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　平成２８年８月２１日（日）
標記大会が甲賀市陸上
競技場で開催されました。
参加者はマスターズ２２５
名、小学生８９名でした。
　９時３０分の開会式（選手
宣誓／池田忍選手）に続き、男子５０００
ｍから競技はスタート、２１競技種目に熱
戦が繰り広げられました。計器の故障によ
り一部公認されない記録が発生しました
が、無事１６時には終了しました。
　リオオリンピックで前日、４×１００ｍＲ銀
メダルの興奮をそのままに、リオにも勝るパ
フォーマンスを繰り広げました。さらに競技
場のブルートラックもリオと同じでありオリン
ピックの雰囲気を味わいました。
　最高齢は男子８８歳の山本昭二選手、
女子は８４歳の山口文子選手で、９月に
新潟で開催される全国大会に向かって県
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。
　小学生の競技を見ていると東京オリン
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。
　プログラム最終ページに掲載されてい
た「略語の説明」は非常に役に立つこと
を付け加えます。
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RUNRUNチーム　7位入賞／1:53:30
伊神佐登美　─　木村将弘　─　木村英二　─　塚本和美　─　立入弘人　─　井手橋保　─　川副真斗
FUNRUNチーム　45位／2:15:53
小嶋祐子　─　丸山泰征　─　夏原正夫　─　林　明子　─　中島　洋　─　山本和幸　─　曽野政男

　Perth２０１６世界マスターズ陸上は、１０月２５日夜のオープ
ニングセレモニーでスタート。入場行進など行われた後、花
火に続いてアボリジニの踊り、ジャズバンドの生演奏と続き、
クライマックスはダンスパーティー…これから始まる大会が、ど
れだけ楽しい時間になるかを予感させる圧巻の内容だった。
　大会はメインスタジアムと、サブスタジアム、クロスカントリー
場、投擲場、ハーフ&マラソンコースに分かれて実施された。
まぁこれを見ても世界大会の規模の大きさがわかるというもの。
　私は金メダルを目指すことと、もう一つの目的であるフレンド
シップを実現させる為に、２０日間という日程で参加した。
　望んでいた金メダルはのがしたが、今のやり方を続けて行
けば、必ず取れるという確信を得、未来に希望の光が見え
たので悔しさはありません。フレンドシ
ップの面で威力を発揮したのが、日
章旗への寄せ書き！　コミニケーショ
ンツールとして大活躍。そしてなにより
も大きな収穫は、また会いたい友人が
いっぱいできたこと。本当にほんとうに
楽しい２０日間だった。（栗東市・曽野政男）
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10月26日～11月６日　オーストラリア・パース

(takenaka) 

世界大会結果
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　毎年夏の恒例「会員交流バー
ベキュー大会」が、８月２７日
（土）にアヤハレイクサイドホ
テルにて開催されました。
　夏の夕暮れ時、参加者約
３０名が集い、美味しいお肉
に舌鼓を打ちつつ、会員相互
の交流を深めあいました。

栗東市野洲川体育館

曽野政男（M60）

大江良一（M60）
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　１１月２０日（日）、希望が丘文化公園特設コースに
て開催され、滋賀マスターズからは、RUNRUNと
FUNRUNの２チームが参加し、９１チーム中、７位・
４６位と大健闘でした。７位入賞者たちにはメダルと
賞状が手渡され、笑顔で受け取る仲間たちに、木々
の紅葉と秋空が輝いていました。

　１１月２５日（金）、木村会長、髙
橋理事長に臨席して頂き、曽野選
手と大江選手が、県庁に三日月知
事を表敬訪問し、世界大会の結
果報告をしてきました。多忙を極め
る知事ですので限られた時間でし
たが、とても気さくに質問頂いたり、
激励して頂いたり、終始笑顔のた
えない楽しい訪問となりました。

　世界大会は今回から偶数年に変わり、昨年に引き続いて
の参加となりました。パースはかなり乾燥した気候で風も強く、
寒暖の差がはげしいので朝夕は厚着です。その横を欧米
人はタンクトップに短パンで歩いてます（笑）
　当地は５時には店が閉まります。最初は夕食難民になり、
カップラーメンでしのぐ日も。アゥエイの洗礼を実感しました。
　１００ｍはできるだけ省エネで勝ち上がり、決勝は９０ｍ付
近までトップ独走でしたが最後に差され２位に。でも大満足
の銀メダルでした。２００ｍも同様銅メダル獲得できました。
　リレーは最終日、ライバルのドイツは今大会１００ｍ３位４位
５位の選手を揃え、先行逃げ切り作戦でしたが、日本チーム
も食らいつき、最後に何とかかわして優勝。表彰式で日の丸

に君が代が流れると涙がにじみました。
　大会で感じたことは世界の選手はと
てもフレンドリーで走る前に握手、走り
終えたら握手とお互いを讃え合います。
素晴らしい事だと思いました。皆さんも
一度参加されたらどうでしょう。とてもい
い体験になると思います。　

　１０月２日（日）、会員外も含め１３名での開催となりまし
た。１０月とは思えない、とても蒸し暑い館内でしたが、
國松名誉会長以下全員元気で怪我なく無事に終えるこ
とができました。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頂ければと思います。

日本新

25'16"72（Ｗ60）谷口圭子500０ｍ
６月２６日に開催された、第３２回近畿マスターズ陸上競技選手権で
１位記録の記載もれがありました。

（大津市・大江良一）



=今回、貴生川駅近くにある殿城幸雄さん（64 才）のお宅を訪
問しました。玄関を抜け、左手にあるドアを開けると…そこは素敵
な欧風リビングとなっています。イタリア風調度品の数々をなが
めつつ、話を伺いました=

