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希望が丘文化公園

第３０回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝
競走大会兼全日本マスターズロードレース大会
が１０月１日
（日）、野洲市の希望が丘文化公園
陸上競技場を発着点にした特設コースで、開催
されました。滋賀での開催は３年目、当日の天候
は風も穏やかな快 晴で絶 好の駅 伝日和となり、
全国からの参加者を迎えることができました。
男子の部には２４チーム
（＋済州島１チーム）、
女子の部には１６チーム、エルダーの部には２３
チームが参加、熱戦が繰り広げられました。
地元での開催ということで、滋賀からは男子２
チーム、女子２チーム、エルダーの部２チームが
参加。各チームとも力走を見せ、タスキをつなぎ
ました。そして、女子Ａチームは準優勝という好
成績を残すことができました。
女子Ａチームの古家選手は
「昨年は思い通り
に走れませんでしたが、今年はいい走りができ、
チームとしてもいい成績を残すことができてよかっ
たです。」と語ってくれました。また、同チームアン
カーの武内選手は
「今年は練習時間がなかなか
取れず、その分集中して練習できたせいか、昨
年よりタイムを縮めることができました。チームの
皆さんの頑張りで、後続との差がついていたの
で気持ちよく走れました。チームみ
んなのおかげです。」との感想を聞
かせてくれました。
(maekawa)
スターターは
野洲市長

≪男子の部≫ 参加24チーム
Ａチーム ＯＰ 1：43：40 河合正行 ─ 中島洋 ─ 農添光陽 ─ 吉村健一 ─ 下村悟 ─ 沖和彦
Ｂチーム 23位 1：54：50 河合芳隆 ─ 山本和幸 ─ 閑野武大 ─ 佐藤誠 ─ 木村英二 ─ 野方誠
≪女子の部≫ 参加16チーム
Ａチーム 2位
58：42 中江保子 ─ 古家雅恵 ─ 伊神佐登美 ─ 田中さおり ─ 武内佳恵
Ｂチーム 15位 1：06：52 大西智子 ─ 山中和美 ─ 木村祐子 ─ 柏木貴子 ─ 山本直子
≪5ｋｍロード≫（入賞） Ｍ24− 1位 16:22 川副真斗

≪エルダーの部≫ 参加23チーム
Ａチーム 16位 1：09：01
谷口圭子 ─ 岩瀬恵一 ─ 井上馨 ─ 太田君子 ─ 曽野政男
Ｂチーム 22位 1：13：41
森久見子 ─ 岩井敏男 ─ 谷口俊夫 ─ 小嶋祐子 ─ 夏原正夫

Ｍ７５ １位 29:34 佐藤良治

Ｍ７５ 3位 34:23

國松善次

駅伝に続き、ロードレース５㎞・３㎞が
行われ、滋賀のメンバーも好成績を残しま
した。名誉会長の國松選手も力走でした。
続いて小学生招待駅伝も行われました。
地 元での開 催３年目ということで、準
備・運営に携われた役員の皆様をはじめ、
地域の方々に多大なる協力ご支援をいた
だきました。そして、滋賀マスターズの選
手たちが大いに活躍されました。こうして、
皆様の力で今大会が無事終了したので
(maekawa)
した。
野洲文化ホール

大会前日の９月３０日
（土）１６時から監督会議が、１７時から
は開会式が開催されました。
開会式では、佐野日本マスターズ専務理事による開会宣言
に続き、鴻池日本マスターズ会長の挨拶・山仲野洲市長の歓
迎挨拶などに続き、滋賀マスターズを代表して岩瀬恵一選手と
古家雅恵選手によって
「私たち選手一同は、びわ湖を望む希望
が丘公園のコースで、健康で走れる喜びを感じ、ベストを尽くして
走ることを誓います。」と力強い宣誓がありました。
続いて、全国そして済州島からの参加者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。
(maekawa)
開会式

監督会議

開会式

開会式受付

交流会

交流会

役員や有志により、何度かの会議を経て８月１１日
（金）にプロ編、
９月２８日
（木）からはコース設営、会場準備、配布物準備などが進
(maekawa)
められ、当日の大会成功に結び付けられました。

大会終了後、草津の
「あたか飯店」に
て、
「日韓交流会」が開催されました。片
言の韓 国 語、通 訳さんを通しての会 話、
身振り手振りでの交流は楽しく、済州島
選手団との友好関係をさらに深めること
ができました。
(maekawa)

毎年夏恒例の「会員交流バーベキュー大会」が、８月
２０日
（日）に大津駅２階にある
「カレンダー」テラスにて開
催されました。夏の夕暮れ時、マスターズ会員２０数名が
集い、美味しいお肉や海鮮・野菜などに舌鼓を打ちました。
流しそうめんのサービスもあり、夏の風情も楽しみました。
大いに盛り上がり、会員相互の交流を深めあいました。

