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(maekawa) 

希望が丘文化運動公園陸上競技場

　第２５回近畿マスターズ駅伝大会が、
３月２１日（祝）に希望が丘文化公園
競技場陸上競技場を発着点とした特
設コースにおいて開催されました。
　当日朝は小雨が降っていましたが、
大会が始まるころには雨が上がり、絶
好の駅伝日和となりました。
　開会式では、滋賀を代表して佐藤
良治選手による力強い選手宣誓が行われ、その後
近畿各府県から参加した５３チームによる熱戦が繰り
広げられました。滋賀からは男子の部に２チーム、女
子の部に１チーム、エルダーの部に２チーム一般の部
には１３チームが参加しました。
　女子の部２区に出場した伊神佐登美選手と、エル
ダーの部１区に出場した中島洋選手が区間賞に輝き
ました。一般の部でも男子２チーム、女子１チームが
入賞するなど滋賀県勢チームの力走が大会を盛り上
げました。また、一般の部参加の「びわこ８０」チーム
は、西村順三選手から、新会長の小林優選手（81）

阪下美雪選手（80）國松善次選手（80）へとみごと
襷をつなぎ切りました。３人が８０歳代というチームが
参加されたことで、滋賀マスターズ会員にとって誇り
であり、励みとなりました。その結果、府県対抗総合２
位という好成績を残すことができました。

≪男子の部≫　参加15チーム　　
Aチーム　4位　52:31　大辻夏樹　─　木村将弘　─　閑野武弘　─　佐藤誠　─　木村英二
Bチーム　8位　55:34　河合正行　─　山岡克正　─　吉村健一　─　野方誠　─　井手橋保
≪女子の部≫　参加6チーム
Aチーム　4位　48:26　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10チーム
Aチーム　5位　54:13　中島洋（区間賞）　─　太田君子　─　佐藤良治　─　山中和美
Bチーム　8位　59:08　山本和幸　─　谷口圭子　─　谷口俊夫　─　小嶋祐子
≪一般男子の部≫　参加17チーム（滋賀からは12チーム）
シガウマラって誰Special Team　2位　41:11　西村広和　─　古川裕一　─　板垣渚　─　井久保雅徳
チーム立入　3位　41:57　立入弘人　─　川副真斗　─　永濱祐樹　─　石山典正
≪一般女子の部≫　参加4チーム（滋賀からは1チーム）
てるみんRC　2位　53:43　武野輝美　─　西村順子　─　橋山香緒里　─　鹿谷千恵

　いま会長の重責を担い、陸上競技を愛し競技力向上を目指して活躍される皆
さんや、健康・体力維持のためにマスターズ陸上に活路を求め、生涯スポーツの
実践に取り組んでおられる方 と々、共に活動できることに喜びを感じています。
　滋賀マスターズは全国で最も遅れた連盟のスタートでしたが、前会長の下、役
員をはじめ会員皆さんのご努力により競技力、組織力共に日本有数の成果を上
げてくることができました。今後も皆さんの英知を結集、ご協力を得ながらマスター
ズ陸上発展のために、努力する決意でおります。



　２月１０日（日）、時折雪が舞い冷たい風が吹く厳しい
天候の中、滋賀マスターズ８０（エィティ）チームが完走！

その名のと
おり８０歳台
の選手を中
心とするチ
ームです。
　１区三木
選 手が好
位置で２区
佐 藤 選 手

にタスキリレー、佐藤選手も快走し３区岩越選手へ、岩
越選手も順調にタスキをつなぎ、４区は８０チームを立ち
上げた國松選手が元気あふれる走りでアンカー小林選
手へ。小林選手がトラックに戻ってきて、ラスト１００m
会場全員が声援を送る中ゴールイン。
　参加全９７チーム中、言うまでもない最高齢チームは
観る人たちみんなに勇気と感動を与えてくれました。
　高齢化社会を迎え、健康寿命が注目される中、８０才
でもまだまだ元気という姿をアピールすることが出来た、
滋賀マスターズの選手たちの活躍が注目されたのでは
ないでしょうか。

　木村清衣衞
会長、林勝彦
副会長が１月に
相次いでご逝
去されました。

　永年にわたり滋賀マスターズ発展のためご尽力い
ただきましたことに、心から感謝申し上げ、謹んでご
冥福をお祈りいたします。
　木村会長は全国で最後に立ち上げられた滋賀マ
スターズ陸上競技連盟の生みの親、そしてそのご指
導により、今日の滋賀マスターズに育て上げていただ
きました御功績は会員の皆様の周知のところです。

