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第28回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝
兼 第4回全日本マスターズロードレース大会

希望が丘文化公園

開始式

審判員持ち場へ

役員打ち合わせ

女子の部スタート

スターターは野洲市長

男子の部
接戦です

後はまかせた！
必死で確認

後はまかせて！
ロードスタート

慎重に順位確認
スムーズに記録証出力

お茶のサービス

後片付けも大変です

惜しみない拍手が

閉会式

全員集合

３月２０日
（日）第２８回都道府県対抗全日本マスタ
ログラムに記載されていましたが、
「その願いが叶いとて
ーズ駅伝大会が、希望が丘文化公園陸上競技場を
もうれしかった」
と、走り終えた選手たちは笑顔いっぱい
発着点にした特設コースで開催されました。当日は、 でした。また、初参加の選手は
「頑張ったけど抜かされ
た。来年は抜かします。」
と力強い声で語ってくれました。
曇り空ながら絶好の駅伝日和となり、全国からの参加
者を迎えることができました。
女子選手からは
「変化にとんだコースが楽しかった！」
男子の部には２２チーム
（+ 韓国２チーム）。女子
との声もありました。続いて５㎞と３㎞のロードレースが
の部には１６チーム
（+ 韓国１チーム）、エルダーの部
あり、滋賀のメンバーも好成績を残しました。
には特別参加した野洲中学 1 チームを含めて２３チ
地元での開催ということで、数か月前から準備に取
ームが参加し、熱戦が繰り広げられました。
り掛かり、運営に携われた役員の皆さまをはじめ、地域
地元開催ということで滋賀からは、男子２チーム、 の方々や協力してくださった方々、選手の皆さんの力
女子２チーム、エルダー２チームが参加。各チームと
で今大会が無事終了したのでした。
(maekawa)
も力走を見せ、タスキをつなぎました。 ≪男子の部≫ 参加22チーム
そして、男子の部は過去最高順位 Ａチーム 8位 1：46：44 石山典正 ─ 中島 洋 ─ 農添光陽 ─ 吉村健一 ─ 下村 悟 ─ 立入弘人
Ｂチーム 18位 1：51：52 日置智也 ─ 山本和幸 ─ 木村将弘 ─ 野方 誠 ─ 井出橋保 ─ 中川祐一
である初入賞の８位、女子の部でも ≪女子の部≫ 参加16チーム
５位入賞という好成績を残すこともで Ａチーム 5位 1：01：46 塚本和美 ─ 大西敦子 ─ 森上真由美 ─ 伊神佐登美 ─ 中江保子
Ｂチーム 15位 1：07：06 柏木貴子 ─ 林 明子 ─ 原田晴美 ─ 田中さおり ─ 斉藤佳余
きました。
≪エルダーの部≫ 参加22チーム
参加にあたり、男子Ａチームは
「よ Ａチーム 19位 1：11：09 宇田さと子 ─ 夏原正夫 ─ 小林 優 ─ 太田君子 ─ 曽野政男
Ｂチーム 20位 1：13：22 谷口圭子 ─ 岩瀬恵一 ─ 谷口俊夫 ─ 小嶋祐子 ─ 岩井敏男
うこそ滋賀へ！チーム一丸となって入
≪5ｋｍロード≫（1位のみ） Ｍ24以下 1位 0:16:22 川副真斗
賞を目指します！」
とのメッセージがプ ≪３ｋｍロード≫（1位のみ） Ｍ40
1位 0:12:03 深沢友貴

