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おじいちゃには負け
ないゾ 笑顔のゴール

小学生と大人のバト
ル

顔を見合わせてゴー
ル

最終組はさすがの迫
力

上段は前半(40m)と下段の
後半(80m)の動作が、一画面
で比較できるよう編集された、
面白い試み

甲賀市陸上競技場

甲賀市陸上競技場

(ooe、撮影/yamaguchi) 〈男子総合１位〉

〈２位〉

　１０月２０日（日）滋賀で初めてのダッシュ王選手権が開催さ
れました。５０ｍを２本走った合計タイムで競うもので、陸上選
手だけでなく一般の幼児からシニアまで１３のカテゴリーの部
門賞と総合チャンピオンを競います。　
　当日は残念ながら強い雨で欠場が多く、５６名の参加とな
りましたが、年齢順に走った１本目のタイム
順で２本目の組が決定するので、写真
のようにお祖父さんとお孫さん、小学生
対大人といった面白い組み合わせに。
　選手にとっては雨でアップするところ
もなく、また初めての試みで進行等危
ぶまれましたが、役員の努力によりスムー
ズに進行することができました。
　男子総合優勝はさすがのマスターズ、Ｍ４０の芝辻選手が、
女子は小学生の島田さんが初代ダッシュ王に輝き、トロフィー
を手にしました。

50ｍダッシュ王選手権 in滋賀

芝辻　悟（40）１３"２９　

奥野剛太（31）１３"3９　
〈3位〉
渡邊　誠（40）１３"9９　
〈女子総合１位〉

〈２位〉
島田歩果（10）１6"２7　

冨田涼子（38）１6"95　
〈3位〉
西川湖春（11）１6"97　

全力疾走に挑戦・タイムトライアル
　颱風のため延期になっていた全力疾
走に挑戦・タイムトライアル＆撮影会が
９月２８日（土）午後から行われました。
　これも初めての試みで、成蹊スポー
ツ大学の岩井先生の監修によるもので、
科学的な分析を踏まえ、様々な視点を
考慮してトレーニングをすることに活か
すために、スローモーションによるフォー
ムチェックは必要です。
　大阪や三重からも参加者があり、オリ
エンテーション、専門的アップのあと一

人ずつ走り、５カ所から撮影したものを分
析し、面白い試みも加えたものをDVDにま
とめて、後日参加者に発送されました。　今
後も継続的に実施される予定です。(ooe) 

(合計タイム)



県立彦根陸上競技場

(maekawa) 

(maekawa) 

(nishizawa) 

　８月２５日（日）標記大会が開催されま
した。昨夜から続く雨の中、5000m 男
女のレースから大会が開始されました。
　全日本大会の２週間前という日程なの
で調整の為の参加者も多く見られ、県
外８５名を含み全部で１６０名の参加者
がありました。
　時折バケツをひっくり返したような豪雨
の中、熱戦が繰り広げられましたが、午
後過ぎになると、マスターズの熱気に恐
れをなしたのか豪雨は去り青空が顔を
出しました。
　小学生は９１名。将来の日本を背負う
選手が育ってほしいですね。

東近江市布引運動公園陸上競技場

〈県新記録〉

第19回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
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〈雨中の宣誓〉 〈あ、１名がコースアウト〉

〈競歩は寡黙です〉

〈雨天練習場でアップ〉

　10月14日（体育の日）に、びわこ成蹊スポーツ大学
マルチアスリーナ内トレーニング室において、恒例の
「会員体力測定」が開催されました。
　開発支援センターの岩井先生指導のもと、最新測
定器具を使って、体重・身長・体脂肪の測定後、各種
測定があり、測定後には、グラフ・コメント付の測定結
果が手渡され、総合体力年齢や今後の運動につい
てもアドバイスが記されていました。
　会員以外や親子での参加も含め２０名、自分の体
力を知り、今後の活動への意欲がさらに高まったよう
で、有意義で楽しい「体力測定」でした。

(miki) 

　日韓交流の一環として、11月9日の「平和の島全国
駅伝大会（済州島一周駅伝）」に、木村会長を団長
として8名で参加。2回目の訪問となる今回は、西側半
周の大会でした。一昨年は東側半周でしたので、合
わせて一周したことになります。大邱の選手の応援と
梁太守会長のご厚意で、全国の部3位の表彰で大き
な銅色のカップを頂いてきました。
　今回はイレギュラーな参加でしたが、来年は正式な
参加予定で、ぜひ金色のをと思っておりますので、ご
協力をお願いします。

