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〈県新記録〉

〈大会新記録〉

甲賀市陸上競技場

(maekawa) 

　平成29年5月29日（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、樋口元太郎選手による
力強くあたたか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155名、小学生230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85才、女子
宮前美代子さん78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。
　今大会では、新しく創設された種
目があったことと、若い層の参加が
増えこともあって、新記録が続出。大
会は選手たちの交流の場となるとと
もに、選手たちにとって今年度のい
い競技スタートとなったようでした。
　なお、競技役員補助として、水口
中学陸上部25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。
　閉会式では、60ｍと100ｍ２種目
で県新記録を更新されたＷ70の渥
美裕子さんに大会優秀賞が送られ
ました。



功労章／藤川敦子　田中弘明　西湖啓子
　　　　松居正治　西澤幸夫　 
勲功章／築山泰洋　三宅　徹　伊神佐登美
功績章／寺本太一　奥村秀雄　稲田和也
特別協賛章／高橋　澄
日本記録章／長谷川直規（Ｍ25）やり投／48m52
　　　　　　大江良一（Ｍ60）4×100ｍR／49″11
県記録章／男子22名　女子8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／小林　優　　松坂義孝

　平成２９年度栄章授章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) 

(maekawa) 

　５月５日（祝）ホテル
ボストンプラザ草津に
て、平成２９年度役員
総会が開かれました。
　木村会長の挨拶に

続き、國松名誉会長から祝辞をいただきました。２８年
度事業決算報告の後、平成２９年度事業計画・予算
案が提案され、了承されました。２９年度３０年度の役
員改選も提案され、新体制での活動がスタートすること
となったのです。２８年度の全国駅伝開催結果報告に
続き、次回開催に向けて全会員が協力して取り組ん
でいくことも確認され無事閉会。引き続き懇親会が持
たれ役員相互の親睦を深めました。
　

　６月２４日（土）甲賀市
陸上競技場にて、滋賀
マスターズ会員の合同練
習会が開催されました。
　参加者はおとな３６名、
小学生１４名で、会員以
外の方もおられます。
　各自アップの後、全員で大江さん指導の下、ミニ
ハードルを使っての動きづくりに取り組みました。思っ
たように足が上がらず思わず苦笑いの人・颯爽と駆
け抜ける人と様々。その後は、短距離・中長距離・
フィールド（やり投げや円盤投げ、走り高跳びなど）に分か
れて、それぞれパート別の練習に取り組まれました。
　最後は全員リレー。４×１００mRとマイルＲが行わ
れ、楽しい練習会が無事終了しました。合同練習会

は、陸上競技に取り組む仲間交流ができ、お互いよき
刺激となり、たいへん有意義なものでした。

甲賀市陸上競技場



(maekawa) 
　５月４日（祝）甲賀
市陸上競技場におい
て「第５回５０ｍダッシ
ュ王選手権 in 滋賀」
が開催されました。
　５メートル近くある

強い向かい風の中、２００名を超える１歳から７８歳
までの幅広い世代の選手による熱戦が展開されまし
た。５０mダッシュの後に行われたリレーには多くの
選手が参加、３レースで競われ、楽しんで走って
おられるのが印象的でした。ケガやトラブルなく全日

程が終了。この選手権も第５回を終え、毎年恒例
の大会として定着してきたようです。

　─今回は、長距離で活躍されている岩瀬恵一さん（68 才）にお
話を伺うべく、7月のある日曜日、希望が丘クロカンコースを颯
爽と走っておられるところに行きました。走り終えられた岩瀬さん
に、インタビュー開始です。（熊本県八代市ご出身で、現在は希望
が丘近くにお住まいです。）─

走り始めたのは　？
　小学生の頃は、とにかく田んぼの周りを走り回る毎日だっ
た。その当時は自転車もなく、３キロ程を往復歩いて釣り
にもよく出かけた。しかも裸足で走ることが多かった。　
＝うわあ、セピア色の風景が目に浮かびます。懐かしい！＝
中学校時代は、陸上部に所属。高校時代も陸上部に
入った。高校駅伝県予選にも出場した。　＝その後、大
学（機械工学科）に入学され、富山にある化学系の会社に就職され
たのですが、走ることからは遠ざかれていたとのことです。10年
後、IBMに転職され、滋賀に来られたとのこと＝

