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③第 1の青春　19歳　日清紡績に入社　本格的に
陸上競技開始

　新産業都市に指定された徳島に待望の幾つかの
企業がやってきた。先陣を切って1956年10月日清
紡績が採用試験を実施。徳島県下より800余名が
受験。10数倍の難関を突破して合格できた（私は
2位で合格したらしい）それこそ天にも昇る夢心
地だった。
　1957年 2 月より 9か月間愛知県岡崎の美合工場
で研修を受け徳島工場に帰ってきた。大企業に入
り好きな陸上をする。第 1の夢がかなった。 9か
月間一日たりともトレーニングを欠かさなかっ
た。当時の勤労課長の目にとまり、離任の時正門
まで見送って頂いた際「徳島に帰ったら陸上部を
立ち上げ頑張れ、君ならきっとやれる」と餞のお
言葉を頂き感激した。また鳴門高校でも川井主事
より「君ならやれる頑張れ」と同様の言葉も頂い
ていた。人生の恩人であり終生忘れることはでき
ない。恩義と信義を大切と心で誓った。

第 1章　回想記編

第 1部　生誕〜19歳（1937年〜1956年）

　　　　第 1の青春　19歳

①小学 4年で人生に芽生え
　1937年 9 月 1 日徳島県鳴門市で建具職人の二男
に生まれた私は健康優良児で活発。
　かけっこも早く将来はオリンピック選手になる
かもと目される文武両道でガキ大将であった。小
学 4年で映画馬喰一代を観て発奮人生に芽生え
た。小学 5年で全校マラソン 2位、 6年で優勝、
校内のスターダムとなった。終戦直後ふじやまの
トビウオと評され世界水泳界で大活躍していた古
橋・橋爪選手に憧れを抱きつつ、陸上種目で世界
的人気のある 1マイル競技で初めて 4分の壁を
破った英のバニスター博士（整形外科医）に大変
憧れ、自分も努力して五輪選手となり、故障で五
輪出場の夢や競技者としての夢を失う陸上選手の
治療回復に尽力出来る夢を脹らませた。

つれづれ追加資料
幼少年時代の遊び事項
かけっこ、鬼ごっこ、探偵、竹馬、バイ、カンメン、ラ
ムネ、石投げ、三段跳び、とびおり、縄跳び、こま回し、
竹そり、馬跳び、缶けり、Sかん、ドンがん、凧揚げ、
草野球、水中潜りごっこ（教員時代に潜水 75m）、むし
とり、カブト虫取り、橋欄干から飛び込み（約 5 m）、
木登り、輪回し走、等々
ものづくり
野球ボール、ミット、バット、グローブ、凧、竹馬

②辛かった中高時代
　県下きっての進学校と言われた鳴門第一中学に
入学したが陸上競技部がなく、バスケット部に入
部するも家庭の事情で途中退部。 2年から進学・
就職組に分かれ勉学に励んだ。
　進学組に入りＡクラスを維持したが高校進学を
断念。地元のタビ会社に就職。 1年遅れの定時制
高校に進学した。昼夜汗水たらして働き星を仰ぎ
ながら勉学にも精励した。
　忘れもしない。汚れた作業着で荷出しの朝は楽
しそうに会社前を通る同級生に会うのが辛くて仕
方なかった。「15・16・17と私の人生暗かった」
なぜ自分一人がである。
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第 2部　20歳〜39歳（1957年〜1976年）

　　　　第 2の青春　39歳

①新記録の連発と富山国体出場
　1957年11月早速徳島で同好者を募り陸上部結成
し冬季練習に励んだ結果。翌年 4月400ｍに徳島
県新記録を樹立。 6月日印セの国際陸上に出場
400・800ｍに徳島県記録を連発。10月富山国体に
出場。青年800ｍで優勝を目指した。不運にも予
選スタート直後に他選手からプッシュされトラッ
ク内に踏み込み、一瞬失格？と思ったが気を取り
直し追走。全力を振り絞って決勝へ県下初 2分を
切ったが、午後の決勝で実力発揮できず 8位に終
り誠に残念無念。自分の人生を左右する国体と
なった。

