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第21回近畿マスターズ駅伝大会

２月２２日
（日）第２１回近畿マスターズ駅伝大会が
紀三井寺運動公園にて開催されました。雨が心配
されていましたが、競技の行われる時間帯には時折
日差しもさすという天気に恵まれ、近畿各府県からの
参加チームによる熱戦が繰り広げられました。
滋賀選手団２９名は貸し切りバスで午前中に会場
入りし、午後からのレースに備えました。滋賀からは
男子の部に２チーム・女子の部１チーム・エルダー
の部２チーム・オープンの部１チームで、計６チーム
が参加しました。選手たちは緊張気味ですが、本番
を迎えるころには気合十分、滋賀マスターズの旗が

紀三井寺陸上競技場・
周辺コース

揺れる横を颯爽とスタートを切っていきました。
男子の部 Aチームは見事優勝！中島洋選手とア
ンカーの農添光陽選手が区間賞に輝きました。
女子の部は３位入賞を果たし、塚本和美選手が
区間賞に輝き、滋賀マスターズは総合順位３位とい
う好 成 績を残しました。多く選手が出場し、それぞ
れの力を出し切った成果だと思われます。
帰りのバスの中は、大いに盛り上がり、会員相互
の交 流が図られました。来 年 度に向けての意 欲も
語られていて、滋賀マスターズがさらに飛躍するも
のと思われました。
(maekawa)

長も

理事

≪男子の部≫ 参加13チーム
力走
Ａチーム 優勝／41:58
石山典正 = 中島洋（区間賞）= 木村将弘
= 吉村健一 = 農添光陽（区間賞）
Ｂチーム 7位／45:11
日置智也 = 福島寿夫 = 荒木敏 = 増田泰典 = 木村英二
≪女子の部≫ 参加6チーム 3位／39:26
塚本和美（区間賞）= 森上真由美 = 山中和美 = 太田君子
≪エルダーの部≫ 参加8チーム
Aチーム 6位／47:02
曽野政男 = 田中のぶ子 = 植田稔 = 小嶋祐子
Bチーム 8位／52:17
村上富夫 = 林明子 = 鷲田正 = 前川朋子
≪オープンの部≫ 参加6チーム 2位/44:48
三木剛 = 夏原正夫 = 三木秀雄 = 髙橋清尊

済州島陸上選手団と交流
びわ湖男女駅伝フェスティバル2014

希望が丘文化公園

１１月２１日（金）
に済州島陸上選手
団（７名）が滋 賀 県
に来られました。翌
日には県 内 観 光 の
後、歓 迎 会 が 水 口
センチュリーホテル
で開催され、滋賀マ
スターズ会員との親
睦が図られ、大いに
盛り上がりました。
翌２３日
（日）、希望が丘文化公園で、びわ湖男女

駅伝フェスティバルが開催され、滋賀マ
スターズチームとともに済州島チームも
駅伝に参加され、さらに交流を深めまし
た。天候に恵まれ、笑顔でタスキをつな
ぎ、駅伝を楽しまれた済州島選手団は
競技終了後、帰国の途につかれました。 (maekawa)

審判講習会開催 栗東市野洲川体育館会議室

恒例！滋賀マスターズ忘年会

１１月３０日に野洲川体育館会議室で開かれた審
判講習会では、挨拶のあと岡村美智子氏による審判
の心得やルール変更について講義がありました。
その後、荒川副理事長より跳躍の順位の決め方な
ど、間違いの発生しやす
い事例などを挙げながら
の講義がありました。
年に１回の講習会で
す。多くの会員の方の参
加をお願いします。(ooe)

12月23日
（祝）
に、
「琵琶湖ホテル」
において毎年恒例の忘年会が開
催されました。参加者約30名、木
村会長の挨拶の後、乾杯の音頭
とともに楽しい宴が始まりました。
その後、楽しいスピーチあり、滋
賀マスターズのため力を合わせて頑張ろうと呼びかけ
る漫才あり、
クリスマスプレゼント交換ありと大いに盛り
上がりました。会員相互の親睦が図られ、一年の締め
くくりとなる有意義な会となったのでした。 (maekawa)

