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希望が丘文化公園
出るの早い！

開始式

スターターは野洲市長

３月１９日
（日）標記大会が、希望が丘文化公園陸上競技場を
発着点とした特設コースで開催されました。
春の日差しが降り注ぐ絶好の駅伝日和の中、木々と芝生で包ま
れる希望が丘に、全国からの参加者を迎えることができました。
ゲートを出ます

男子スタート

男子1位ゴール

男子の部に２５チーム
（＋テグ１チーム）、女子の部に１８チーム、
エルダーの部に２８チームの参加があり、地元開催ということで滋
賀からは、男子２チーム、女子１チーム、エルダー２チームが参加。
昨年を大きく上回るチーム数での熱戦が繰り広げられました。
激戦です

2走から3走へ

エルダーです

各チームとも力走を見せ、大声援の中、タスキをつなぎました。
滋賀は男子の部では昨年に続き 8 位入賞、女子の部では昨年
を上回る 4 位入賞という好成績を残すことができました。またエル
ダー２チームも頑張りました。
ロードスタート エルダーＡチーム

同Ｂチーム

小学生も元気です

続いて、ロードレース大会５Kｍ・３Kｍの部があり、滋賀マス
ターズからも入賞者が多数出ました。その後、県内小学生招待
駅伝が行われ、6 チームが参加し、熱戦を繰り広げました。小学
生の力走に盛んに声援が送られていました。

閉会式

男子優勝は愛知

女子は兵庫

「天候に恵まれ芝生の状態が良く、昨年よりも走りやすかった」
「びわ湖マラソンの疲れが残る選手も滋賀のため頑張ってくれた」
「本調子でない中、全力を出し切れた。」
「駅伝は見るのも走るのも
楽しい。来年も走りたい」
など様々な声を聞くことができました。
全員でパチリ

計測員

記録員

「滋賀マスターズチームとしては、ベストメンバーで臨めた」
と監
督の声。地元での開催２年目、数か月前から準備にかかり、運営
に携われた役員はじめ、地域の方々や協力してくださった方々、
選手の皆さんの力で今大会が無事終了したのでした。(maekawa)
≪男子の部≫ 参加25チーム
Ａチーム 8位 1：44：26
石山典正 ─ 中島 洋 ─ 農添光陽 ─ 吉村健一 ─ 下村 悟 ─ 沖和彦
Ｂチーム 22位 1：56：24
平田和範 ─ 山本和幸 ─ 木村将弘 ─ 井上照幸 ─ 井手橋保 ─ 立入弘人
≪女子の部≫ 参加17チーム
4位 59：28
中江保子 ─ 古家雅恵 ─ 伊神佐登美 ─ 武内佳恵 ─ 山本直子

≪エルダーの部≫ 参加27チーム
Ａチーム 18位 1：07：23
太田君子 ─ 岩瀬恵一 ─ 井上馨 ─ 谷口圭子 ─ 曽野政男
Ｂチーム 25位 1：17：18
奥村留美子 ─ 岩井敏男 ─ 谷口俊夫 ─ 小嶋祐子 ─ 三宅徹
≪5ｋｍロード≫（入賞） Ｍ24− 1位 16:20 川副真斗
W50
1位 23:10 山中和美
M60
2位 19:42 曽野政男

野洲コミュニティーセンター
開会式受付

監督会議

開会式

選手宣誓

交流会

テグチームと交流

１８日
（土）
１５:３０から
「監督会議」
そして１６:１０から開会式が開催され
ました。日本マスターズ陸 上 競 技 連
合佐野昭二専務理事の開会宣言・
川端敏男野洲市教育長の歓迎の言
葉・鴻池日本マスターズ会長の挨拶
の後、優勝旗の返還がなされました。
続いて行われた選手宣誓では滋
賀マスターズを代表して、中島洋選
手と谷口圭子選手が「わたくしたち選
手一同は、マスターズ精神生涯スポ
ーツを志し、ライバルであり友である
選手と友好を深め、緑に包まれたここ
希望が丘で、明るく元気に走ることを
誓います。」と力強く宣誓しました。
開会式終了後、全国各地からの
参加者たちとの交流会が持たれまし
た。滋賀特産の料理や地酒を楽しみ
つつ、会 話が弾み、参 加 者 相 互の
交流が深まりました。また、地元野洲
市の「兵主大太鼓保存会」
によるアト
ラクションもあり、会場は熱気に包まれ
ました。
(maekawa)

何度かの会議を経て、２月１８日
（土）
にプロ編。３月１７日
（金）
からはコ
ース設営や開会式の準備、各県の配布物準備、懇親会会場の設営
等々が進められ、当日の大会成功に結びつけることができました。 (ooe)
プロ編

１２月２３日
（祝）に「タテナガ（草 津 店）」において、
毎年恒例の
「滋賀マスターズ忘年会」が開催されまし
た。木村会長の挨拶の後、乾杯の音頭とともに楽し
い宴が始まりました。参加した約３０名の会員たちは、
美味しい料理に舌鼓を打ち、ビールや日本酒を飲み
つつ、楽しく歓談しました。マラソン大会会場から駆
け付けたという会員
もいて、陸上競技の
ことや日頃のこと、こ
れからの滋賀マスタ
ーズのことなどの話
で、会 員 相 互 の 親
睦 が 図られまし た。
一年を締めくくる有意
義なひと時となったの
でした。 (maekawa)

