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希望が丘文化公園第20回近畿マスターズ駅伝大会
　３月２３日（日）、記念すべき第２０回
近畿マスターズ駅伝大会が希望
が丘文化公園で開催されました。
雲ひとつない青空が広がる好
天気に恵まれ、春本番を思わ
せる暖かい日差しのもと、近畿
各府県から２１チームの参加が
あり、熱戦が繰り広げられました。
　正午からの開会式では、近畿マスタ
ーズの熊木会長挨拶・滋賀マスターズ木村
会長挨拶に始まり、西湖啓子選手による力
強い選手宣誓がありました。１３時から始まっ
たレースには、滋賀から男子の部に２チーム
（１０名）、女子の部に１チーム（４名）、エル
ダーの部に２チーム（８名）、同時開催された
ロードレースに２名が参加しまし
た。男子Ａチームは３位、女子
チームも３位という成績を収める
とともに他のチームの選手たちも
日ごろの練習の成果を発揮する

ことができました。また、他府県からの参加
者の中には７８歳の男性選手もおられ、その
力走ぶりに目を見張りました。
　滋賀での開催ということで、大勢のスタッ
フが朝早くから準備に集まり、スタッフ一丸と
なってスムーズな大会運営がなされ、無事
終了することができました。滋賀マスターズ
の団結力が感じられた大会となりました。
　なお、今回はＢＢＣ放送局からの取材もあ

り、翌日の「キラりん滋賀」という
番組で大会の様子が放映され、
選手から「一緒に走れて楽し
かったです」などのコメントも聞
くことができました。「滋賀マスタ
ーズの活動」が大いに評価さ
れたものと思われます。
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≪男子の部≫　Ａチーム　3位／52:57
日置智也　=　中島洋　=　山本和幸　=　吉村健　=　木村英二
Ｂチーム　5位／53:47　
飯田茂　=　福島寿夫　=　岩坪健一　=　外屋敷竜一　=　野方誠
≪女子の部≫　3位／48:07
森上真由美　=　木村祐子　=　安原かおり　=　伊神佐登美
≪エルダーの部≫　Aチーム　　6位／54:06　
村上富夫　=　山中和美　=　蒲生久男　=　小嶋祐子
Bチーム　　8位／56:59
岩井敏男　=　西湖啓子　=　高橋清尊　=　前川朋子
≪ロードレース3Kmの部≫
（M65）1位／15:53　三木秀雄
（W55）1位／14:32　宇田さと子
≪近畿マスターズ各府県対抗総合≫
1位／京都　2位／大阪　3位／兵庫
4位／滋賀　5位／和歌山　6位／奈良

(maekawa) 

アップで撮影中



「体力測定に参加して」～驚きのマイナス３３歳！

西京極総合運動公園陸上競技場2013国際ゴールドマスターズ京都大会
〈2位M70尾崎選手〉

〈右端M55農田選手〉

(ooe) 

(ooe) 

スポットニュース

　「看護師さんが必要なので出席していただけませ
んか？」との依頼を体力委員会の方から受けたのは、
測定日の３日前のことです。以前から興味があったこ
ともあり、今回はじめてマスターズ主催の体力測定に
参加することになりました。私にとって、体力測定は学
生時代以降、ほぼ50年ぶりのことです。
　測定当日は、岩井先生の丁寧なご指導の下、戸惑
いながらも久しぶりに童心に戻り、飛んだり跳ねたり、
無我夢中で頑張りました。ドキドキの測定結果は、自

分でも驚きの「体力年齢30歳‼
（実年齢よりマイナス33歳）」と
出ました。
　やっぱり“走ることは若さを保
つ秘訣”なんだと、あらためて実
感しました。肝心の看護師としての
仕事は、事故やケガもなく無事に終了。また機会が
あれば、参加させていただきます。
　主催者・参加者の皆さん、ありがとうございました。

〈西湖啓子〉

(maekawa) 

　12月23日（祝）に、ホテル「ボストン
プラザ草津」において、「滋賀マス
ターズ忘年会」が開催されました。
　参加者約40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。参加者
たちからのスピーチがあり、中でも