準備や会場準備、
監督会議
そして開会式と交流会

前日だけでなく大変な準備です

監督会議
開会式

開会式受付
交流会・乾杯！

選手宣誓！

前日の野洲コミュニティーセンタ
ーで開催された開会式では、木村
会長の開会宣言・山仲野洲市長
の歓迎のことば・鴻池日本マスタ
ーズ会長の挨拶などに続き、滋賀
の小林優選手と伊神佐登美選手
による力強い宣誓がありました。
開会式終了後、全国の参加者
たちとの交流会が持たれました。
会場内はあふれんばかりの人で、
熱気が感じられ、滋賀特産の料理
が並べられ、地酒もふるまわれまし
た。他府県からの参加者との会話
も弾み、参加者相互の交流が深ま
りました。また、地 元の「兵 主 大 太
鼓の会」によるアトラクションもあり、
会場は大いに盛り上がりを見せた
(maekawa)
のでした。

びわ湖男女駅伝フェスティバル2015
希望が丘文化公園

11 月 22 日
（日）に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ました。
滋賀マスターズＲＵＮＲＵＮチーム＝伊神佐登美・
川副真斗・木村英二・古家雅恵・中川祐一・立
入弘人・日置智也が参加し、一般の部９１チーム中
(maekawa)
１０位という好成績を残しました。

恒例！滋賀マスターズ忘年会

12 月 23 日
（祝）に、
「草津アノソラノヒガシ」におい
て毎年恒例の「滋賀マスターズ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。美味しい料理
に舌鼓を打ち、ビールやお酒をいただきながら楽しく
歓談、クリスマスプレゼントの交換もあり、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
(maekawa)
めくくりとなる有意義な会となりました。

日韓交流会
３月２０日、全日本駅伝大会終了後に野洲市の
「佐
兵衛」
にて、特別参加のチェジュ選手団１１名、テグ
選手団１４名を迎えて
「日韓交流会」がありました。身
振り手振りを交えての交流は楽しく滋賀マスターズと
(maekawa)
の友好をさらに深めることができました。

105歳のアスリート 宮崎秀吉氏と語ろう
１１月１２日
（木）に滋賀県立男女共同参画センター
において、
「私の１００歳人生と陸上競技」と題して宮
崎秀吉さんによる講演会があり、貴重なお話を聞か
せていただきました。９０歳を過ぎてからマスターズ陸
上と出会い、砲丸投げを交えた練習を始め、１００歳
での１００ｍ.２８秒８３という記録は今もＭ１００の世界
記録になっています。９月に１０５歳になられ、
Ｍ１０５
での世界記録も出されています。
陸上を始めたきっかけや、今の生活の様子などの
お話しとともに、毎日行っているトレーニングの一つで
ある体 操を実 際に披
露してくださいました。
まだまだ意欲満々の
宮崎さんに感動、勇気
と元気をいただきました。
(maekawa)

第22回近畿マスターズ駅伝大会

神戸市しあわせの村多目的広場

３月５日
（土）、第２２回近畿マスターズ駅伝兵庫大
会が、神戸市しあわせの村多目的広場で開催されま
した。当日は春が感じられる暖かい好天気の中、４２
チームが参加、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会場入り、男
子の部に２チーム、女子の部１チーム、エルダーの部
１チームが参加。女子の部では見事２位入賞、２区
を走った塚本和美選手が区間賞に輝きました。また、
総合３位という好成績を残すことができました。
１区 間３ . １Ｋｍの周回コース後 半は長い上り坂、
走り終えて芝生に、倒れこむ選手も多数見かけまし
た。タフなコースだったようです。女子の部を走り終え
た原田選手は「心臓から血が出たかと思ったわ」と
その激走ぶりを振り返っていました。
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。次の滋賀で開催される全国
駅伝に向けて、弾みがついたようで、滋賀県選手団
(maekawa)
の活躍が期待されるところです。

≪男子の部≫ 参加14チーム
Ａチーム 5位 55:10 井出橋保 ─ 山本和幸 ─ 閑野武大 ─ 野方誠 ─ 吉村健一
Ｂチーム 11位 59:16 日置智也 ─ 村上富雄 ─ 三宅徹 ─ 木村将弘 ─ 大﨑仁
≪女子の部≫ 参加7チーム
2位 48:34 伊神佐登美 ─ 塚本和美（区間賞）─ 原田晴美 ─ 森上真由美
≪エルダーの部≫ 参加8チーム
8位 59:39 岩井敏男 ─ 太田君子 ─ 小林優 ─ 小嶋祐子

