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（W80）
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鮫澤 　知美
大江　良一
大江　良一
鮫澤　知美
種子田いずみ
鮫澤　知美
伊神　佐登美
中島　洋　　
加藤 　千恵
秋山　真彦
宮前美代子
川副　真斗

　6０ｍ
　6０ｍ
1００ｍ
2００ｍ
2００ｍ
4００ｍ
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走幅跳
走幅跳
円盤投
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26"30（M65）大江 　良一2００ｍ
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甲賀市陸上競技場

◆主な記録　〈日本新〉

　〈県新及び県新規〉

　〈大会新及び新規〉

棒高跳

7"41
9"52
12"33
23"77
29"02
32"06

1'16"87
4'23"15
4'57"03
10 '33"86
4m25
3m61
1m85
45m27

（M30）
（M75）
（M50）
（M30）
（W40）
（W45）
（M70）
（M24-）
（M60）
（M40）
（W45）
（W55）
（M35）
（M25）

一番ケ瀬 玲
尾崎 　公則
荒川　健　　
一番ケ瀬 玲
前野 　敦子
丸山　佳代
森 口 芳 茂
川副　真斗
中島　洋　　
井手橋 　保
丸山　佳代
宮 﨑 眞 弓 
滝田 　和也
長谷川直規

　6０ｍ
　6０ｍ
1００ｍ
2００ｍ
2００ｍ
2００ｍ
4００ｍ
15００ｍ
15００ｍ
3000ｍ
走幅跳
走幅跳
走高跳
やり投

　令和元年８月２５日（日）、第２５回滋賀マスタ
ーズ陸上競技選手権大会が、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２
９７名、小学生２０１名で、２０日後に行われる
全日本大会に向け他府県からの参加者も多く、
滋賀マスターズからは１００名でした。
　当日は酷暑とまではいかない天候に恵まれ、
９時３０分から行われた開会式では、小林会長
の挨拶・坂審判長による諸注意の後、井手橋
選手による力強い宣誓がなされました。
　その後、男子 5000ｍ走を皮切りに各種目の
競技が行われ、熱戦が繰り広げられました。小
学生たちも日ごろの練習成果を大いに発揮し、
それぞれの競技に取り組んでいました。
　最終競技はリレー種目で、各チームに盛大な
声援が送られる中、選手たちの素晴らしい活
躍で大会の幕が閉じられ、閉会式となりました。
なお、審判員の確保等課題のある中、水口中

学校・城山中学校の生徒たち
が、運営補助員としてきびきび
と活動してくれて、スムーズな大
会運営ができました。

宣誓！

100ｍ

200ｍ800ｍ

400ｍ 役員打合せ

やり投

(maekawa) 



(maekawa) 

正田醤油スタジアム群馬
　２０１９年９月１３日（金）～１６日（月・祝）に
わたり標記大会が前橋市で開催されました。
総勢２,２３１名、海外からも７７名の参加が
あり、滋賀県からは６７名が参加しました。
　ほぼ雨が降らず、いい天候に恵まれ“鶴
舞う形の群馬県　いつも青春　ずっと青春”
のスローガン通り、皆さん溌剌と競技に参加さ
れていました。
　ひとつ残念だったことは、三段跳びのライン
が最低でも７ｍと決められ、Ｍ６５以上の競技
者で砂場に入れずＭＮ（記録無し）に終わっ
た人や、Ｍ８０以上では全員ＤＮＳ（棄権）とい
う事態になってしまい、いつもの柔軟な進行が
望まれました。
　マスターズ陸上は、試合の勝ち負けや記
録も大事ですが楽しみ
方は人それぞれ、全国
から集う仲間と交流し、
仲間を増やすのも楽し
みのひとつでもあります。
　来年は福井大会、桐
生祥秀選手が日本人で
初めて１０秒の壁を破っ
た『９.９８スタジアム』で
行われます。
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10'22"82
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（M65）
（M65）
（M60）
（W50）
（M60）
（W65）
（M45）
（M65）
（M35）
（W50）