第27回全日本マスターズ駅伝

山口きらら博記念公園特設コース

対抗の部、6位入賞 エルダーの部、古家選手区間1位

第２７回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
が、東京開催から急遽「山口きらら博記念公園特設
コース」に変更され、１２月７日
（日）に開催されました。
前日到着時には雪が舞っていましたが、当日は良い
天気となり、滋賀マスターズの選手は元気いっぱいの
好走を見せてくれました。また、滋賀の応援団は全国
１位と称され、今回も走路でスタッフ一丸となっての大
声援が選手に送られました。
帰りのバスでは、女性陣の
手づくりのお菓子や料理も頂き
ながら大いに飲み、食べ、おし
ゃべりをして交流を深めました。
≪都道府県対抗駅伝≫
● 男女混合対抗の部／6位 ２
：２３：４８
〈森上 ─ 木村英 ─ 木村将 ─ 伊神 ─ 中島 ─ 吉村 ─ 曽野 ─ 日置〉
●エルダーの部／13位 １
：２５：５２
(takahashi)
〈古家（区間賞）─ 髙橋 ─ 岩越 ─ 太田 ─ 村上〉

第２８回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝大会
要望に応え滋賀で開催
平成２７年度の表記大会が平成２８年３月２０日
（日）
希望が丘文化公園陸上競技場Ｓ・Ｇ特設コースでの開
催が決定し、
３年間開催することで準備を進めています。
野洲市および野洲市教育委員会共催でご支援を頂くこ
ととなり、地域に密着した全日本級の大会として、滋賀
マスターズ陸上競技連盟総力を挙げて大会成功に向け、
会員の皆さんのご協力をお願いします。

2015クロスカントリーリレー＆ロードレース大会

希望が丘文化公園

２月１５日
（日）希望が丘文化公園にて開催さ
れ、寒い中レースが繰り広げられました。
開会式のあと、１０時からは４人がタスキをつ
なぐクロスカントリーリレー１ Km。マスターズの部、
一般の部、小学生の部に加え、親子２人で走
るファミリーの部の全１６チームが元気よくスター
トしました。次いで１０時３０分からは同２ Km。
マスターズと中学生の計６チームがスタートです。
残念ながら小雨が落ちてきた１１時２０分から
は小学生ロードレース１Km の部がはじまりました。
雨の中でも子ども達の元気いっぱいの力走に大
きな声援が送られていました。
室 内 練習場で行われた閉 会 式では、入 賞
者に賞状とメダルが手渡され、惜しみない拍手
が送られました。
(ooe)

目標は、全国制覇だ〜！＝伴走レースもうすぐ１００回！＝
─ 桜の蕾がほころび始めた 3 月下旬、近江八幡在住の岩越勝己
さん（76 才）とランチをいただきながらお話を伺いました。─

走り始めたのは？
僕らが子どものときは今と違って何もなかったので、走る
ことが遊びだった。小学校区内すべてを駆けまわり鬼ご
っこをしたものである。だからずっと走っている。マラソン
に出るようになったのは、地域の運動会に出ていたので、
「八幡の駅伝で走ってくれへんか」と頼まれたのがきっか
け。その後、水郷の里マラソンなどに出るようになったら、
会社の若い人から
「フルマラソンぐらい走らなあかんで」
と言われ、５４才の時に木津川マラソンでフルマラソンを
走り、１２月のホノルルマラソンに参加、マラソン
を生涯スポーツとして楽しもうと決心した。

滋賀支部「びわ湖タイマーズ」のメンバーと出会い、
「伴
走者を探している」という話を聞いた。
「伴走者がいない
と練習できない、伴走して欲しい」自分を必要としてくれ
る人がいることが嬉しかった。伴走することは自分の走り
にもつながり、ゴールドコーストマラソンでは練習量が増
え（月間３００〜４００Ｋｍ）・ペース配分を教えてもらったこと、
そして伴走をイメージしながら走ることで６１才にして３時
間１５分という自己ベストが出せた。今までレースに伴走
で９５回参加、１００回をめざしている。また、２人で１５０
才ランナーが実現できたらいいなと思っている。
楽しんでいることは？
全国の都道府県で開催されるマラソン
大会に参加していて、あと千葉県と大分
県だけ行けていない。おいしいものを食べ、お
いしいお酒を飲み、そして観光、これが最高！
全国制覇が目標！今年で達成する予定である。