　7月29日（日）、「ホテルピアザ淡海（屋上ビアガーデ
ン）」にて、毎年恒例の会員交流バーベキュー大会が
開催されました。
　参加は30名を超える
盛会で、会員パワーで
降っていた雨も上がり、
おいしい肉やビールを
戴きつつ、楽しい交流を持
つことができました。

体力年齢も若い！マスターズ会員

会員交流ＢＢＱ大会で盛り上がる

日韓交流参加報告

　９月２８日（土）甲賀市陸上競
技場で、今シーズン２回目の
研修会が開かれました。
　今回は他の催しと重なり
参加者が少なかったので、
金子選手指導のトレーニング

と大江選手指導の動きづくり、築
山選手指導のやり投げを、スタッフ込みで全体一緒に
こなし、みんなで楽しく研修できました。

第２回滋賀マスターズ研修会

(ooe) 



─11月に希望が丘で開催された「びわ湖男女駅伝フェスティバ
ル」県民駅伝の部に、トップでタスキリレーする親子の姿が見ら
れました。森上真由美さんと長男優太君です。駅伝終了後、真由
美さん（現在 44才、東近江市在住）に、お話を伺いました─

陸上を始めたきっかけは？
中学１年生（愛知県）３学期の授業で 1000m 走があり、
ダントツで速く、先生からは「トラックを斜めに走ったので
は？」といわれる始末。ソフトボール部に入っていた
が、陸上部顧問（県下では結構有名な指導者）から
熱心に勧誘された。厳しい練習が嫌で
断り続けるも、「おれが絶対、走ること
を好きにしてやる」と言われ、各種
大会で優勝するようになり、あっと
いう間に陸上競技が好きになった。
その後は？
インターハイ3000ｍ決勝に進出、国体や
全国都道府県対抗女子駅伝の愛知県代
表にも選ばれた。卒業時には実業団からの
誘いもあったが、「小学校の先生になりたい」と、
愛知教育大学に進学し、陸上を続け「もう少し
走ってみたいな」と、実業団（京セラ）に入る。
実業団時代は？
アトランタオリンピックを目指し、5000ｍで標準記
録Ａを突破するも、最終選考の日本選手権で8
位となり、残念ながら夢半ばの 5 年半で実業団
を引退、出産・育児に専念した。ちなみに、共にオ
リピックを目指していた幸治さんと入社２年目に結婚。
─当時珍しいアスリートカップルの誕生。披露宴ではランニング
ウエアにお色直し、みんなを驚かせたとのこと。カッコイイ！─

滋賀マスターズに入ったのは？
夫の転勤で鹿児島から滋賀へ。見知らぬ町での生活
に、自分らしさを取り戻そうと８年ぶりにランニングを再開。
走り仲間がほしいと思った時に滋賀マスターズの存在を
知り、自ら応募。2005 年に福井県で開催された全日本
マスターズ駅伝がデビュー戦である。
─その後、3000ｍでＷ35の日本記録を更新、さらに39才
の時には市民ママさんランナーとして「全国都道府県対抗女
子駅伝」の滋賀県アンカーを務めるという活躍ぶりです─

走ることの他は？
趣味が多く、１番は部屋の模様替え・ガーデニング
２番は飲むこと─１番じゃないんだ！毎日欠かさずに飲んで
いるそう。森上家はアルコール係数がとても高いとか─
3 番目はパソコン─マスターズの記録賞状担当です─
何にしても「自分らしさを楽しむ」こと─たとえば
髪型・ファッションなどでもオリジナリティーを追求、
いつも楽しませてもらっています─

これからのことは？
「ケセラセラ～」なるようになる。型にはまらず、
毎日１００％充実して過ごしていきたい。早くケ
ガから復活し、Ｗ４５の日本記録を狙っている。
伝えたいこと

走ることはいつでもどこでも始められる。ダイエット
でも記録狙いでもいいので前向きにチャレンジし、自
分の人生を自分のカラーに色付けできたらいいなと思
っている。「マスターズはそれが叶えられる場所です」と。
─滋賀マスターズのファッションリーダーとして、また豪快な飲み
っぷりから宴会部長として、その輝かしい記録から長距離のエース
として注目されています。ますますのご活躍を！─ (maekawa) 

