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中島　 洋
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大岡　弘和
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横江　弘貴
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走幅跳
砲丸投
円盤投
4００ｍ

◆主な記録　〈県新及び県新規〉

県新規

　５月２６日（日）標記大会が甲賀
市陸上競技場で開催され、マス
ターズ１８７名、小学生３５４名で
昨年よりも多くの参加がありました。
　小林新会長の挨拶、東浩一選手
による選手宣誓の後、5000ｍを皮切りに
競技開始、３０度を超えるなか熱戦を繰
り広げました。男子最高齢者は８７歳の
樋口元太郎さん、女子は８０歳の宮前
美代子さんで、滋賀県の平均寿命が日
本トップクラス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増加と、
競技レベルの向上が挙げられます。以
前の走り方は「かけっこ」だったように感
じていましたが、近年のフォームはシニア
選手を彷彿します。指導されている先生
方の努力を目の当たりに感じているとこ
ろです。東京オリンピックや滋賀国体に
選手層の拡大がたくましい限りです。
　日本４継チームが今シーズン世界最

高を記録し、東京オリン
ピックの金メダルに近づいてきました。
そのけん引役は滋賀県が誇る桐生
祥秀選手です。桐生選手に続く若い
選手が滋賀県から続出し、日本のレ
ベルアップに貢献して欲しいものです。
　人生１００才時代が到来します。滋
賀県が日本トップクラスの平均寿命や
健康寿命を維持するには滋賀マスタ
ーズ陸上の充実が欠かせないと思い
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、陸上競技の輪を広げていきた
いものです。

甲賀市陸上競技場

▶功労章／萩尾　正博　谷口　俊夫　蒲生　久男　▶勲功章／山本　昭二
種子田いずみ　石川　貴規　▶功績章／岩瀬　恵一　吉村　健一
▶日本記録章／石川貴規（Ｍ25）棒高跳／4m40
渥美裕子（W75）60ｍ／9″82　100ｍ／16″01　立五段跳／8m63
▶県記録章／男子26名　女子12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／
奥村　留美子　　鷲田　正　　宮前　美代子

発行／滋賀マスターズ陸上競技連盟　編集責任者／小林　優
〒527-0034　滋賀県東近江市沖野1丁目6 -23　Tel　0748 -22 -2247
　http://smr16.la.coocan.jp/

２０１９年度栄章授章式が滋賀スポレク会場にて行われました。



(maekawa) 

(maekawa) 

(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、３００名を超える
１歳から７０代までの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。最後のリレー
では、バトンをつなぎあい応援を背に、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７回と回を重ね、毎年恒例の
大会として
定着しまし
た。

　７月２０日（土）、甲賀市陸上競技場にて、滋賀マ
スターズ会員及び一般参加者による「体力測定」が
実施されました。参加者約３０名が▶平衡感覚 = 閉
眼片足立ち　▶敏捷性 = 垂直跳・反復横跳び　▶
筋力 = 握力・背筋筋力・腹筋　▶柔軟性 = 長座
体前屈の測定をしました。体力年齢がわかる測定
結果は後日各個人に配布されました。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。

　続いて、合同練習会が開催されました。普段は短
距離・投てき・長距離など、それぞれのところで練
習をしているのですが、この日は４０名近くが参加、
合同での練習会となりました。
　各自アップの後、全員で大江良一さん指導の下、
ハードルを使っての股関節の柔軟性と強化、ミニハ
ードルで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
離それぞれの専門種目に分かれて、練習に取り組み

ました。
　最後はマイルリレーが行
われ、研修会が無事終了し
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、
練習会は有意義なものとな
ったのでした。

ならでんフィールド
（鴻ノ池陸上競技場）

甲賀市陸上競技場

甲賀市陸上競技場

トップを走るM45横江良浩選手Ｍ８０小林優会長とＭ7０蒲生久男選手

4m50
20"62
8m26
13m64

（M25）
（W80）
（W50）
（W80）

石川 　貴規
宮前　美代子
大 江 由 子
宮前　美代子

棒高跳
10０ｍ
三段跳
円盤投

◆主な記録　〈大会新〉

　６月３０日（日）に、標記大会が奈良市で開催され、雨
天の中、６００名を超える参加者が熱戦を繰り広げました。
滋賀マスターズからも多数の参加者があり、それぞれの
力を発揮し、好成績を残すことができました。

　小林会長は４００ｍと８００mに参加し、滋賀マスター
ズを牽引する走りで大健闘でした。
　そんな中、女子優秀選手賞に１００ｍと円盤投に大会
新で優勝したW８０宮前美代子さんが受賞、棒高跳日

本新記録で優勝したM２５石川貴規
さんに敢闘賞が贈られました。　



　─今回は、尾崎公則さん（草津在住 76 才）に草津駅前のカフェ
でコーヒーをいただきながらお話を伺いました。尾崎さんは醤油
で有名な和歌山県有田郡湯浅町のご出身、高校卒業まで湯浅町
で過ごされたとのこと。─

