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　平成２８年５月２９日、甲賀市陸上競技場にて、スポレク・マスターズ
陸上競技大会が開催されました。爽やかな青空のもと、木村会長の
挨拶に続き、宮前美代子選手による力強い宣誓がありました。
　２０代の選手から８０代の選手が県内外から１４１名が参加、さらに
小学生２３２名の参加がありました。最高齢参加者は、男子の樋口元
太郎さん８４才、女子山口文子さん８３才です。競技は順調に行われ、
運営もスムーズで、会場内では熱戦が繰り広げられ、応援の声で大い
に盛り上がりを見せたのでした。
　短距離では年齢別ではなく、昨年より申告記録による組分け方法を
取り入れた結果、県内外から多くの選手が参加するようになりました。
また、若い層の参加が増え、新規登録者も増加、大会の中でアドバイ
スしあうなど、情報交換の場ともなっていました。
　競技役員補助として、水口中学陸上部
３０名がきびきびとした仕事ぶりを見せてく
れて、運営をサポートしてくれました。
　なお、参加選手たちがそれぞれの種
目で活躍する中、投てき３種目で県新記
録を更新されたＷ６０の前田賀屋子さん
が大会優秀賞に選ばれました。

(maekawa　撮影yamaguchi) 



功労章／夏原かず子　太田君子　前川朋子　 
勲功章／塩貝光生　薮内　悟
功績章／蒲生久男　西村順三　東　浩一　萩尾正博
日本記録章／塩貝光生（Ｍ65）立五段跳／11m70
県記録章／男子30名　女子6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／
西澤幸夫　山本和幸　林　勝彦

　平成28年度栄賞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す。

(maekawa) 

　５ 月５日
（祝）ホテル
ボストンプラ
ザ草津にて、
平成２８年度
役員総会が
開かれました。
　２７年度事
業決算報告の後、平成２８年度事業計画・予算案
が提案され、了承されました。２７年度の全国駅伝開
催結果の報告もおこなわれ、引き続き２８年度全国駅
伝開催に向けて、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。
　また、総会後は懇
親会が持たれ、会員
相互の親睦が図られ
ました。

ヤンマーフィールド長居陸上競技場
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　標記大会が６月２６日（日）に開催されました。当日は
好天に恵まれ、日本新記録が６つ、大会新記録が４２も
誕生しました。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が、短距離陣には組によ
っては強い向かい風に悩まされる大会となりました。
　滋賀からは２７名の
参加があり皆さん大活
躍。やり投に日本新記
録で優勝したM２５長
谷川直規選手に敢闘
賞が贈られました。

　基本的に毎月第１土曜の午後、栗東市野洲川陸
上競技場や皇子山陸上競技場で開催しています。
　初心者の方でも大丈
夫、みんなで話し合って
相談しながらメニューを
決めたり、最近は若い女
の子の飛び入りがあった
りで、和気あいあい。
　日時や会場の変更な
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。

　’０８年のスポレク滋賀大会を機に始まった日韓スポ
ーツ交流事業も８年目を迎え、本年度の事業として
韓国済州島の「平和の島 全国区間競走大会」へ
の参加者を募集します。今年は済州島の東半分の
非常に風光明媚な海岸沿いを１０名で走る予定で
駅伝とは異なる制限時間内での区間競走です。
■２０１６年１１月１１日（金）～１３日（日）
出発：１１月１１日（金）　京都駅集合　ソウル経由で済州島
大会：１１月１２日（土）　10区間／約92km　
　　　スタート（ソギポ）　８時頃～ゴール（チェジュ）１７時前　
帰国：１１月１３日（日）済州発１２時頃
　　　ソウル経由で関西空港へ（現地解散）
■募集人数（クラスと距離）（詳細距離不明）
選手団：13名程度（選手男７名、女3名、監督、通訳他）
■申込期限：９月末　（担当：三木）　
　メール：info@nposhigamasters.versus.jp
■参加費用：４万円（自宅から京都駅の費用は個人負担）

Ｍ60大江選手300ｍＨ



(miki) 