滋賀マスターズのファッションリーダー＆宴会部長

(nishizawa、撮影/takahashi) 

佐賀県総合運動場陸上競技場

　９月６日（金）～８日（日）標記大会が開催さ
れました。マスターズ陸上にとって年に一度の
メーンイベントであり全国から１，５９０人、滋賀
県からは３２人が参加しました。最高齢は１０２
歳の宮崎翁。アメリカやブラジルからの参加も
あり、スタンドやサブトラックでは再会を喜び健
闘をたたえ合う姿が数多く見受けられました。
　びわ湖のスプリンター大江良一選手はウサ
イン・ボルト選手も脱帽する驚異の三冠（60m、

100ｍ、200ｍ）を４年連続で達
成し、エイジグレードの高さから、
男子優秀選手に選ばれました。
５年連続を期待しましょう。
　最終日の早朝には２０２０年東
京オリンピック開催が決定し、マ
スターズアスリートにとっても記念
する日になりました。

第34回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
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１００ｍ
2００ｍ
8００ｍ
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3０００ｍ
走高跳
円盤投
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◆主な記録　〈１位〉

〈力走する小嶋選手〉

〈國松名誉会長ゴールイン〉

〈南選手の走幅跳〉 〈樋口選手の砲丸投〉



広報委員／大江良一・前川朋子・西澤幸雄・大西敦子
表紙イラスト／湯川慈美　編集・デザイン・制作／大江良一

(一部未確定も含む)

　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）

マスターズ陸上に参加するには？

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

冬号

平成25年度のマスターズ
　　陸上競技大会など主な予定
滋賀県
●会員交流忘年会
　　◇１2月23日（祝）◇ホテル「ボストンプラザ草津」
●　２０１４滋賀マスターズクロスカントリーリレー大会
　　兼小学生ロードレース大会
　　◇２０１4年2月16日（日）　◇希望ヶ丘文化公園
◎　びわ湖レークサイドマラソン
　　◇２０１4年2月23日（日）　◇大津港－烏丸半島港前
◎　びわ湖毎日マラソン
　　◇２０１4年3月2日（日）　◇皇子山陸上競技場発着
●近畿マスターズ駅伝大会
　　◇２０１4年3月23日（日）　◇希望ヶ丘文化公園
★滋賀マスターズ交流練習会
　　◇栗東市野洲川運動公園（10：00～12：00）
　　２０１4年　1月4日(土)　2月1日(土)　3月1日(土)
★甲賀市陸上競技場においても、甲賀市陸協・マスターズ
　交流練習会を下記日程(土)で行います。
　　２０１4年　1月11日・18日・25日
　　2月1日・8日・15日・22日　3月1日・22日・29日
※長距離は毎土曜日、短距離は不定期で自主練習もやって
　います。詳しくはホームページをご覧ください。

世界・全国・近畿
●都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
　　◇２０１4年3月2日（日）　◇三鷹市武蔵野の森公園

記録委員から記録公認について
各種大会で、選手自身が申請しない限り公認されない
記録がありますので、今一度ご確認下さい。
記録証のコピー不要の大会
滋賀マスターズ、近畿マスターズ、日本マスターズ主催
の公認大会（混成競技、ロードを含む）
記録証のコピーが必要な大会
１）近畿圏を含む他府県マスターズ主催の公認大会
２）陸上競技連盟主催又は主管の公認大会公認の部
提出期限は１月２０日まで。　記録証代わりに表彰状の
コピーも受け付けますが、風速や重量を記載して下さい。

クロスカントリーリレーに参加しましょう！
　２０１４年２月１６日（日）に開催される、クロスカントリ
ーリレー大会に出場される方を広く募集しています。
　気楽な大会で、１ｋｍ×４人と２ｋｍ×４人の部があり、
登録会員以外でも出場可能ですので、職場の仲間やジ
ョギング仲間を誘って楽しく走ってみませんか？
　今回より１ｋｍ×２人の親子でたすきをつなぐ「ファミリ
ーの部」が新設され家族で楽しめる大会になります。
　詳しくはホームページをご覧下さい。