再び走り始めてからは？
３９才の時に会社の同僚に誘われ、ほとんど練習なしで
「土山ハーフ」に出た。次の年には初のフルマラソン「あ
いの土山マラソン」に参戦、３’５２”５５でゴール。その後、
現在までに、ハーフ・２０キロに２０６レース、
３０キロに３レース、フルマラソンに５３レ
ース合計２６４レースに出場した。
＝その間、56才の時に最初の肉離れを
経験され、その後、故障との戦いが続いてい
るとのことですが…話は…続き…＝
５７才で足底筋痛に半年間悩ま
され、６０才で肉離れ、左足親
指骨折と故障が続いた。　＝で
も、60才で台湾の台北国際マラソン
（ハーフ）60才台優勝、61才62才と
高雄国際マラソン（ハーフ）60才台優勝
2回という成績も残されているのは、すごい＝
そして６２才の時、大阪マラソン２週間前の
３０㎞走では、２２㎞給水地点でシンスプリント発症！
以降全く走れずに、向こう半年間のエントリーレースに出
られなかった。　＝記念すべき第1回大阪・神戸マラソンを

涙ながらに見送られたとのこと＝
寝ているときに「足が痛まずに無事にゴールできた夢」を
何度も見た。全く走れなかったので、ストレッチと筋トレに
励んだ。５ヶ月後、練習を再開１ヶ月後には復帰レースと
して「長野マラソン」をテーピングガチガチで走った。
その後、前立腺がん放射線治療を受けたこともあった
が、マラソン大会には出場し続けた。大阪マラソンでは
自己ベストを出すことができたし、台北マラソン（ハーフ）
では６５才台で優勝することもできた。
６６才の春、左膝痛。更に６７才の春、右膝痛。６８才
になった現在はかなり改善されてきている。　＝まあ故障
のオンパレードですね。なお、お仕事の関係で57才から8年近
く台湾に住んでおられたとのことです＝

故障については？
老化だとドクターに言われた。筋力の低下はストレッチと
筋トレでかなり改善できる。また、走りすぎず、身体のケ
アをすることが大事で「カーフレイズ・片足立ち・スクワ
ットなど」を出勤前のバス待ちでやっている。　＝自分の

体は自分で治す努力をすること・ちゃんと自分の体に
向き合うことが大事だとも話してくださいました＝

マスターズに入ったきっかけは？
バスで徳島マラソンからの帰りに、隣席に
いた野方さんに誘われマスターズに入っ
た。みんなと一緒に走るのは楽しいし、
つらい時も走る仲間がいるということがいい
と感じている。
今後の目標は？
マラソン出場（ハーフ・ウルトラ含む）あと３６レー
スで３００レースとなるので、これを目標として
いる。あと何年かかるかな、４年ぐらいかな。
─是非実現してください。走ること以外では、「仕
事がおもしろい」と言われる岩瀬さん。今も現役技

術コンサルタントとして活躍されています。走ることがベースでそ
れで仕事もできるとのこと。年齢を重ねても走り、コンサルタント
も続けてください。そして、ますますのご活躍を！─ (maekawa) 

甲賀市陸上競技場



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

すべての会員の協力が必要です！

平成２９年１０月１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30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）

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

　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）

マスターズ陸上に参加するには？

(一部未確定も含む)
滋賀県
●　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
●　会員健康体力測定
　　　◇10月15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19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

★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。
※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。

世界・全国・近畿
◎　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
◎大阪マスターズ陸上競技大会
　　　◇9月10日（日）　◇服部緑地陸上競技場
◎　兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇9月18日（祝）　◇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
◎大阪マスターズ陸上記録会
　　　◇10月14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15日（日）　◇山城運動公園陸上競技場
●　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
●　全日本マスターズ混成競技選手権大会
　　　◇11月4日（土）・5日（日）　◇神奈川大和なでしこ陸上競技場

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）

皆さん、体力測定会に参加しましょう皆さん、体力測定会に参加しましょう
　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。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 15 日（日）１３時～１6 時頃
参加費／５００円