2013年度に入会された波多野二三彦さん（85才）が
スピーチとともに手品を披露してくださり拍手喝さいで
した。　また、ビンゴゲームやプレゼント交換もあり、会
場は大いに盛り上がりました。会員相互の交流が図ら
れ、最後に小林副会長の閉会挨拶があり、一年の締
めくくりにふさわしい
会となりました。　
　2014年度も開催
予定です。皆さんの
参加をお待ちして
います。

恒例！滋賀マスターズ忘年会
　２月１３日（木）に滋賀県庁にて平成２５年度
の表彰式が開催され、松居正治選手が県体
育指導委員協議会の評議員や理事を歴任し、
湖東町体育指導委員会委員長として活躍した
ことを評価され、生涯スポーツ功労者として滋
賀県スポーツ顕彰を受賞しました。
　また大江良一選手が個人の部で全日本マス
ターズ陸上競技選手権での優勝を評価され、
滋賀県民スポーツ賞を受賞しました。
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　２０１３国際ゴールドマスターズ京
都大会が１０月５日（土）・６（日）の
２日間の日程で行われ、観客席から
の力強い声援を受け、多くのテレビ
カメラの取材の中で華やかに熱戦
が繰り広げられました。
　１０月１０日（木）フジテレビで午

前８：００～９：５０
の「情報プレゼン
ター　とくダネ！」
と、１０月１０日
（木）NHK 午
後７：３０～７：
５８の「クローズ

アップ現代」で、人生終盤こそ輝
け！“スーパー高齢者”の陸上世
界大会として放映されました。
　３種目に世界記録が誕生し、多く
のアジア記録や日本記録さらには
大会記録が生まれました。

〈右W４５大江選手〉



　─今年２月に生涯スポーツ功労者として「県民スポーツ顕彰」を
知事から受けられた、「松居正治」さんにお話を伺いました。松居
さんは東近江市（旧湖東町）在住の６４才、滋賀マスターズでは
中長距離競技を中心に、また常務理事として活躍されています。
地域での活動などで忙しくされている中、気さくにインタビュー
に答えていただきました。─

走り始めたのは？
社会人になってからで、社内駅伝があり、工場代表チ
ーム（パナホーム）として参加するため同世代
が集まってクラブを作った。その当時の仲
間でいまだに走っているのは私だけになっ
たが、今では若手が大活躍している。
マスターズに入ったのは？
今から２０年ほど前で、気が付い
たら入っていたという感じである。たぶ
んマスターズでなら年代別なので活躍で
きると思ったのだろう。同じ世代の人たち
と切磋琢磨でき、気持ちも相通じるとこ
ろがあり良かった。今は少し体調が思わ
しくなく、長い距離が走れず、もどかしい思
いがある。その代わり他の運動をしている。

　─と、ここから話が弾んでいきました。「ことう
健康夢クラブ」という地域総合型スポーツクラ
ブのマネージャーをされていて、中高年を中心
に１２０名ほどの会員たちの中心的存在として
活躍されているとのこと。─

スポーツクラブではどんなことをされているのですか？
いろいろなスポーツに取り組んでいるが、特にビーチバレ
ーにはまっている。東近江地区ではビーチバレーがとても

盛んで、大会にも出ている。８０才近い人もいて、やわら
かいビーチボール（スイカ模様）は抵抗感がなくとても楽
しめる。他にヨガ・卓球・テニス・バドミントン・ウォーキ
ングなどなど毎日なにかやっている。
他には？
　「郷土芸能保存会」に所属している。近くに押立神社
があり、そこでは６０年に１度「古式祭（ドケ祭）」がある。
２２歳の時にあって、「ドケ踊り」を踊った。次は、今から
１８年後にあり、踊りたいが…どうなっているかな？

─さて、ドケ踊りとは・・・カラフルな長襦袢
と陣羽織姿に鬼面や般若面をつけ、笛や太
鼓の音に合わせて「ドッケノ、ドッケノ、シッ
ケノケ」と囃子 (はやし)ながら踊り、神社
に奉納するというものです。伝統文化を絶
やさないために毎年、節分祭で踊りを披露さ
れていて、松居さんも踊られているのです。─

