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一番ヶ瀬 玲
種子田 諭
横江　良浩
尾崎　公則
島田　芳子
渥美　祐子
藤森　正敏
鮫澤　知美
森口　芳茂
鮫澤　知美
谷口　圭子
伊神　佐登美
滝田　和也
宮崎　眞弓
大岡　弘和
樋口　元太郎
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◆主な記録　〈県新及び県新規〉　平成３０年５月２７日（日）標記大会
が、甲賀市陸上競技場において開
催されました。
　開始式のあと１０時に 5000ｍから
競技は始まり、晴天に恵まれ、マスタ
ーズや小学生選手が熱戦を繰り広
げ、競技終了は１６時でした。
　最高齢は男子では９０歳の山本昭
二さん、女子は７９歳の宮前美代子
さんで滋賀県の平均寿命が日本トッ
プであることがうかがえます。
　本大会の特徴として小学生の選
手数がマスターズ選手の 2 倍以上
になったことが挙げられます。東京オ
リンピックや滋賀国体に備えた選手
層の拡大がたくましい限りです。
　スポーツのフェアプレイのあり方が
議論されています。特に指導者の存
在は若いアスリートに大きな影響を与
えます。本競技場でもたくさんの熱心
な先生方が小学生を率いてきめ細か
にサポートされていました。
　競技の技術だけでなくスポーツマ
ンシップや努力について小学生の時
から学ぶことは、彼らの長い人生にと
って大きな影響があると考えます。ボ
ランティアで活動されている指導者の
皆さまにエールを送り、益々の活躍を

期待します。
　滋賀県が日本トップクラスの平
均寿命や健康寿命について現在
分析中だと聞きますが、生涯スポ
ーツのマスターズ陸上がその一助
をかっていると考えています。
　日ごろからの無理のないトレーニ

ングにより健康寿命を延ばして
いくことが私たちの課題だと考
えます。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。

甲賀市陸上競技場

功労章／山口　正典　　中島　洋　 
勲功章／荒川　健　　渥美　裕子　　　功績章／大江　由子
日本記録章／該当者無し
県記録章／男子26名　女子11名
（公社）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／岩越　勝己　　大江　由子　　牧野内　謙三
　　　園村　千佳子　　農田　稔　　樋口　元太郎

　平成３０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) 

　５月４日（祝）甲賀市陸上競技場において開催されました。
爽やかな５月の空のもと、２００名を超える幅広い世代の選
手たちが熱戦を繰り広げました。ファミリーでの参加も多く、
走ることを楽しむ雰囲気で盛り上がりました。ダッシュの後の
リレーでは、応援を背に、それぞれの力を出せたようでした。
ケガやトラブルもなく全日程が終了。この選手権も第６回を重
ね、毎年恒例の大会として定着したようです。

　６月３０日（土）、甲賀市陸上競技場にて合同練習
会が開催され、マスターズ会員が一堂に会しました。
　各自アップの後、全員で大江良一さん指導の下、
ミニハードルを使っての動きづくりに取り組みました。
その後、参加者たちは短距離・投てき・長距離そ

れぞれの種目に分かれての練習。最後はマイルリレ
ーが行われ、練習会が無事終了しました。陸上競技
に取り組む仲間の交流が図られ、お互いに良い刺
激となったようで、有意義なものとなったのでした。
　この日の午後「体力測定」も行われました。▶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 = 長座体前屈の測定が
実施されたのです。年々変化する
体力を知ることで、今後の健康維
持・体力強化に向けての参考とな
るのではないでしょうか。

(ooe) 

甲賀市陸上競技場

甲賀市陸上競技場
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木村会長の開始式挨拶

好評だった各府県待機テント

國松名誉会長・選手宣誓國松名誉会長・選手宣誓
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　平成３０年６月２４日（日）標記大会が甲賀市陸上競技場で開催されま
した。早朝の雨も上がって徐々に快晴となり、９時３０分の開始式では國
松名誉会長の選手宣誓に続き競技はスタート、近畿圏内外からの多数
の参加者で大いに盛り上がりました。
　人数の多さにもかかわらず、前日までの入念な準備が功を奏し、スム
ースに進行がなされ、ほぼ時刻通りに滞りなく大会を締めくくることができま
した。地元滋賀からも多数参加があり皆さん大活躍。棒高跳に日本新
記録で優勝したM２５石川貴規選手に敢闘賞が贈られました。　



