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東近江市布引陸上競技場26年度滋賀スポレク陸上競技大会

　平成２６年６月１日（日）標記
大会が東近江市布引運動公
園陸上競技場で開催されました。
参加者は県外４５名を含め１１５

名でした。（小学生２４６名）
　開会式で会長挨拶、Ｍ６０萩尾選手の選手宣誓
のあと競技が開始されました。
　真夏を思わせる暑さの中、老若男女が日頃のトレ
ーニングの成果をいかんなく発揮、保護者の応援も
加わり大きな歓声が布引スタジムにこだましました。
滋賀陸上界の将来を担う小学生の参加が年々増
加していることは嬉しい限り、６年後の東京オリンピ
ックに出場する選手がぜひ誕生してほしいものです。
　今回の大会では県新の好記録が続出し、静岡
県からオープン参加のＭ５０中澤学選手が走幅跳
で、６m３１の日本記録を達成しました。
　滋賀マスターズ陸上の新しい試みがあっ
たので紹介します。
①プログラムに「陸上豆知識」を掲載しました。

小学生や保護者、
新しく始めた人に
限らず競技者に
とってルールの
再認識のきっかけになります。
②短距離のスタートの組分けは自己申告の記録順
に組んでいます。マスターズ陸上を常にリフレッシュ
していく心意気を感じました。
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〈県新記録〉

(nishizawa) 



紀三井寺陸上競技場

〈手前M40宮本選手/400ｍ〉 〈手前M75小林副会長/400ｍ〉
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◆主な記録　〈大会新以上〉

日本新

　標記大会が６月１５日（日）和歌山
の紀三井寺陸上競技場で開催され、
開始式の後、近畿各地から集まった
マスターズ戦士達の熱い戦いが繰り
広げられました。
　今回は３０周年記念のスタンプラリ

ーが行われており
多くの参加者で
賑わう大会と
なりました。
　天候は良か
ったものの短距
離には向かい風

が強くいいタイムは出ませんでした。
　滋賀からも３２名の参加があり皆
さん活躍されました。中でも３種目に
優勝し、立五段跳で日本記録を更
新したM７０尾崎公則選手に敢闘
賞が贈られました

〈M７０尾崎選手〉

特別功労章／國松善次
功労章／村上富夫　宮前美代子　坂　一郎　 
勲功章／尾崎公則　日下善雄　中吉　徹　横江良浩
功績章／樋口正和　山口正典　松居正治　山本嘉久
県記録章／男子18名　女子10名
（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／
松田由枝　野村政夫　夏原かず子　松居正治　中江一男　
藤田秦樹　山岡克正

　平成２６年度栄章授賞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した。

平成26年度栄章受賞

(maekawa) 

滋賀マスターズ役員総会
　５月５日、ホテルボ
ストンプラザ草津にて、
平成２６年度役員総
会が開催されました。
平成２５年度事業・
決算報告に続き、平
成２６年度事業計画・
予算案が提案され、了承されました。会員を増やし、
魅力あるマスターズを目指し活動していくことが確認さ
れ、総会の後、懇親会が持たれました。

　７月１９日（日）
東近江市布引運
動公園陸上競技
場で、今年度１回
目の陸上教室が
開かれました。
　大人２２名、小

学生３２名の参加があり、準備体操では子どもたちの
掛け声とともに研修がスタート。　「試しにイッペンやっ
てみよう！」と研修プログラムが組まれ、種目別に分か
れてそれぞれのトレーニングに取り組みました。
　最後に全員リレーが実施され、大いに盛り上がり、
研修会を楽しく終えることができました。 (maekawa) 

─楽しむ陸上競技を！─
平成26年度第一回滋賀マスターズ陸上競技教室開催

　７月２０日（日）、「ホテルピアザ淡海（屋上ビアガーデ
ン）」において、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。
　参加者２４名は、ビール片手に目の前で焼けていく
おいしい肉や野菜をいただきつつ、話を弾ませていま
した。楽しい夏のひと時を過ごし、会員相互の交流を
深めることができました。 (maekawa) 

─会員交流バーベキュー大会─

第30回近畿マスターズ陸上競技選手権



　─今回は大津市和邇在住の山口正典さん
（67才）、山口さんの元職場であるカネカ工場
で待ち合わせして、お話を伺いました。工場
横にある保養施設内のギャラリーには、写真
が展示されてます。もちろん写真の腕はプロ
並みの山口さんの作品もあります。展示さ
れている作品だけでなく、今までに撮った写

真の数々を見せていただきながらのインタビューとなりました─

陸上を始めたのは？
兵庫県加古郡に生まれ、中学３年間と高校１年生まで
卓球部に所属していた。高校１年の冬に校内マラソン
大会があり、学年（男子ばかり約５００名中）で一位となる。
それで体育の先生（陸上部）に入部を勧められ、陸上部
に転部した。その当時、陸上部ではメンバーがそろって
いて、駅伝を走りたいという思いがあった。
故障したこともあったが、３年生の時には兵庫大会一区
を任され、駅伝を走ることができた。オーバーペースがた
たりいい結果ではなかったが、走り続けたいとは思った。
その後は？
大津の坂本にあるカネカ工場に入社してからは再び卓
球をしていた。そんな中、アベベが走る「毎日マラソン」
を間近で見て刺激を受け、「走るほうがいいなあ」と１人
で走り始めた。滋賀に来て２年目の冬には「滋賀県ロード
レース」に出場。その頃は会社が終わってから坂本・皇
子山間を往復、よく走っていた。土山マラソンを含め各
地のマラソン大会に出場、４５才ごろまで走っていたが、
仕事が忙しくなったこともあり、本格的に走ることは中断し
たが６０才退職とともに、マスターズの大会に出場するよ
うになる。ところが５０００ｍ走でマスターズ女性陣Ｓさんと
Ｋさん２人に抜かれてしまい、投てき（砲丸とやり投げ）に