マスターズに入ったきっかけは？
今から８年前、会社を辞めてすることがなく、やることを
探していた。インターネット検索をしていたところ、「滋賀マ
スターズ」のホームページにたどり着いた。陸上経験が
あったので、マスターズでもう一度走ってみようと思った。
走り出したのは？
小学生の時、背は小さかったが、かけっこは速かった。
有田郡の陸上大会で、小学校の代表選手に選ば
れて走ったのが、陸上デビューである。足が速
かったので、毎年の運動会が楽しみだった。
─うらやましい─　小学６年の時、第１回全
日本中学校放送陸上大会（現在の通信
陸上大会）が開催され、町内の２つ年
上の人が全国大会で優勝したのが町
の話題となり、陸上にひかれた。湯浅
中学校に入学して野球部に入った
が、やっぱり走りたいと、夏には陸
上部に転部。走幅跳を中心に練習
をした。高校でも陸上部に入り、
その頃には背も伸びてきて、
記録ものびてきた。そして、
インターハイや国体にも出場
できた。大学では陸上を辞めるつもり
でいたが、高校の大先輩に誘われ陸上を続けた。弱小
の部だったので、様々な種目をやり、陸上を楽しんだ。
学校卒業後、陸上とのかかわりは？
　大阪の会社に就職、１９７０年の大阪万博の年に転勤
で滋賀に来た。会社の運動会で走る程度で、会社の駅

伝チ－ムの世話役をして、京滋駅伝（大津市役所－山中
越え－京都国際会館）や、県民駅伝（彦根競技場－長命寺
－なぎさ公園）などに参加して１０年間程楽しんだ。その
後は、陸上競技からは疎遠となった。ゴルフに熱中する
時期もあったが、腰を痛めて、今はやっていない。
マスターズでは？
当初は、６０ｍと１００ｍを走っていた。M７５になってか
らは、走幅跳と三段跳にも挑戦しだした。昨年、全日本
マスターズ鳥取大会では、M７５で１００ｍ/３位、走幅
跳 /２位、三段跳 /３位に入り、一昨年の全日本和歌
山大会では、M７５で１００ｍ/２位であった。
マスターズ全国大会に参加した後、その周辺を旅行
するのを楽しみで、佐賀・岩手・鳥取…観光地や
温泉を妻と共に楽しんだ。今年は日光に行こうと思う。
　体力が続く限り、８０才までは何とか続けたい。
若い人たちには継続して陸上を楽しんでほしい。
「継続は力なり」である。

マスターズに入ってよかったことは？
いろいろな年代の人と交流できる。
我流だったので、教えてもらえるこ
とで練習の励みになる。陸上を
通して仲間となった人たちとの
集まりは楽しみである。
走ること以外では？
草津川の堤防などを妻と２時間

ほどウォーキングしている。途中の
カフェでお茶を楽しむこともある。妻が押し花作品作りを
しているので、押し花の材料を探すことが目的でもある。
＝尾崎さんは先日の近畿大会でも大活躍でした。穏やかで紳士的
な尾崎さん、第二の人生に陸上競技というスパイスを加え、生き
生きと過ごされているように感じました。お散歩で素敵な草花を
いっぱい見つけてください！　押し花作品、素敵です！＝ (maekawa) 

(maekawa) 

(maekawa) 

　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。小林会長の挨
拶に続き、国松名誉会長から祝辞をいただきました。
　３０年度事業決算報告の後、令和元年度事業計
画・予算案が提案され、全会一致で了承されました。
　小林新会長の元、滋賀マスターズ陸上競技連盟
の活動が益々充実発展することが期待されます。

　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。

　日本陸上界の最高峰、日本選手権が６月３０日（日）
に「福岡・博多の森」にて開催されました。今年度か
らマスターズ種目が取り入れられ、滋賀から３名が参
加しました。今大会は滋賀出身の桐生選手などが注
目を集め、スタンドはほぼ満席の大舞台の中、マスタ
ーズ代表選手たちは大健闘でした。来年度は大阪ヤ
ンマースタジアム長居での開催が決定しています。
1500ｍ／M60 中嶋洋 4:46:25　M65 曽野政男 5:02:55
W50 伊神佐登美 5:04:10（自己生涯ベスト）

中嶋洋選手 曽野政男選手伊神佐登美選手（中央）



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  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）

マスターズ陸上に参加するには

(nakajima) 

　令和始まりの年に記念すべき第１回大会が、６月
１５日（土）、希望が丘陸上競技場で開催されました。
一般の部は 1500mと3000m、小学生は 1000m
が行われ、一般は５９名、小学生は２９名の参加が
ありました。1500m、3000mとも年齢、性別に関係
なく申告タイムによりクラスを分け、クラス別に競い合
うユニークな競技方法に、参加者からは「珍しくて
面白い！」と好評を博しました。
　天気予報 90％の降水確率もなんのその、一滴も
降らず無事大会を終えることができたのは、日頃の
皆さんの行いが余程いいに違いないから！？

希望が丘陸上競技場

(一部未確定も含む)滋賀県
◎　滋賀陸上フェスティバル
　　　◇11月10日(日)　◇甲賀市陸上競技場
◎滋賀県駅伝フェスティバル
　　　◇11月24日(日)　◇希望が丘文化公園
●会員交流忘年会
　　　◇１2月２１日（土）　◇草津エストピアホテル

★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
●　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
◎大阪マスターズ陸上記録会
　　◇10月13日（日）　◇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19日（土）～20日（日）　◇小田原市城山陸上競技場
◎京都マスターズ秋季陸上競技選手権大会
　　◇10月19日（土）　◇西京極運動公園補助陸上競技場
◎2019京都マスターズ陸上研修会
　　◇11月16日（土）　◇西京極運動公園補助陸上競技場
●　全日本都道府県対抗全日本マスターズ駅伝競争大会
　兼 第8回全日本マスターズロードレース大会
　　◇11月17日（日）　◇愛知長久手　地球博記念公園
●　第21回アジアマスターズ陸上競技選手権大会
　　◇12月2日（月）～6日（金）　◇マレーシア・サラワク・クチン

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

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 

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