大江 　良一
大江　良一
大江　良一
中島　洋　　
伊神　佐登美
中島　洋　　
小嶋 　祐子
横江　良浩
曽野　政男
滝田　和也
大江　由子

　6０ｍ
1００ｍ
2００ｍ
１５００ｍ
30００ｍ
30００ｍ
30００ｍ
400ｍＨ
２0００ｍＳＣ
走高跳
走高跳

◆主な記録　〈１位〉

M50／マイルＲ／1走荒川選手から2走寺本選手へ（4位） M45／400ｍＨ／横江選手（優勝）

Ｗ50／やり投／大江由子選手（5位） Ｗ45／100ｍ／丸山選手（10位）

愛・地球博記念公園特設コース

　３年連続開催された滋賀から愛知への襷が受け継
がれ２年、１１月１７日（日）に愛知県長久手市の愛・地
球博記念公園で第３２回全日本マスターズ駅伝競走大
会が開催されました。前日から滋賀マスターズ役員・
選手団総勢２５名はバスで会場入りし、開会式・交流
会を経て、当日を迎えました。
　大会には全国から２５府県６８チームの参加があり、
心地よいポカポカ陽気の秋晴れの中、熱戦が繰り広げ
られました。滋賀からは対抗の部に３チームが参加し、
男子・女子・エルダーの部、それぞれで３位に入賞、

大健闘でした。総合の部は、１位の兵庫と同点、男子
優勝が優位となる規定により第２位ということになりました。
　続いて開催されたロードレース大会には６名が参加し、
それぞれ好成績を残すことができました。男子の部に初
参加の川西選手は「３人追い抜くことができ、気持ちよ
かった。３位入賞も嬉しい。」と語ってくれました。
　また、行き帰りのバスの中、修学旅行を思わせるよう
な盛り上がりの中で、楽しい時間を過ごすことができまし
た。スタッフの皆様ありがとうございました。　
なお、来年度の開催地はまだ未定です。

≪対抗の部≫
男子　3位／21チーム　　
1：39：41　大辻夏樹　─　木村将弘　─　農添光陽　─　佐藤誠　─　川西治雄　─　沖和彦
女子　3位／14チーム
　57：16　中江保子　─　伊神佐登美　─　原田晴美　─　古山志穂　─　海部奈苗
エルダー　3位／18チーム
1：00：23　古家雅恵　─　曽野政男（区間賞）　─　三木秀雄　─　太田君子　─　中島洋

≪3ｋｍロード≫
③　山中和美　（W55）　⑤　三宅　徹　（M60）　①　谷口圭子　（W60）　
⑥　村上富夫　（M65）　②　三木秀雄　（M70）　①　小林　優　（M80）　　

(ooe) 



(maekawa) 

　＝木々が色づき、青空が広がる１１月某日、皇子山陸上競技場近
くのカフェでランチをいただきながら、大津市在住の渥美裕子さ
ん（７７才）にお話を伺いました。
渥美さんは１９４２年に、現在の北朝鮮で生まれ、２歳の時に日
本に帰国されました。高校の教諭として陸上部の指導をされて
いたお父さんの影響を受け、子どもの頃から陸上競技に取り組
まれていたとのこと。話に引き込まれていきました。＝

陸上とのかかわりは？
子どもの時から父（塩尻安吉）の指導を受けていた。い
わば、星飛雄馬の父というところです。中高大と京都で、
中学陸上部では、１００mで当時の日本新記録を出し、
２００m、４×１００mＲでも全国１位となった。高校では
東京で開催されたアジア大会に出場、
２００mで銅メダルを獲得。全日本
選手権や国体・インターハイでも
優勝できた。短大時代も陸上を
続けた。そして、昭和３９年東京
オリンピックが開かれた年に、２２
才で結婚。３人の子育てに専念
し、陸上からは遠ざかっていた。
その後は？
３８才の時に夫の転勤に伴
い愛媛に転居した時に愛
媛マスターズから誘われ、
「まあやってみようかな」
と、再び走り始めた。
ただ、何となく意欲が
乏しく、熱心さがなく、自
然に足が遠のくようになり、
再び大津に戻った時には
やめてしまった。その後は、
大津市の健康推進委員として
の活動や、趣味のガーデニングにいそしむこととなった。
再び走り始めたのは？
２６年間のブランクを経た７３才の時に、学生時代の後輩
（徳島マスターズ）から誘いを受け、陸上を始めた。滋賀

マスターズに入ろうとホームページを見て髙橋理事長に
連絡。　─　理事長には、次男が中学生の時に、陸上部でお世話
になり、全中にも連れて行ってもらったとのこと。ご縁ですね　─
この４年間で、年々記録が上昇、なんと１００mで２秒
近くタイムが縮まった。まじめに練習を積むとともに、スポ
ーツジムでの筋力トレーニング（週２回）をしているが、こ
の筋トレが故障を防ぎ、筋力アップで陸上競技に効果的
であると痛感している。　─　W75クラスで60m・100m・
立五段跳の日本記録保持者です　─