３月１９日大会終了後に
「すたみ
な太郎」
にて、特別参加の韓国大
邱選手団８名を迎えて
「日韓交流
会」が持たれました。片 言の韓 国
語、身振り手振りでの交流は楽しく、
テグチームとの友好関係をさらに深
めることができました。 (maekawa)

基本的に毎月第１土曜の午後、野洲川陸上競技
場や皇子山陸上競技場で開催している短距離練習
会、年の初めは年号を走る、題して今年は２０１７ｍ
走る会を、１月９日
（振休）に野洲川で行いました。
メニューは 200ｍ×3、150ｍ×4、100ｍ×5、50ｍ×6
そして最後に 17ｍを全力で走りました。
スタート時には雨がパラつきましたが、程なく止み、
特別参加の中学生６名の賑やかな声に元気をもらい、
全員で頑張り無事完走することができました。
余裕の人、
シンドそうな
人や息 絶え
絶 えな 人…
いい練 習会
になりました。
(ooe)

ヤンマーフィールド長居・公園周回コース

３月４日
（土）、第２３回近畿マスターズ駅伝大阪大
会が、ヤンマーフィールド長居・公園周回コースにて
開催されました。晴天に恵まれ春が感じられる中、４４
チームが参加、熱戦が繰り広げられました。
滋賀からは、男子の部に１チーム、女子の部１チ
ーム、エルダーの部に１チーム、一般の部に２チーム
が参加。男子の部で３位、一般の部で３位と大健闘

でした。また、農添光陽選手、伊神佐登美選手、曽
野政男選手がそれぞれ区間賞を獲得しました。
５０年ぶりに長居のコースを走れてうれしいという選
手、コース内に一般の人がいたが、道をあけてくれる
ので走りやすかったという選手、タスキをつなげてよか
ったという選手など様々…何より滋賀マスターズのチ
(maekawa)
ーム力が発揮できた大会でした。
≪男子の部≫ 参加13チーム
3位 55:09 日置智也 ─ 中島洋 ─ 農添光陽（区間賞）─ 吉村健一 ─ 井手橋保
≪女子の部≫ 参加7チーム
5位 54:30 大西智子 ─ 伊神佐登美（区間賞）─ 柏木貴子 ─ 山本直子
≪エルダーの部≫ 参加9チーム
6位 1:00:02 曽野政男（区間賞）─ 太田君子 ─ 谷口俊夫 ─ 小嶋祐子
≪一般の部（オープン）≫ 参加13チーム
Ａチーム 3位 44:53 川副真人 ─ 木村将広 ─ 野方誠 ─ 佐藤誠
Bチーム 7位 50:55 平田和範 ─ 三宅徹 ─ 岩瀬恵一 ─ 山本和幸

滋賀マスターズ全会員の合同練習会です

滋賀県
● 第5回ダッシュ王選手権in滋賀
◇5月4日(祝) ◇甲賀市陸上競技場

(一部未確定も含む)

● 滋賀県スポレク・ 陸上競技大会
◇5月28日(日) ◇甲賀市陸上競技場
● 滋賀マスターズ合同練習会
◇6月24日(土) ◇甲賀市陸上競技場
◎ 県民体育大会（一般の部）
◇8月6日(日) ◇皇子山陸上競技場
● 滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月27日(日) ◇甲賀市陸上競技場
● 第30回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
兼 第6回全日本マスターズロードレース大会
◇10月1日（日） ◇希望ヶ丘文化公園
★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
★会員投てき練習会（10：00〜12：00） 甲賀市陸上競技場
※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。
※詳しくはホームページか、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）

世界・全国・近畿
◎ 南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
◇5月5日（祝） ◇服部緑地公園陸上競技場
◎ 大阪マスターズ陸上競技選手権大会
◇6月11日（日） ◇ヤンマーフィールド長居
● 近畿マスターズ陸上競技選手権大会
兼京都マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月5日（土） ◇山城運動公園陸上競技場
◎ 奈良マスターズ陸上競技選手権大会
◇9月3日（日） ◇鴻ノ池陸上競技場
◎ 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
◇9月18日（日） ◇ユニバー記念陸上競技場
● アジアマスターズ陸上競技選手権大会
◇9月24日（土）〜28日（祝） ◇中国ルガオ
● 全日本マスターズ陸上競技選手権大会 和歌山
◇10月27日（金）〜29日（日） ◇紀三井寺陸上競技場

最初にアップのあと全員でミニハードルなどを使って
動きづくりを行い、あとは各パートに別れ練習します。
自分の専門以外のパートにチャレンジするのもＯＫ！
また会員以外の一般の方でも無料で参加頂けます
ので、友達やご近所の方もお誘いください。
最後に全員リレーを行う予定です。

◇6月24日(土)
9時30分スタート
◇甲賀市陸上競技場
◇参加費無料
皆さんふるってご参加ください！

滋賀マスターズの大会日程が変更に！
●滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月27日(日) ◇甲賀市陸上競技場
●第30回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
兼 第6回全日本マスターズロードレース大会
◇10月1日（日） ◇希望ヶ丘文化公園

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）
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

