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甲賀市陸上競技場第２０回滋賀マスターズ陸上競技選手権

　平成２６年８月２４日（日）標
記大会が甲賀市陸上競技
場で開催されました。
　参加者は県外参加者１７
２名を含め２５１名（他に小学
生９８名）、各地に被害をもた

らした大雨の止んだ曇り空の中、
男女５０００ｍから競技は始まりました。
　今回は、アジア兼全日本大会（岩手県北上市）が
９月に開催されること、近畿マスターズ創立３０周年
記念スタンプラリー実施中ということに加え、更にネッ
トでの呼びかけにより、特に県外からの参加選手が
多く、例年をはるかに上回る参加者がありました。迎

える滋賀県選手たちも奮闘しました。
　午後２時頃からは雨に降られましたが、熱い戦い
の熱気を冷やすことはできません。ヨーロッパを思わ
せるブルートラックは珍しく、特に県外の選手に好評
でありました。更に競技役員の「おもてなし」がリピー
ターを増やすことでしょう。
　平成５年に発足した滋賀マスターズ陸上競技連
盟の選手権大会が２０回の歴史を刻むことができま

した。今後も益々生涯スポーツを推
進し、老若男女の輪を広げて
いきたいものです。
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〈大会新記録〉

(nishizawa) 

開会式

情報交換中



(maekawa) 

(murakami) 会員体力測定
　１０月４日（土）、東近
江市布引陸上競技場にお
いて、恒例の「会員体力
測定」が開催されました。
　びわスポ大の岩井先生
指導のもと《平衡感覚》
閉眼片足立ち、　《瞬発力》しゃがみ跳び・垂直跳、
　《敏捷性》反復横跳び、　《筋力》腹筋・握力・背筋、
　《柔軟性》長座体前屈の測定が行われました。
　参加者は８名ということで、和気あいあいと測定

を楽しみ、グラフ・コメ
ント付きの測定結果が手
渡され、総合体力年齢な
どを知ることができ、今
後の参考となる有意義な
測定でした。

　１０月２５日（日）
甲賀市陸上競技
場で、晴天のもと
親子を含め２３名
の参加を頂き、開
催されました。
投擲に参加頂いた

中学生で学校に指導者がいないため、参加して良か
ったと言う方もおられました。最後に全員リレーを行い、
初めての方とのバトンパスで繋がりました。

─楽しむ陸上競技を！─
平成26年度第2回滋賀マスターズ陸上競技教室開催
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◆主な記録　〈１位と県新記録〉

※1／全日本大会順位 ※2／アジア大会順位

※1 ※2

(nishizawa) 

岩手県北上陸上競技場

布引陸上競技場

第18回アジアマスターズ兼
第35回全日本マスターズ陸上競技選手権大会

〈レセプション〉 〈リレー表彰〉

　平成２６年９月１９日（金）～２３日（火）標記大会が、
岩手県北上陸上競技場で開催されました。参加２４
か国、参加者２,８７９名（海外参加９３５名）でした。
　同時期にアジア大会が韓国ではじまりましたが、
その大会以上に北上陸上競技場はマスターズの熱
気に包まれ、更に天候に恵まれ国際レースとしての
高いモチベーションで世界記録やアジア記録等の
好記録がたくさん生まれました。応援席では外国の

選手が力走
するたびに
外国語と日本語が混ざり合った大きな声援が響き、
レース後には身ぶり手振りでお互いの健闘をたたえ
合い、記念写真を撮るシーンが多くみられました。
　２０日夜に開催された国際交流レセプションでは、
地元中学生のブラスバンドを皮切りに、ステージで
は各国の郷土芸能が繰り広げられました。参加者
はバイキング料理とお酒を片手に言葉の壁を越え
て楽しく歓談を続けました。
　北上駅界隈は国際都市と化し、色鮮やかな民族
衣装や各国のユニホーム姿の人 と々日本各地から
来た選手たちが買い物や食事を楽しんでいました。
　また、大会を支えるスタッフやサポーターの心遣
いは素晴らしく、’２０東京を意識した「おもてなしの
心」が試合会場や街中で多く見受けられました。
　大会役員さんやスタッフの皆さまに感謝し、この
マスターズ陸上の国際交流の輪が大きく広がり永久
に続くことを祈ります。

　Ｍ６０大江選手が京
都新聞滋賀版に紹介
されました。
　また１月には毎日新
聞折込の生活情報
誌「Oh！Me」にも掲
載される予定です。
　こんな機会が
多くなって、もっと
マスターズをアピ
ールできたらい
いですね。
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　─１１月に滋賀マスターズと交流のある済州島陸上選手団を迎
え、歓迎行事の県内観光があり、そのバスの中で、三木秀雄さん
にお話を伺いました。三木さんは野洲市在住の６５才。現在、滋
賀マスターズ運営の中心メンバーとして活動されています　─