陸上の他には？
　何といっても、ガーデニングという楽しみを持っている。び
わ湖大津館イングリッシュガーデンの手入れを月に２回ボ

ランティアでやっている。　『花友』
とのランチ会が楽しみで、花談
議での、花の知識・育て方など
の話で盛り上っている。春には、
我が家で『オープンガーデン』を
して、自家栽培のハーブティー
を提供、ご近所さんとガーデン
パーティーを楽しんでいる。
また、健康推進委員としての活
動を１０年間、地域の方を対象
にしてきた。健康ウォーキングの
会を立ち上げ、現在も続いている
（私は引退）。健康推進活動の
中で、五つの柱として、「栄養・
運動・休養・検診・生きがい」
というのを教えてもらって、今も常
に実践している。

＝栄養に気を付け、運動をして、休養も取
り、検診を受け、生きがいを持つ、いい言葉

ですね。話の合間に、渥美さんが中学生の時からずっとつけて
おられる「陸上記録ノート」を見せていただきました。数々のレ
ース結果が５０年以上に渡り丁寧に記録されていることに、頭が
下がります。宝物ですね。笑顔で話してくださる人生の先輩で
ある渥美さん、これからも益々ご活躍ください。＝ (maekawa) 

＝栄養・運動・休養・検診・生きがい＝

　毎年夏恒例の「会員交流納涼会」が、７月２８日
（日）にクサツエストピアホテル１階のカジュアルダイニ
ングレストラン　「リヴィエール」にて開催されました。
今回は参加人数が多く、滋賀マスターズ会員３０数
名が集いました。
　夏の夜、美味しいお料理に舌鼓を打ち、ビールな
どを飲みながら和気あいあい、楽しい会員相互の交
流が深められたのでした。
　クサツエストピアホテルには、この広報誌の広告に
協賛頂いております。サービスも良くいい雰囲気です。
皆さんも是非ご利用ください。

クサツエストピアホテル



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

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

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

●登録は毎年手続きが必要です。
継続の会員は事務局より送付されます【登録申込書】
により２０２０年度登録申請をお願いします。
①マスターズの大会のみ出場の方
　５０００円（マスターズ４５００円　陸協５００円）
②陸協関係の大会出場、もしくは審判員等される方
　７０００円（マスターズ４５００円　陸協２５００円）
③滋賀マスターズ以外のクラブや事業所に所属される方
　４５００円
●２０２０年度より陸連登録が必須となります。
「①・②」で登録される方は事務局で確認できますが、
「③」で登録される方は各自で確認をお願いします。
陸協未登録の場合、マスターズの大会にエントリーさ
れても出場が認めてもらえませんのでご注意ください。
大会にエントリーされる場合、マスターズ登録番号（ナ
ンバーカード：２５－○○○○）およびＪＡＡＦ・ＩＤ番号
（陸連１１桁）が必要となります。
＜お願い＞
事務作業の能率向上化のため、今回より登録申込書
に姓名のローマ字記述とメールアドレス欄を設けました。
メールアドレスはご協力頂ける方のみで結構です。
滋賀マスターズ主催以外の各連盟主催マスターズ大
会にエントリーされますと、その連盟より「陸協登録」の
確認の問合せが来る場合があったりします。また諸連
絡に使用させて頂きます。

１７=長野県（２０から変更）
１９=石川県（１８から変更）
２３=三重県（２４から変更）
３６=香川県（３７から変更）

１８=富山県（１７から変更）
２０=福井県（１９から変更）
２４=岐阜県（２３から変更）
３７=徳島県（３６から変更）

(一部未確定も含む)
滋賀県
★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
●　近畿マスターズ駅伝大会
　◇３月22日（日）　◇奈良平城宮跡周回コース

令和2年度の主なマスターズ陸上競技大会の予定
●第8回５０ｍダッシュ王選手権in滋賀　（予定）
　◇’20年５月４日（月）　◇甲賀市陸上競技場
●滋賀スポレク・陸上競技大会　（予定）
　◇’20年５月31日（日）　◇東近江市布引陸上競技場
●世界マスターズ陸上競技選手権大会　（予定）
　◇’20年7月20日（月）～8月1日（土）　
　◇カナダ・トロント
●第２6回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会　（予定）
　◇’20年８月30日（日）　◇甲賀市陸上競技場
●第41回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　（予定）
　◇’20年10月2日（金）～4日（日）　
　◇9.98スタジアム（福井県営陸上競技場）

２０２０年度から一部の都道府県番号が変わります
【変更になる県】

滋賀県野洲市比江680 -9
TEL： 077-589-2445　FAX： 589-5831

0120 -126-904
〒525-0037 滋賀県草津市西大路町4 -32
草津駅より徒歩3分　TEL：077-566 -3333http://www.asukasu- yasu.com/


