てみたいと思っている。 昨年、膝の手術をした
が、その執刀医からロードバイクを貸してもらっている。
それも頑張って取り組みたい。 ４０代がマスターズ
を盛り上げていかねばと考えている。全日本
マスターズ（岐阜）でＭ４０リレーに出場します。
●

●

●

─ 頼もしい 40 代マスターズ若手メンバーの力
強い言葉を聞くことができました─
─ 最後に陸上以外のことでなにかありませんか？
とお尋ねしたところ、
「実は甘いもの好きなんです。」
とのこと。FB でもたまに UP されているそうです。ほ
ぼ毎日欠かさず「スウィーツタイム」があるそうで、夜の 11
時過ぎに寝る前のおやつを欠かさないとか。子ども達には内緒で、
コンビニスウィーツなどを買って帰り妻と二人で食べる優しいスウ
ィーツ男子である芝辻さん。…上の子にはばれているかもとのこ
とですが… 体重を落とさねばと思いつつ食べるスウィーツは最
高ですよね！ 仕事を終えてから練習に励まれているとのこと、ま
た、地域の陸上クラブでのコーチもされていて、陸上漬けの毎日
だそうです。今後も記録に挑戦し続けてください！─ (maekawa)

平成27年度のマスターズ
陸上競技大会など主な予定
(一部未確定も含む)

滋賀県

● 会員健康体力測定

◇10月4日（日） ◇野洲川 栗東体育館
○びわ湖男女駅伝フェスティバル
◇１１月22日（日） ◇希望ヶ丘文化公園特設コース
●会員交流忘年会
◇１2月23日（祝） ◇未定
● インターバル速歩講習会
◇２０１6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
◇２０１6年3月20日（日） ◇希望ヶ丘文化公園
★滋賀マスターズ交流練習会（10：00〜12：00）野洲川
9月5日（土） 10月3日（土） 11月7日（土） 12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。

9月5・6・12・19・21・22・23・27 10月4・17・18・31
11月1・3・7・8・14・15・21・28・29 12月5・12・13・19

※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を。

世界・全国・近畿

●全日本マスターズマラソン選手権大会
◇１0月11日（日） ◇岩手県北上市
●近畿及び兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
◇10月12日（祝） ◇ユニバー記念陸上競技場
◎大阪マスターズ陸上記録会
◇１0月17日（土） ◇ヤンマーフィールド長居
●全日本マスターズ陸上競技選手権大会
◇10月30日（金）〜11月1日（日）
◇岐阜市メモリアルセンター 長良川陸上競技場
◎和歌山マスターズ陸上競技選手権大会
◇１1月15日（日） ◇紀三井寺陸上競技場
◎京都マスターズロードレース大会
◇12月13日（日） ◇鴨川河川敷コース
●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

速報

フランス・リヨンで行われた、世界マスターズ
陸上競技選手権大会の速報です。

M60. 大江良一 ▷1００ｍ ４位入賞 2００ｍ ６位入賞
W55. 前田賀屋子 ▷やり投 ６位入賞

連盟の役員が決定しました
これから２年間、よろしくお願い致します。

・名誉顧問／奥村展三 松田良男
・名誉会長／國松善次 野村政夫
・会 長／木村清衣衞
・副 会 長／小林 優 林 勝彦 田中新人
・顧 問／坂 一郎 森田長喜
・参 与／野尻徳太郎 八幡 宏 南 和雄
・理 事 長／高橋清尊
・副理事長／
統括財務 目片幸三
審判担当 荒川昭治

・常務理事／

ＮＰＯ局長 三木秀雄
競技委員長 田中弘明

総務委員長局長 藤川敦子
ＳＳＤ委員長 岩井雄史
植田 稔
体力開委員長 竹中弘明
夏原正夫
施設委員長 殿城幸雄
村上富夫
森上真由美 道路委員長 松居正治
連責委員長 太田君子
小嶋祐子
連責副委員長 岩越勝己
広報委員長 大江良一
総務副委員長 夏原 かず子
女性委員長 西湖啓子
強化副委員長 中島 洋
栄賞委員長 鷲田 正
財務委員長
強化委員長
審判委員長
記録委員長
普及委員長

・監

事／田寄好男 奥村留美子

マスターズ陸上に参加するには？
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、
３５００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）

夏号

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

手づくり和食 魚 豊
うおとよ

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

野洲店

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