平成28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4回ダッシュ王選手権in滋賀
◇5月4日(祝) ◇甲賀市陸上競技場

● 滋賀県スポレク・ 陸上競技大会
◇5月29日(日) ◇甲賀市陸上競技場
◎県民体育大会（一般の部）
◇8月7日(日) ◇甲賀市陸上競技場
●滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月21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
★会員交流練習会（10：00〜12：00） 野洲川
★会員短距離練習会（13：00〜16：00） 野洲川
5月14日（土） 6月4日（土） 7月2日（土） 8月6日（土） 9月3日（土）
★会員投てき練習会（10：00〜12：00） 甲賀市陸上競技場
5月21日（土） 8月20日（土） 9月17日（土）
※甲賀市陸上競技場においてはマスターズ会員が競技場を
使用しての練習ができるようにしてもらっています。練習可
能日は滋賀マスターズ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。短距離は
都合により日程・場所が変更になる場合があります。詳しくは
ホームページをご覧頂くか、下記担当者に問合せ下さい。
長距離／中島（080 - 6157- 4121） 短距離／東（090-5015-2985）
投てき／殿城（０９０-６９８５-２１３７） 甲賀／太田（０８０-１４３０-０６０１）

第10回平和の島全国駅伝競走大会参加記 三宅

徹

とても楽しく有意義な大会でありました。
１１月１３日、関空発大韓航空機にて金浦経由で
済州島へ。梁太守会長の出迎えを受ける。
１１月１４日、１区鷲田、元気良くスタート、２００ｍ
でリタイア。２区はパス。３区西澤、完走するも記録
なし（三宅は伴走していてパトカーで護送される）。４区森
上、ラストをカミソリスパートで制して区間賞。５区辻
澤、ほとんど上りの区間を堅実に３位。６区林、力を
存分に発揮して３位。７区三木、制限タイム８秒前
にゴール。６区夏原、往年の腰高の中距離フォーム
は今も健在。余裕の笑顔でゴール３位。９区私、い
きなりの上りで記録はあきらめ３位。１０区小林、懸
命な走りが沿道の感動を呼び、感激のゴールイン。
多くの皆さんから祝福を受けました。
木村会長がプレゼンターを務められた表彰式終え
て、にぎやかな交歓会の後、三次会まで。翌日、半
日の観光を終え無事帰路につきました。最後までお
付き合いいただいた金事務局長をはじめ済州島の
スタッフの皆さん、さらにコミュニケーションを支えてく
ださった李さんに感謝。こんなに楽しい駅伝ツアーは、
他に無いでしょう。次回はぜひ皆さんご参加を !

マスターズ陸上に参加するには？

世界・全国・近畿
◎大阪マスターズ陸上競技選手権大会
◇5月7日（土） ◇ヤンマーフィールド長居
◎南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会
◇6月12日（土） ◇服部緑地公園陸上競技場
◎和歌山マスターズ陸上競技選手権大会
◇6月19日（日） ◇紀三井寺陸上競技場補助競技場

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。

●近畿マスターズ陸上競技選手権大会
◇6月26日（日） ◇ヤンマーフィールド長居

【振込先】 郵便振替口座 ００９４０−７−１４６４５５

◎京都マスターズ陸上競技選手権大会
◇8月7日（日） ◇山城運動公園陸上競技場

【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）

◎奈良マスターズ陸上競技選手権大会
◇9月4日（日） ◇鴻ノ池陸上競技場
●全日本マスターズ陸上競技選手権大会 新潟
◇9月17日（土）〜19日（祝） ◇デンカビックスワンスタジアム

加入者名

春号

滋賀マスターズ陸上競技連盟
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