　５月４日（祝）絶好のランニング日和の
中、第４回の５０mダッシュ王選手権
in 滋賀大会が水口スポーツの森で行
われました。
　参加者数は定員数には届いていな
いものの、年々少しずつ増えてきており、
１歳の矢野君から７８歳の國松名誉会
長までの２４０名が、老若男女を問わず
熱戦を繰り広げました。
　高槻市から参加された藤井選手が、
６秒０４（合計１２秒１２）と、これまでの記録を大幅
に更新したほか、ほとんどの部門で記録が更新さ
れました。また、今回初めて、表彰式までの時間

を４００mリレーに充てたのはよかったのですが、
運営方法に一考が必要だと感じましたので、皆さ
んからのアイデアを募集します。

　─今回は、大津石山にある東レ中央研究所を訪ね、木村将弘さ
ん（５３才）にお話を伺いました。研究所長である木村さんは、滋
賀マスターズ会員になって５年、妻・長男・長女そしてワンちゃ
ん一匹とともに京都にお住まいです。ランチをいただきながらの
インタビューとなりました─

走り始めたきっかけは　？
　’１０年、体重が７８㎏となり、ダイエットと生活改善のため
に鴨川を１～２ｋｍ走り始めた。そんな時に、同じ職場の
三宅徹さん（滋賀マスターズ）に「トラックを走ってみない　？」と
声をかけられ、’１１年春のスポレク滋賀・１５００ｍ走に
参加した。この時、マスターズのメンバーと出会う。翌年、
マスターズに所属して練習会にも行くようになった。
走っていて良かったことは　？
仲間と出会えて、故障もなく走れていること。そして、何
といっても加古川マラソン大会でサブ３を達成したこと。
＝この時に書いた手記を見てくださいということでし
たので、一部抜粋します＝
「北海道マラソンでの痙攣、神戸マラソン
での後半沈没に続いての今期３回目の
マラソン。いつも応援いただいている
のに、なかなか結果が出せず　…中略　
　…　当日、多くの応援メールをいただき、
気持ちも高ぶる中、「自分なりに、リラッ
クスして走り切る」ことをテーマに出走。
ハーフまで順調　（２１ｋｍ：１：２８：５４）。
　ハーフで少し疲れを感じて、ペースダウン。こ
のまま失速していくのかと思いつつ、気持ちを切り
替えて頑張ることに。初めて３５ｋｍを自分のペースで走
れた喜び　！　でも息が苦しくなってきた（３５ｋｍ：２：２８：５７）。
　３５ｋｍ手前で応援を貰って元気に。ここで、「絶対行ける　！」と気
合を。しかし風と雹が降ってきた。３５ｋｍ過ぎから４分１０ペースと
決めていたのにペースが上がらない　！　３６ｋｍごろから英二さんに
遅れること100ｍくらいに　．．．沈没が脳裏によぎったが、仲間か
らの朝メールを思い出し　…　中略　（仲間の顔が次々と浮かぶ）…　と、
なんと、英二さんに３７ｋｍ付近で追いついた　！　声を掛け合って走

り、４０ｋｍに近づいたころ、英二さんと顔を見合わせて、お互い
の顔色で気がついた。このままだとサブスリーできないかも、と
いうか厳しい現実　！　（４０ｋｍ：２：５１：１４）。
　英二さんの「イケー」の声とともに、ギアチェンジでダッシュ　！　
たぶん３分４０秒台でぎりぎりか。何も考えず走ろう　！　４１ｋｍの
表示が見えた．．．でも、もうだめ．．．スピードが緩んだころ、遠く
からもしっかり見てくださってるんですよね、「イケー」の声。また
ギアが入ったぁ　！　４１．５ｋｍ付近でまた怪しく　．．．でも、後ろから
「イケー」の声．．．体が熱くなってキター　！　走れるぞー。．．．
　そして電光掲示板が見えてきた　．．．めがねが曇ってよく見えな
い　残り１００ｍくらい　．．．見えた　．．．2時間 59分の文字、秒
は　？　ゴール手前で40秒台の文字。ヤッタァー走り切ったぁ　！　
興奮とゴールがよくわからず、ゴールを突っ切ってしばらく走り続
けました　（４２．１９５ｋｍ：２：５９：４８）。
　今回は、いつも以上にマスターズの仲間の応援を感じることが
できたのが勝因と思います。これからもよろしくお願いします。」
　マスターズ忘年会でサブスリーを報告できる幸運にも
感謝！　マラソンの奥の深さをこれからも探求したいと
思います。新たな目標に向けて、次は？　もちろん．．．