その他は？
高校では水泳部に入っていたということもあ

り、水泳指導員の資格を持っているので小学
校の水泳指導補助もやっている。陸上の競技
役員もできるだけ行くようにしている。
─仕事にも２日に１回出られていて、本当に充実した生活
を送っておられる松居さん。３５歳から５６歳までは「トライ
アスロン」もしておられていたそうで、ニュージーランドと
カナダにも遠征したとのことでした。（写真を見せてもらう

と…かっこいい！）そして、今できることに前向きに精力的に取り組
んでおられる様子を伺い、「素敵な生き方をされているなぁ」と感じ
ました。最後にこれからのマスターズについてお伺いしたところ
「最近ランナーが増えているのだから、もっと多くの人にマスター
ズ陸上へ入ってもらいたいですね。」とのことでした。(maekawa) 

ビーチバレーも楽しい！

おしたて

近畿マスターズ創立30周年記念スタンプラリー特報
　近畿マスターズ陸上競技連盟創立３０周年記念事
業として、近畿各府県連盟の選手権・６大会と、近
畿マスターズ陸上競技選手権大会を対象にしたスタ
ンプラリーが行われます。
　「特別賞」は６大会以上に参加した会員に、また
「敢闘賞」として５大会に参加した会員を対象とし、
表彰状と記念品が贈呈されます。
　資格は近畿マスターズ会員で、近畿マ選手権と所
属連盟の選手権への参加は必須条件となります。
　大阪マ選手権（５月６日）と近畿マ選手権（６月１５日）
でスタンプラリーに挑戦する参加者に確認印を押した
「参加確認証」が配布され、以降の大会で大会事務
局の確認印を押してもらい、全大会参加後に近畿マ
スターズ事務局に送付します。
　応募締切は平成２６年１０月１０日（金）事務局必着

となり、各地区連盟のホームページ等で発表され、
該当者には１２月に郵送されます。
①大阪マスターズ陸上競技選手権大会
　　　５月６日（火・休）／長居第２陸上競技場
②近畿マスターズ陸上競技選手権大会
　　　６月１５日（日）／紀三井寺陸上競技場
③和歌山マスターズ陸上競技選手権大会
　　　６月１５日（日）／紀三井寺陸上競技場
④京都マスターズ陸上競技選手権大会
　　　８月３日（日）／太陽が丘陸上競技場
⑤滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
　　　８月２４日（日）／甲賀市陸上競技場
⑥兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　　　９月１５日（月・休）／ユニバー記念陸上競技場
⑦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
※近畿と和歌山は同時開催ですが、それぞれに参加申し込みが必要となります

＝地域でのスポーツ活動＝



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

春号

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
●第2回ダッシュ王選手権in滋賀
　　　◇5月4日(日)　◇甲賀市陸上競技場
●　滋賀県スポレク・陸上競技大会
　　　◇6月1日(日)　◇布引運動公園陸上競技場
●滋賀マスターズ陸上研修会
　　　◇7月19日(土)　◇布引運動公園陸上競技場
◎県民体育大会（一般の部）
　　　◇8月3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24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3日（土）　6月7日（土）　7月5日（土）　
　　　8月2日（土）　9月6日（土）　10月4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。
4月12日・13日・19日・20日・26日・29日　5月3日・5日・6日・10日・11日・17日・24日
6月1日・8日・15日・21日・22日・28日・29日　7月5日・12日・19日・20日・27日
8月2日・9日・10日・16日・23日・30日・31日　9月7日・13日・14日・20日・21日・27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
●近畿マスターズ記録会　兼　陸上合同練習会
　　　◇4月26日（土）　◇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（祝）　◇長居第2陸上競技場
◎南部杯大阪マスターズ陸上競技大会
　　　◇5月24日（土）　◇服部緑地公園陸上競技場
●近畿マスターズ陸上競技選手権大会及び
◎和歌山マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇6月15日（日）　◇紀三井寺陸上競技場
◎京都マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇8月3日（日）　◇山城運動公園陸上競技場
●アジアマスターズ陸上競技選手権大会兼
●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

　第２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。
　

速報50ｍダッシュ王選手権 in滋賀50ｍダッシュ王選手権 in滋賀

●　5 月4日（日）
●　甲賀市陸上競技場
●　子ども／５００円

　一般／１,５００円

●　先着順５００名
●　4 月21日（月）締切

※詳しくはホームページをご覧下さい

（高校生以下）　

（高校生を除く１８才以上）