陸上とのかかわりは？
小学生の時はソフトボールをしていたが、走りは速かっ
た。健康優良児に選ばれたこともある。高校に入学、友
人に誘われ陸上部に入部した。短距離走には自信があ
ったので短距離を始めたが、限界を感じるようになり、
体がごつかったので投てきに転向した。途中から
の種目変更でも「ハンマー投」なら後れを取る
こともないと、ハンマーに専念した。
大学進学後も陸上部に所属し、
記録を大きく伸ばした。その
後教員となったが、ハン
マーから離れることなく、国体
に出場し続けた。２９歳の時に出
場した地元滋賀国体を最後に現役
を引退した。
マスターズに入ったのは？
２０年程前に、役員として手伝っ
て欲しいと言われた。役に立
てればと思い、マスターズに
入る。２０００年から３年間は、
イタリアローマの日本人学校に赴任していたの
で、その間は抜けていたが、帰国後はまた復帰した。
=ここで、興味深い「イタリアローマ」というキーワードが出てき
たので、ローマでのお話を伺うことに・・・=

ローマでの生活は？

ローママラソンに参加し、生徒た
ちの応援を力に最後まで走り切る
ことができた。
＝その時の完走メダルを見せてもらいま
したが、持つと重くてずっしりです。＝
食べ物がおいしい！　イタリア人は
人懐っこく親切！　ただし、泥棒に
入られたこともあるとのこと。楽し
い３年間だったので帰りたくなかっ

た。それで家をイタリア
風にリフォームし、家具も船便で送った。
=なるほど！　素敵な部屋の由来が判明しました。話をし
ながら美味しいイタリア風コーヒーを淹れてくださいました。

“悪魔のように黒く・地獄のように熱く・天使のように純粋で・
恋のように甘い”コーヒーです。イタリア気分を
味わいたい人は「殿城家へどうぞ」とのこと
でした。さて、マスターズの話に戻ります=

マスターズでは今何を？
今年の全日本では雨でサークルが滑り、
二回転が結果的に幸いして3 位入賞でき

た。33 年のブランクがあってもできることに、
何とも言えない喜びを感じる。
=下半身強化のためジムにも通っておられ、「ハンマー
を40ｍ投げたい！」と楽しそうに話されます。そして、他

にやりたいことはあるのですかとお聞きしたところ…「4年
前にやめた喫茶店をまたやりたい。」とのこと。
退職後「カフェＢ・Ａ」を開いておられ、美味しいランチをいた

だいたことがあります。「是非やってください！行きます！手伝い
もします。」今でも地域・学校教育などに日々お忙しくされている
中、夢が広がるお話をいっぱいしていただきました。また、美味し
いコーヒー、よろしくお願いしま～す= (maekawa) 

＝イタリア風・殿城家＝

(nishizawa) 

新潟デンカビックスワンスタジアム
　　９月１７日（土）～１９日（祝）標記大会が新潟デンカ
ビックスワンスタジアムで開催されました。国内外から２，
０８１名、滋賀県からは３１名の参加で行われました。
　２４歳以下から９０歳クラスまでエントリーがあり３日間、
時折降る小雨をもろともせず、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。１７、１８日にはナイター
競技が行われました。また、再会に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。
　ビッグスワンスタジアムは名前の通り大きく 立派な競技
場であり、リオオリンピックの競技場に勝るとも劣らないも

ので、ここで試合
をできることは大
変幸せなことだと
感じました。滋賀
県チームはいつも
の常連に加えて
若い選手がたくさ
ん参加し活気ある

湖国滋賀をおおいに
アピールしました。特
に４００ｍリレーでは
大健闘しました。
　マスターズ陸上
は、試合の勝ち負け
や記録も大事です
が、それ以上に健康
寿命のレースです。
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。
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◆主な記録　〈１位〉

〈M50・4×100ｍＲ（2位）／左から寺本、奥村、大江、木村会長、東の各選手〉

〈M45・4×100ｍＲ（4位）／左から西川、横江、荒川、岡本の各選手〉

１９８１年　びわこ国体にて



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

世界・全国・近畿
●第23回近畿マスターズ駅伝大会
　　　◇’17年3月4日（土）　◇長居公園周回道路

平成２９年３月１９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。

第２９回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝

連絡先　０８０-４９４６-０３８９（高橋理事長）
　　　０９０-３６５４-５３９０（村上審判委員長）

≪マスターズ公認記録≫
マスターズが主催または主管する大会では、主催連盟
が出場者の記録公認手続きをまとめて行いますが、陸
上競技協会や実業団、公認のマラソン大会等の記録
をマスターズ公認記録とするには自己申請が必要です。
詳しくはホームページをご覧下さい。
≪滋賀県最高記録≫
２０１６年１月１日～１２月３１日に開催された大会から、
各種目・各クラス毎の暦年県最高記録を更新・創設
した記録を精査し、翌３月末頃に『２０１６年県記録表』
として滋賀マスターズHP 上で公表します。
世界・全日本・近畿圏マスターズの大会を中心に、
こちらで入手できた更新・創設記録をHP へ随時掲
載しますので、その他の大会で出された記録や漏れ・
誤記がありましたら、１月１５日までにお知らせ下さい。
その際、記録証コピー・賞状コピー・結果一覧など、
記録の詳細がわかるものをご提示下さい。

　W７５宮前選手が、関西テレビの「よ～いドン」
（１０月６日放送）に登場し、「となりの人間国宝」に
認定されてました。こんな機会が多くなって、もっと
広くマスターズをアピールできたらいいですね。

★会員交流練習会（10：00～12：00）野洲川　

★短距離練習会（13：00～16：00）野洲川
　　　　　　　　　1月9日（祝）この日は２０１７ｍ走る会を行います　
　　　　　　　　　2月4日（土）　3月4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
●　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