転向することにした。ケガで休んだこともあったが、今は
８月の選手権を目指して頑張っているところである。
今、はまっていることは？
写真をやっていて、「ＪＮＰ（日本風景写真協会）」に所属
している。全国組織で滋賀支部では５０名程の会員が
例会・撮影会・作品展開催など活動している。駅伝
大会などできれいに撮りたいと思い、一眼レフを購入し
たのがきっかけで、写真にはまっていった。
─カメラは4台・付属品などを含めて、高級車一台が買えるほど
カメラに入れ込んでおられるとのこと─　
また、趣味と実益を兼ねて、野菜作りを４０年以上やって
いる。常に２０種類以上の野菜を育てている。
今後は？

　仲間とともに陸上を楽しみながら、体力維持に努める。
また、もっとたくさんの人にマスターズに入ってもらえるよう
に声かけしたい。

　─インタビュー後、
次のようなことを話
されました。「写真は
一期一会、撮る瞬間
瞬間で風景が違う。
同じ風景は二度とな
い。今は偶然その時
に出会うという感じ
であるが、自分が思っているものを意図して撮れるようになるのが
これからの自分にとっての課題である」と。そして、プロの写真家
に絶賛されたという和邇浜から伊吹山をみた写真「琵琶湖の夜明
け」（東北大震災の年）をここに掲載させていただきます─

　─走ること以外の話を聞かせてもらえますかと話をすると、待って
ましたとばかりに「写真」の話を始められました。家族（孫たちも）
に囲まれ、充実した生活を送っておられる山口さん、これからもい
い写真撮ってくださ～い！─ (maekawa) 

写真は一期一会

(ooe) 

＝本人曰く「迷？カメラマン」＝

50ｍダッシュ王選手権 in滋賀第2回

　ゴールデンウイークの５月４日、
甲賀市陸上競技場にて第２回
のダッシュ王選手権が開かれ、
県内外から集まった１４０名の
選手が熱戦を繰り広げました。
　５０ｍ２本の合計タイムで競
うもので、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。
　レースの間に実施されたス

タート初心者講習会には多くの
参加があり、役員の指導の下、
第２レース直前まで熱心に練習
をしておられました。
　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、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。最終組はさすが
の迫力で盛り上がりました。　



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

夏号

平成26年度のマスターズ
　　陸上競技大会など主な予定
滋賀県
●　会員健康体力測定
　　◇10月4日（日）◇布引運動公園陸上競技場
●滋賀マスターズ陸上教室
　　◇10月25日（土）◇甲賀市陸上競技場
○びわ湖男女駅伝フェスティバル
　　◇１１月23日（日）◇希望ヶ丘文化公園特設コース
●会員交流忘年会
　　◇１2月23日（祝）◇未定
●　２０１5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
　　◇２０１5年2月15日（日）　◇希望ヶ丘文化公園
★滋賀マスターズ交流練習会（10：00～12：00）野洲川
　　9月6日（土）　10月4日（土）　11月1日（土）　12月6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で行います。
　　9月7日・13日・14日・20日・21日・27日・28日　１０月18日
　１1月1日・15日・22日・23日・30日　１2月6日・7日・13日・20日・21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
◎兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　　◇9月15日（祝）◇ユニバー記念陸上競技場
●アジア大会兼全日本マスターズ陸上競技選手権大会
　　◇9月19日（金）～23日（祝）
　　◇岩手県北上総合運動公園陸上競技場
◎奈良マスターズ陸上競技選手権大会
　　◇9月28日（日）◇橿原公苑陸上競技場
●重量五種・全日本跳躍五種選手権大会
　　◇１0月5日（日）◇石川県西部緑地公園陸上競技場
●全日本マスターズマラソン大会
　　◇１0月12日（日）◇岩手県北上市
●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）◇静岡県草薙陸上競技場
◎和歌山マスターズ秋季陸上競技大会
　　◇１1月9日（日）◇紀三井寺陸上競技場
●都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
　　◇12月7日（日）　◇山口きらら博記念公園

タイムトライアルに参加しましょうタイムトライアルに参加しましょう

　成蹊スポーツ大学の岩井先生の監修による、
全力疾走・タイムトライアルのスロー動画撮影会
が行われます。
　１００m走のタイムトライアル、１０mバウンディ
ングの結果から、スプリント能力向上のためスプリ
ントトレーニングの指標を提案します。
　科学的な分析を踏まえ、記録の作成と分析、
速筋線維を働かすエネルギー供給システムの改
善、疲労回復など、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、ハイスピードビ
デオ撮影によるフォームチェックは必要です。
　今回はスタート、全体、前方等５カ所から撮影
したものを分析し、DVDにまとめて後日参加者
に発送されます。

※岩井雄史／iwai@osaka-seikei.ac.jp

●開 催 日：2014年 10月4日（土）13:30～16:30 
●布引グリーンスタジアム　　●受　  付：13:00～
●定　  員：50名程度　　　●参 加 費：5,000円
●参加申し込み締切は9月30日（火）17時