マスターズとの関わりは？
５６才で一度登録したが、会員と
は名ばかり状態だったため次の年
─ そんなに出歩いて奥さんはと聞いてみたら、
「嫁さんの
から登録しなかった。しかし、６０才の
方がもっとすごい。
山登りに行く回数は半端ではない。
時に明石大橋ベテランロードレ
海外にも行く。卓球やテニスなどなど毎日外出だから
ース（登録が必要）を走るために
それぞれお出かけ夫婦 」とのこと。
─
再登録し、
「近江八 幡の連 絡
─ いつも懇親会で漫才ネタを考えてくださるダジャレ
委員をさせてください」とお願い
上手の岩越さん、地域の敬老会では毎年落語を披露されて
した。自転車で会員宅に書類を配っ
いるそうです。会社時代は社内報に面白いことを書いていた
て回るなど活動した。全国スポレクにも参加し
し、お母様の影響だそうです。これからも楽しみにしていますね！
最後に
「誰か芸能人に似ていると言われたことありませんか？」と
て、楽しい思い出がいっぱいできた。普通、年をとるのは
聞いてみたら…「宮崎で試走している時に、すぐ後ろで谷口選手
嫌なものだがマスターズだと
「早く６５になれへんかなあ」
『兄
次は
「７０才よ早く来い！」
「７５才はまだか！」と思ってしまう。 （元オリンピック選手）が走っていた。そしたら周りが騒いでいる。
弟と違うか！』と言われた」とのこと。なるほど〜。
─
５才きざみで競技できることは大きな魅力である。
他に活動は？
フィジーマラソンに参加した時（５９才）に盲人マラソン協会

＝いつも笑顔の岩越さん、
「マスターズに入ったらから楽しいと
いうのでなく、自分で面白味を探せ！」とも話してくださいま
(maekawa)
した。先輩の背中を見ながら走りますね。＝

平成27年度のマスターズ
陸上競技大会など主な予定
(一部未確定も含む)

滋賀県
●第3回ダッシュ王選手権in滋賀
◇5月3日(日) ◇甲賀市陸上競技場

● 滋賀県スポレク・ 陸上競技大会
◇5月31日(日) ◇布引運動公園陸上競技場
◎県民体育大会（一般の部）
◇8月2日(日) ◇彦根陸上競技場
●滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月30日(日) ◇甲賀市陸上競技場
●会員交流バーベキュー
◇8月 未定 ◇未定
★滋賀マスターズ交流練習会（10：00〜12：00）野洲川
5月2日（土） 6月6日（土） 7月4日（土）
8月1日（土） 9月5日（土） 10月3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。
5月2日・9日・10日・16日・23日・31日 6月13日・20日・27日・28日
7月4日・11日・18日・19日・25日・26日
8月1日・8日・9日・15日・22日・23日・29日
9月5日・6日・12日・19日・21日・22日・23日 10月4日・17日・18日・31日
※甲賀での交流練習会は1ヶ月前までに確認が必要です。
予約していないと他競技が使用する場合があります。

速報

50ｍダッシュ王選手権 in滋賀

第３回目の５０ｍダッシュ王選手権が開催され
ます。幼児から一般シニアまで募集しますので、
友達や職場の仲間、ご近所の方と一緒に参加
してみませんか！ 表彰カテゴリーは年齢別で男
女とも１２部門、ファ
ミリー特 別 賞もあり、
２回走った合計タイ
ムで競います。
ぜひ仲間を誘って
ご 参 加ください。

●5 月 3 日
（日）
● 甲賀市陸上競技場
● 子ども／５００円
（高校生以下）

一般／１,５００円

（高校生を除く１８才以上）

● 先着順５００名
（月）締切
● 4 月 20 日
※詳しく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ください。

マスターズ陸上に参加するには？

世界・全国・近畿
●近畿マスターズ記録会 兼 合同練習会
◇4月26日（日） ◇服部緑地公園陸上競技場
◎大阪マスターズ陸上競技選手権大会
◇5月6日（振休） ◇ヤンマーフィールド長居
●全日本マスターズ混成陸上競技選手権大会
◇5月23（土）
・24日（日） ◇静岡・草薙陸上競技場
◎和歌山マスターズ夏期陸上競技選手権大会
◇6月14日（日） ◇田辺スポーツパーク陸上競技場
◎南部杯大阪マスターズ陸上競技大会
◇6月27日（土） ◇服部緑地公園陸上競技場
◎京都マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月2日（日） ◇山城運動公園陸上競技場
●世界マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月4日（火）〜16日（日） ◇フランス・リヨン

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）
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表紙イラスト／湯 川 慈 美 編集・デザイン・制作／大江良一
広報委員／大 江 良 一 ・ 前 川 朋 子 ・ 西 澤 幸 雄 ・大西敦子

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

エステティックルーム

野洲店

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