　─今回は、短距離競技を中心に活躍されている横江さん。生ま
れも育ちも草津で、現在も家族 4人で市内にお住まいです。─

走りの経緯は？
小学生時代、体が大きく足も速かったので指導者に誘
われて３年生からサッカーをやっていた。高学年になると、
一番やりたかった野球に転向していたのですが、やっぱ
り体が大きく足が速いということで「小学生陸上記録会」
に無理矢理出場させられるようになった。
中学校に進んだ時、自分としては野球部に入りたいと思
った。ところが父親から「中学では足腰を鍛えよ」という
助言があり、渋々、陸上部に入部。あまり練
習しないで、野球とかで遊んでいたが、春
の大会では県で３番ぐらいには入っていた。
ただ、毎回夏の大会など大事な試
合前になるとケガをしてダメだった。
高校に進んだ時、今度こそは野球
部に入ろうと、グローブまで買った。
入部しようとグランドに立っていたら…
陸上部の可愛い女子マネージャー
が「野球部弱いし、やめとき～。中
学で陸上やってたんなら陸上に入っ
たら？」と言われ、陸上部に入った。
─なんでやねん、と突っ込みたくなります─
たまたま陸上部の顧問が、棒高跳専
門だった。その先生から再三「棒高跳」に
誘われた。３回断り（高い所が苦手だったこ
ともあり）、４回目に渋々受け入れ、棒高跳を
やるようになり、国体の強化選手に選ばれるまでに成長さ
せてもらった。その他、短距離・やり投げ・ハードルなど
もやった。─本人曰く、器用貧乏なのだそうです。─
大学に進み、念願の「軟式野球部」に入った。（大学陸
上部に棒高跳びがなかったということもあって）
─やっと野球部に入れてよかったですね。野球部で活動しながら、

大学3年生の時から個人的に「県体」に短距離で出場しておられ
たようです。その後、30才前後の頃には、軟式野球・ソフトボー
ル・陸上に草津代表として「県体」に出ていたと言われます。マル
チアスリートですね。30才以上になってからは「県体」100m走
で毎年優勝をし続けられたとのこと。大活躍ですね。─

マスターズとのかかわりは？
３４才の時、誰かに（芝辻さんかな？）「マスターズもいい
ですよ、やってみませんか」という誘いを受け、マスター
ズの大会に出るようになった。仲間ができ、人と人のつな
がりが増えていった。同じ目的を持つ仲間ができたこと、
若い人たちともつながれたことが特によかった。マスター
ズに入り、「陸上」に対する考えが変わった。今までフラ

フラしていたけど、ただ単に走るのではなく考えて
走るようになった。全国に仲間ができ、一昨年
の全日本新潟では、思いがけず 400mHで
「日本チャンピオン」にもなれた。
陸上以外では？

　野球のチームに入っているし、ゴルフも多少、
それから、暇なときは読書。
最近はコーヒーにはまっている。荒川健さん
から「コーヒーは体に良いよ。」と言われ、
珈琲店に誘われたのがきっかけ。５年程前
までは全然飲めず、「コーヒー飴」でさえダメ
だったのに、今では毎日２.３杯飲んでいる。
また、テレビに影響され、毎晩「カルシウム入

りヨーグルト」を飲んでいる。それと、筋肉ムキムキの
岡本さんから「クレアチンが筋肉に良いよ」と聞き、それ
も飲んでいる。さらに、水は毎日２ℓ以上、飲んでる。
＝「健康オタクなんです」という横江さん、健康オタクになってから
は、走り方を追求したこともあってケガが激減したとのこと。参考
になるいいお話をありがとうございます。
ところで、「京都駅大階段かけ上り大会」に出場した時に、チーム
紹介でアナウンサーの人から「阿部寛似のイケメン階段駆け上が
り選手」とよばれたそうです。益々のご活躍を！＝ (maekawa) 
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　５月５日（祝）、
ホテルボストン
プラザ草津に
て、平成３０年
度役員総会が
開催されました。
　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。
その中で「マスターズ陸上は５年に１回最年少になれ
るという素晴らしい仕組みがある」というお話も盛り込
まれていました。　２９年度事業決算報告の後、平成
３０年度事業計画・予算案が提案され、全会一致
で了承されました。総会終了後、懇親会がもたれ、役
員相互の親睦を深めました。