　また、日本マスターズ陸上競技連合でも副会長を
歴任するなど、トレードマークの白髭で全国にも名を
知られる存在でもありました。
　林副会長におかれましても、木村清衣衞会長と共
に滋賀マスターズ立ち上げから活動され、今日の滋
賀マスターズの育成にご尽力いただきました。
　地元滋賀の地で、全日本都道府県対抗マスター
ズ駅伝６回や全国スポレク祭開催により、全国に滋賀
マスターズのパワーをＰＲされ、また日韓交流事業とし
て大邱・済州島との交流にも取り組まれました。
　この偉大なお二人の御功績を糧に、滋賀マスター
ズの更なる発展を目指し、新任された小林会長の下
に新規役員をはじめ、会員一同で頑張っていきたい
と思います。

(maekawa) 

(maekawa) 

(takahashi) 

　１２月２３日（祝）「あたか飯店草津」にて、毎年恒
例「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、乾杯の発声と共に楽しい宴が始
まりました。参加した約２０名の会員たちは、美味しい
料理にビールや日本酒を片手に楽しく歓談しました。
　これからのマスターズや陸上にかける熱い思いが
語られるなどして、会員の交流・親睦が図られ、一年
を締めくくる有意義なひと時となりました。

　１２月１日（日）野洲川体育館会議室で開かれた審
判講習会では、挨拶のあと滋賀陸協審判委員会の
中江一男氏により、本年度のルール変更や競技場
内における広告・展示物について講義がありました。
　その後、村上審判委員長より、マスターズの基本的
な競技規則についての説明がありました。
　年に１回の講習会です。今回は11名でしたが、も
っと多くの参加をお願いしたいと思います。

あたか飯店草津

(ooe) 

栗東市野洲川体育館会議室

野洲川陸上競技場

故　木村会長 故　林副会長



　＝甲賀での練習会で村上さんに声をかけると・・・「昨日、会社
の送別会があって花束をいっぱいもらった。今日も送別会の予定
です」とのこと。永年勤務された京セラでシニア定年を迎えられ
たそうです。村上富夫さんは、１９５３年生まれ、高校まで丹波篠
山で過ごされ、その後は岐阜で６年間の学生生活、就職に伴い滋
賀に移住。現在、子どもさん達が独立され夫婦二人で近江八幡に
住まわれています。そんな村上さんにお話を伺いました。＝

陸上とのかかわりは？
小学６年生で１５８㎝あり田舎では飛び抜けて大きかった。
学年で1 番ではなかったが、走るのは速い方だった。ま
た遊びで走り高跳びをし、１m３３㎝跳んだことを覚えて
いる。中学、高校は主にバレーボール部。高校では身長
が１７０㎝位、ネットの高さは２４０㎝（？）だった
ので、なかなかアタックが入らず苦労をした。
高校の冬季練習で長距離走をやって
面白かったので、大学から陸上部に
入った。特別な能力がある訳でも無く
基礎も出来て無いけど、弱小大学の
駅伝要員だった。学生生活は楽しく、
現在も陸上 OB 会があると出かけて
行き、楽しい時を過ごしている。
卒業時は１次オイルショックの就職難
で、就職を２年延ばした。その最後の
年に初めてマラソンに挑戦した。
1 人でメニューを考え、兎に角走ることと思
い、朝昼晩と走った。お蔭で、群馬マラソン
（現在は無い）を２時間５２分で完走。就職後は忙しさもあっ
て再挑戦出来ず、生涯唯一のサブスリーとなった。
マスターズとの出会いは？
目片さんが入社し、発足後間もない時に誘われ入会した。
将来を考えてマスターズには以前から関心はあった。
走る目標は？
　まずは人生の最後まで人の世話にならず動ける体でいた
いと思う。その為に走れる間は頑張って走ろうと考えてい
る。しかし最終目標はずっと先と思っているので、目先で

は大会である程度のタイムを出すことと、美味しいお酒を
飲むこと。６０歳で還暦マラソンに挑戦したが、３５年ぶり
で見事に撃沈、２５km位から歩き出し５時間近くかかっ
た。その後２回出場したが、急に走る距離を増やしたた
めか、いろいろな故障で２年程満足に走れていない。そ
れまで練習量が少ないのか故障が少なかったので、年
齢の壁を感じている。目標が最期まで動けることなので、
故障と付き合いながら末永く走り続けたいと考えている。
審判委員会からのお願いは？
頼りないながらも長く審判委員長をさせて頂いている。陸
上審判は他の競技と違い、役員全員が連携して1つの
大会を作り上げていると思う。会員のみで競技会を開催