走り始めたきっかけは？
子どもの頃から走るのは大好きだった。中学校で駅伝部
に所属していた時期もあったが、心臓肥大症で選手に
なるのは無理と言われ、自然とやめてしまった。その後、
高校では柔道部に所属、キャプテンも務めた。大学時
代は実験などに追われる毎日だったが、就職後も含めて
ちょこちょことは走っていた。そして３５歳の時、タバコをや
めたことで体重がぐんぐんと増え、「これはいかん　！」と思
い、本格的に走り出した。　─　それからすぐに、フルマラソン・
ウルトラマラソンと立て続けに走るようになっていったとのこと。
ちなみにフルマラソンは３：０２：１８がベストタイムで、
５０歳まではびわ湖一周１８０kmの２４時間
内完走を毎年兆戦しておられたそうです─

　マスターズに入ったのは？
今から２０年ほど前、マスターズ立ち上
げのときから所属している。郡市責任
者として、組織を作っていくことから始
まり、あまり成果を上げられていないが、
理事として勤めさせてもらっている。’０７
年のスポレクウルサン大会への参加を
きっかけに日韓交流が始まり、副理事
長・日韓担当として活動している。
韓国には仕事の関係で３０年前ぐらいか
らたびたび行っており、延べにすると３年ぐ
らいは韓国に滞在している勘定になる。　─　韓国語も堪能
で、今回もチェジュの方と楽しそうにお話しされていました　─　

走ること以外には？
　１０年程前、ひざを痛めて走れなくなった。というのも、
仏教徒としての修業を始め、長時間の正座を続けたこと
も影響している。仏教の基本は「人のためにいかに大乗
利他の行いをするか（大きな乗り物に乗って他人が喜ぶこと
をする）」であり、自分としてその道をきわめたかった。

　─　仏教の世界には１８年前に先輩の紹介で関わられたとのこと。
月曜日と金曜日の朝、野洲駅の清掃活動を１０年以上続けておら
れるとのこと。なかなかできることではありません　　─　

　マスターズについては？
　９年前に一緒に走っていた娘が事故で大けがをし、半
年の入院後に亡くなった。走れない時期ではあったが、
天国の娘にがんばっている姿を見てもらいたくて、その
年の土山のフルを走った。それ以降、ほとんど走れなく
なったが、娘の事故直後、木村会長（当時理事長）の
「苦しいときこそ、マスターズの仲間がいることを思
い出せ」の言葉で、マスターズにかかわり続け
られ、最近になって、もう一度走ろうと思えるよう
になった。マスターズにいなければ、あの頃に
走ることをやめていたかもしれない。マスター
ズの仲間に助けていただいたと感じている。
　若い人たちへのメッセージ
人のために何かをすることは、必ず自分に
帰ってくる。仲間を大事にすることで仲間
が広がる。そのためにも、是非どんどん
運営側に入って来て欲しい。

─　化学装置のメーカーにお勤めで、５０歳で博士課程
に入って工学博士を取得し、学会でも活躍されている

三木さん、いつも笑顔で自分のことよりみんなのためにという姿
勢に学ばせていただいたインタビューでした　─ (maekawa) 

大乗利他 ＝マスターズがあったから、また走れた！＝

ユニフォームを斡旋します
　写真は先日北上で開催された全日本大会
のリレーメンバーで揃えたユニフォームです。
生地自体はかなり薄く、着にくいですがピタッ
とする優れものです。希望者に斡旋します。
　男女ともに、上はⒶ半袖ジップタイプと、
Ⓑ袖無しタイプの２種類、下は①ショートタイ
ツと、②ミドルタイツの２種類。サイズは、
SS、S、M、L、O、XO、2XO、3XO。
ちなみに左の宮本選手は上ⒶのO、下②のO
で、右の芝辻選手は上ⒶのL、下①のLです。
組合わせは自由ですが、男性でリレーを予定
している方はⒶのタイプをご指定ください。

男性用

女性用

Ⓐと① Ⓑと②

Ⓐと② Ⓑと①

斡旋価格はⒶ８,６００円、Ⓑ７,５００円、①３,６００円、②３,８００円。（税込）
ご希望の方はクラスと名前、上のタイプと下のタイプをご記入の上、大江宛
Fax　０７５-７０８-５８４７、または　farm201@marble.ocn.ne.jp　にメールください。
締切は1月３１日とします。それ以降は随時受け付けますが、価格が変動します。
商品と代金は機会のある時に直接受け渡しで、またはことづけします。



クロスカントリーリレーに参加しましょう！

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
●会員交流忘年会
　　◇１2月23日（祝）◇琵琶湖ホテル
●　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
◎　びわ湖レークサイドマラソン
　　◇２０１5年1月25日（日）　◇大津港－烏丸半島港前
◎　びわ湖毎日マラソン
　　◇２０１5年3月1日（日）　◇皇子山陸上競技場発着
★滋賀マスターズ交流練習会（10：00～12：00）野洲川
　　２０１5年　1月10日(土)　2月7日(土)　3月7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。
　　２０１5年　1月10日・11日・17日・24日・31日
　　　　　　2月7日・8日・14日・15日・21日・22日・28日
　　　　　　3月1日・8日・14日・15日・21日・22日・28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
◎近畿マスターズ駅伝大会
　　◇２０１5年2月22日（日）　◇紀三井寺特設コース

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）県等の陸上競技協会主催又は主管の公認大会
提出期限は１月８日（木）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。

　２０１５年２月１５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？
　１ｋｍ×２人の親子でたすきをつなぐ「ファミリーの部」
もあり、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。