　７月２１日土曜日、日差しがきつく暑い日でしたが、
滋賀マスターズ中長距離練習会の様子を、「ランナー
ズ」の記者とカメラマンが見に来られました。練習会
後、「マラソン練習の３０Ｋｍ走」と題して、中島さん・
古家さん・木村英さん・閑野さん・野方さんによる
座談会が持たれ、取材を受けたとのこと。８月２２日発
売の「ランナーズ
１０月号」に掲載
される予定です。
　滋賀マスター
ズが、全国のラン
ナーたちから益々
注目の的となるこ
とでしょう。
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会席料理・仕出し・居酒屋
「旬の味をお手軽な価格で」
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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

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。
郵送またはＦＡＸにて登録申請用紙を事務局に送付
し、登録料を下記に振込んでください。
【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  ０748－52－0701　藤川
　（募集要項は連盟のホームページでご覧ください）

　桜も散った4月22日（日）に、服部緑
地陸上競技場で「第20回近畿マス
ターズ陸上研修会」が行われました。
　対象者は近畿在住のマスターズ
陸上会員とその家族、および陸上競技
に興味のある方（会員の有無を問わず）です。
　リズムに乗った楽しい準備体操の後、希望者に
よる50ｍ走と立幅跳の体力測定がありました。50ｍ
走では、スタート位置に立つ合図等を教えてもらい、
小学生始めお年寄りも元気に走る事ができました。
　その後、種目別（短距離・中長距離・跳躍・投て
き・競歩）に分かれて、それぞれ基礎練習やタイムト
ライアルに挑戦しました。
　最後に、希望者による交流リレー（4×100ｍ）、整
理体操で終了。参加者の中には「次回は200ｍに
挑戦したい」、「ハンマー投・やり投もやってみたい」
等、意欲的な意見も多く聞かれ、陸上競技全般を
見渡せる良い機会となりました。

＜マスターズ主催大会の場合＞
★世界・日本記録を更新された場合　
主催者が日本マスターズ連合に手続きをします。
★滋賀県記録を更新された場合
全日本選手権・近畿・または近畿エリアの大会は
滋賀マ記録担当で手続きします。
それ以外の大会は選手自身が 1ヶ月以内に記録
証明等を付けて下記（髙橋）まで申請して下さい。
＜陸連・陸協等の主催の場合＞
全て選手自身で申請して下さい。大会プログラムや
記録証明書等の添付が必要です。
●申請先　「滋賀マスターズ陸上競技連盟」　
理事長　髙橋清尊　０８０-４９４６-０３８９　まで
（詳細は連盟のホームページでご覧ください）

(一部未確定も含む)
滋賀県
●会員交流忘年会
　　　◇１2月23日（祝）　◇未定
★会員交流練習会（8：00～10：00）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
※甲賀市陸上競技場では会員が競技場で練習ができるようにしても
らっています。練習可能日は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。
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
◎　兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　◇9月17日（祝）　◇ユニバー記念陸上競技場
●　全日本マスターズ陸上競技選手権大会 鳥取
　◇9月22日（土）～24日（祝）　◇コカコーラウエストパーク陸上競技場
◎大阪マスターズ陸上記録会
　◇10月13日（土）　◇ヤンマーフィールド長居
●　全日本マスターズ混成競技選手権大会
　◇10月13日（土）～14日（日）　◇小田原市城山陸上競技場
◎京都マスターズ陸上競技選手権大会
　◇10月21日（日）　◇山城運動公園陸上競技場
●　国際ゴールドマスターズ奈良大会
　◇10月27日（土）・28日（日）　◇ならでんフィールド
●　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
　◇11月18日（日）　◇愛知長久手　地球博記念公園

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）

〈谷口圭子〉