１０月１５日
（日）、野洲川体育館にて
「体力測定」が実
施されました。
《平衡感覚》閉眼片足立ち、
《敏捷性》垂直跳、
《敏
捷性》反復横跳び、
《筋力》握力・背筋筋力・腹筋、
《柔
軟性》長座体前屈の測定結果をもとに、岩井先生による
データ分析がなされました。参加者は、それぞれの総合
体 力 年 齢を
知りことができ、
今後の健康
や体力強化
に向けての参
考とすること
ができました。

(maekawa)

甲賀市陸上競技場

８月２７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２２７名、小学生１３４名
でした。９時３０分の開会式に続き、男子５０００ｍから競
技は始まり、熱戦が繰り広げられました。１０月に和歌山
県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。
会長挨拶の中で、滋賀県の中学生４×１００ｍＲチー
ムが中学日本記録を樹立した話がありました。滋賀マスタ
ーズの競技会に出場した選手がメンバーであればうれし
いですね。桐生祥秀選手の活躍など、湖国の短距離陣
は日本のトップレベルになりましたね。東京オリンピックでの

活躍が非常に楽しみです。
また、将来を担う小学生の参加が年々増加しているこ
とは、湖国陸上競技のレベルアップに貢献し、来る国体
にも希望が持てると思います。
日本の平均寿命が延びる中、健康が大切でありいつ
までも陸上競技を続けたいとつくづく感じました。無理の
(nishizawa)
ないトレーニングの継続により健康寿命を延ばしてい
くこと
が私たちの課題です。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、健康の輪を老若
男女に広げていきたいものです。
(nishizawa)

選手宣誓はＷ45丸山選手

和歌山紀三井寺公園陸上競技場

１０月２７日
（金）〜２９日
（日）標記大会が和歌山紀三
井寺公園陸上競技場で開催され、参加者２ , ２６３名、
滋賀県からは６７名であり
（国外から３６名）、最高齢出
場選手は男子が冨久正二さん
（広島１００歳）、女子は
小西津弥子さん
（大阪８９歳）で表彰されました。
１日目は快晴でしたが、２日目は近づく台風２２号の影
響を受け最終日は中止になりました。２９日を目標にしてい
た選手にとっては残念だったでしょうが、安全第一の判
断は適正なものだったと考えます。
今回特筆することは、滋賀県チームの充実です。県
の出場選手数は前年に比べ約２倍になりました。更に４

×１００ｍＲで男子３チーム女子１チーム、
＋マイルＲの参
加は例年にない多さです。各年齢クラスで選手を揃えら
れることは選手層の厚さとレベルアップを物語っていま
す。今年、桐生選手や中学生４×１００ｍＲ新記録、今
回のマスターズの活躍は湖国の短距離レベルがアップし
ていることの表れではないかと考えます。
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。
(nishizawa)
◆主な記録 〈１位〉

１００ｍ（M60）大 江 良 一
12"80
2００ｍ（M60）大 江 良 一
26"22
8００ｍ（W45）伊神佐登美 2'33"84
３０００ｍ（M60）中 島 洋 10'14"96 大会新
３0００ｍ（W60）太 田 君 子 13'01"42
２0００ｍＳＣ（M60）曽 野 政 男 7'41"21
1m23
走 高 跳（W50）大 江 由 子
円 盤 投（M50）掛 谷 亨 39m38

〈Ｗ35で出場、女子4×100ｍＲチーム〉

〈4×100ｍＲチーム、前列からM50 M45 M40〉

記録委員から記録公認について
(一部未確定も含む)

滋賀県

●会員交流忘年会
◇１2月23日（祝） ◇草津あたか飯店
★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
★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。
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

●第24回近畿マスターズ駅伝大会
◇ 18年3月3日（土） ◇山城総合運動公園陸上競技場

平成30年度の主なマスターズ陸上競技大会の予定

●滋賀県スポレク・陸上競技大会（予定）
◇ 18年５月２７日（日） ◇甲賀市陸上競技場
●近畿マスターズ陸上競技選手権大会（予定）
◇ 18年６月２４日（日） ◇甲賀市陸上競技場
●第２４回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会（予定）
◇ 18年８月２６日（日） ◇甲賀市陸上競技場
●全日本マスターズ陸上競技選手権大会（決定）
◇ 18年９月２２日（土）〜２４日（祝）
◇鳥取：コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
●第２０回近畿マスターズ合同研修会（決定）
◇ 18年４月２２日(日) ◇大阪：服部緑地陸上競技場
みなさんふるってご参加ください。詳細は髙橋理事長まで。

１１月２２日、M６０大江
選 手が、世 界マスターズ
選手権の成績を評価され、
大津市表彰式典において
「大 津 市 体 育 賞（個 人）」
を受賞しました。

≪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≫
２０１７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
『２０１７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。

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）
※現在、日本マスターズ連合では、
「マスターズ登録
会員は陸上競技協会登録も義務づける」方向で検討
されています。 いつから・どんな形で等、具体的なこ
とについては後日お知らせします。

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