　日々の楽しみは　？
絵が好きで美術館巡りを楽しんでいる。
─描くことも好きで、小中学生時代は展覧会に入
選したこともたびたびあったとのこと─
仕事で世界に行くことが多く、出帳ラン
を楽しんでいる。ライン川では朝の４
時から走り、ロンドン橋の夜は怖くて、
タイでは犬に吠えられ、アメリカでは
ボストンマラソンコースを走って　…ロ
ブスターがおいしい！　イタリアではシ
チリアオレンジを食べ（最高！）　オースト

ラリアではシドニーマラソン凸凹コースを走り…
─幼い頃から親の仕事の関係で日本各地の生活を経験され、今
は世界を巡られているとは、なんともうらやましい！　これからも、
世界各地の話を聞かせてください。研究者として仕事をこなしな
がら走ることを楽しむ木村さん、ますますのご活躍を！─ (maekawa) 

ファミリーの部入賞者



広報委員／大江良一・前川朋子・西澤幸雄・山口正典
表紙イラスト／湯川慈美　編集・デザイン・制作／大江良一

(一部未確定も含む)

　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）

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 

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

エステティックルーム

野洲店

★会員交流練習会（10：00～12：00）野洲川　
★会員短距離練習会（13：00～16：00）野洲川
　9月3日（土）　10月1日（土）　11月5日（土）　12月3日（土）
★会員投てき練習会（10：00～12：00）甲賀市陸上競技場
　9月17日（土）　　10月15日（土）　11月19日（土）
※甲賀市陸上競技場においてはマスターズ会員が競技場を
使用しての練習ができるようにしてもらっています。練習可能
日は滋賀マスターズホームページをご覧下さい。
※長距離は毎週土曜日に自主練習もやっています。短距離は
都合により日程・場所が変更になる場合があります。詳しくは
ホームページをご覧頂くか、下記担当者に問合せ下さい。
長距離／中島（080-6157-4121）　短距離／東（090-5015-2985）
投てき／殿城（０９０-６９８５-２１３７）　甲賀／太田（０８０-１４３０-０６０１）

滋賀県
●　会員健康体力測定
　　　◇10月2日（日）　◇栗東市　野洲川体育館
○びわ湖男女駅伝フェスティバル
　　　◇１１月20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
●　第29回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
　第5回全日本マスターズロードレース大会
　　　◇２０１7年3月19日（日）　◇希望ヶ丘文化公園

世界・全国・近畿
●全日本マスターズ陸上競技選手権大会新潟
◇9月17日（土）～19日（祝）　◇デンカビックスワンスタジアム
◎兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇10月10日（祝）　◇ユニバー記念陸上競技場
◎和歌山マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇１0月15日（土）　◇紀三井寺陸上競技場
◎大阪マスターズ陸上記録会
　　　◇１0月15日（土）　◇ヤンマーフィールド長居
◎京都マスターズ陸上秋季記録会
　　　◇10月16日（日）　◇山城運動公園陸上競技場
●世界マスターズ陸上競技選手権大会
◇10月26日（水）～11月6日（日）　◇オーストラリア・パース

　今回も栗東市野洲川体育館にて開催します。
測定された記録は全国同年代との比較総合体
力年齢を算出され、後日郵送されます。
　会員以外でも参加できますので、ぜひ多くの
方のご参加をお待ちしています。
10 月 2 日（日）１３時～１6 時頃
参加費／５００円

木村清衣衞会長が　
（公社）日本マスターズ陸上競技連合の　

6月総会において、副会長に就任されました。

　Ｍ６０大江選手が、びわ湖放送のニュース＆
情報バラエティー「キラりん滋賀」（７月２９日放送）
に登場し、マスターズをアピールしました。
もっとこんな機会が多くなって、広く一般の方々に
も知って頂けたらいいですね。