したいが、出場もされるし、スターター
や写真判定は専任者でないと難しい
こともあり、なかなか達成出来ない目
標です。故障等で大会に出られ無
い方、審判資格が無い方でも是
非お手伝いをお願いしたいと思う
ので宜しくお願いします。
陸上競技について思うことは？
陸上競技は見るのも面白い。
審判で間近で見ているが、走

り高跳びなど理想的な形でバーを超す選手は記
録も良く、見ていても気持ちが良い。能力が有りながらフ
ォームが悪い人には「こうしたら」とアドバイスしたくなる。
陸上以外に好きなことは？
時間があれば本を読むようにしている。いろいろな本を読
んでいるが、子どもの頃から宇宙に関するものが好きで
した。宇宙に行ってみたいが無理なので、想像の中で
宇宙空間を楽しんでいる。退職し、自分の時間がたっぷ
りあるので、ゆっくりと楽しみたいと思っている。
＝マスターズでは常務理事（審判委員長）として運営に携わってく
ださってます。いつも笑顔が絶えず穏やかな人柄で信頼も厚い村
上さん、これからもマスターズをお願いします。＝ (maekawa) 

(ooe) 

　ほぼ毎月１回、野洲川陸上競技場や皇子山陸上
競技場で開催している滋賀マ短距離練習会ですが、
年の初めは新春恒例！　今年の年号を走る、題して
「２０１９ｍ走る会」。今年は１月６日（日）、雨に濡れる
野洲川で１７人が参加して行いました。

　メニュー
は毎年同じ
で、各自ア
ップしたあと
200ｍ×３本、
150ｍ×４本、
100ｍ×５本、

50ｍ×６本、そして最後に１９ｍを全力で走りました。
距離ごとのレストはたっぷりとり、全員頑張って無事楽
しく完走することができました。
　若い仲間も増え、長距離陣にもお誘いし、これから
も続けていきたいと考えています。



うおとよ

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

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、マスターズ
陸連に登録することが必要です。　郵便局にある振込
用紙に必要事項を記入の上、ホームページに記載の
登録料を下記口座に振り込んで頂ければ登録完了。　
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  ０80－4946－0389　髙橋
　（募集要項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
●滋賀マスターズ中長距離グランプリ＆小学生記録会
　　　◇6月15日（土）　◇希望が丘文化公園陸上競技場
●　滋賀マスターズ合同練習会・会員体力測定
　　　◇7月20日(土)　◇甲賀市陸上競技場
◎　県民体育大会（一般の部）
　　　◇8月4日(日)　◇東近江市布引運動公園陸上競技場
●　滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇8月25日(日)　◇甲賀市陸上競技場
●会員交流バーベキュー
　　　◇8月未定　◇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）ホームページ掲載
※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
◎　南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
　　　◇6月16日（日）　◇服部緑地陸上競技場
●近畿マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇6月30日(日)　◇ならでんフィールド（鴻ノ池）
◎　京都マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇8月4日（日）　◇山城総合運動公園陸上競技場
◎　大阪マスターズ陸上競技大会
　　　◇8月4日（日）　◇服部緑地陸上競技場
◎　大阪マスターズ研修会
　　　◇8月25日（日）　◇服部緑地陸上競技場
●　第40回記念国際・全日本マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇9月13日（金）～16日（月・祝）　
　　　◇群馬・前橋　正田醤油スタジアム群馬
◎　兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇9月23日（祝・月）　◇ユニバー記念陸上競技場
◎　和歌山マスターズ秋季陸上競技大会
　　　◇10月5日（土）　◇紀三井寺公園陸上競技場
●　全日本マスターズ競歩大会
　　　◇10月5日（土）　◇岩手・北上総合運動公園

長距離／中島（080-6157-4121）　短距離／東（090-5015-2985）
甲賀／太田（０８０-１４３０-０６０１）

◇6月15日(土)　◇希望が丘文化公園陸上競技場

参加申込み　５月３１日（金）まで

マスターズと一般は１５００ｍと３０００ｍ。小学生は
１０００ｍで競います。年齢・性別に関係なく、自己
申告タイムでクラス分けを行い、クラス毎に走ります。
マスターズ非会員（中高生含む）でも参加ＯＫ！
１人２種目まで出場可能です。
（記録は公認されません。ご了承下さい。）（雨天決行） 
詳しくはマスターズホームページをご覧下さい。

◇7月20日(土)　14時スタート
◇甲賀市陸上競技場　◇参加費無料

最初に体力測定を行い、引き続き合同練習会に移
ります。最初にアップのあと全員で動きづくりを行い、
あとは各パートに別れ練習します。
会員以外の一般の方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。