②猛練習で故障の連続
　富山国体でメダルを逸した悔しさで来年こそと
意気込み猛練習を重ねた。勤務前の長距離ラン勤
務後陸上部の指導と自身のトレーニング。そして
駅伝練習のため長距離ロード練習、バネを使った
走法の私は駅伝出場を強く辞退したが、鳴門市役
所幹部から郷土の為にと郡市対抗徳島駅伝出場を
懇願され断ることが出来なかった。出場する以上
ベストをつくす、今思えば駅伝があだとなり疲労
と故障の連続が続いた。

③日清紡績から住友金属和歌山製鉄所へ
　故障の連続と記録の停滞を跳ね返す為、一念奮
発強豪ひしめく近畿に。東京の大学進学か実業団
選手か迷った私は年齢を考慮して兵庫・大阪・和
歌山等検討して和歌山を選んだ。故障や疾病、家
庭事情を総合しての堅実な選択であったかも知れ
ない。

　ここでも昼夜トレーニングに精励し徳島と違い
出場費等少しのご援助を頂いて各種大会に出場し
たが徳島ほどの成果が得られずに再び大学進学を
決意した。（俗に言う実業団選手ではなく定時時
間勤務して普通の勤労者ランナーである）

つれづれ追加資料
自身が出掛けたイベント
日清紡所内駅伝、スポーツクラブ対抗、各部署対抗、日
清紡、東邦レ対抗陸上、日清紡、東邦レ対抗駅伝、西和
中クラブ対抗駅伝、西和中おんどり大会、和歌山市内混
成競技、和歌山女子駅伝、明石大橋開通記念近畿各府県
庁発タスキリレー

④和歌山大学短期大学に合格
　トレーニングや競技会の間をぬって受験勉強に
取りかかり1963年和歌山大学短期大学に入学。こ
こでも仕事・陸上・勉学が続いた。貧乏暇なしだ
ろうか（笑）。 3年短い期間の大学生活で各種大
学対抗陸上や若い学生との交流で様々なことを学
び貴重な体験となった。また大学陸上顧問から「君
は教師となり頑張れ」と励まされた。恵まれた出
会いであった。

⑤和歌山市内各中学の思い出
　1966年西和中学を皮切りに、東和中・日進中・
西浜中・虎伏中・西和中と21年間陸上部顧問とし
て、また教師指導者として全力で取り組んだ。五
輪選手は育成出来なかったが全国一の選手や陸上
部団体優勝等それなりの成果を残せた。また各学
校で教職員や生徒から一部の関係者を除き大事に
して頂いたことは忘れ難い思い出である。

⑥1976年西浜中で記録上昇　第 2の青春　39歳
　1968年結婚して 2人の子宝に恵まれた私は共働
きの妻と二人三脚で超多忙な生活を送り、子供の
保育園送迎は私の仕事。そんな状況下の中生徒と
トレーニング中に記録が急上昇した。自分でも
びっくり、適度の休養とゆとりが要因だったろう
か！なんと400ｍ・400mHに年齢別世界新が誕生、
青春再来である。
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第 3部　40歳〜59歳（1977年〜1996年）

　　　　マスターズ陸上育成期・各種大会実施

①第2回世界マスターズ陸上競技選手権大会に出場
　世界選手権で優勝するため1977年 8 月、80万の
大金を借金してスウェーデンのエーテボリ市へ飛
んだ。だが世界はそんなに甘くはなかった。南ま
わりで33時間もかかり疲労困憊。21時に夕食、床
に就いたのは23時をまわり、翌朝 9時から競技開
始である。
　しかも大学寮とあって風呂はなく殆んど睡眠出
来なかった。結局走幅跳で 6ｍ53の大会新で 5位
入賞したものの400mHは転倒して残念ながら 8
位。しかし90歳が100ｍ全力疾走し東京五輪金メ
ダリストも出場した凄い大会であり、私の世界観
が変った。

②1978年和歌山マスターズ陸上競技連盟が発足
　世界大会に参加した和歌山県土木次長の遠北氏
と私が中心になり 1月14日14人で組織を発足。11

月に第 1回西日本マスターズ陸上競技選手権大会
を開催した。

③日本列島一周マラソンの完走　心身の維持増進
とマスターズの普及振興

　1978年元旦、日の出と共に奈良和歌山県境を出
発、1984年正月列島一周8000キロ完走した。企画
主宰したのは私である（主な人は宮崎・山本・鴻
池・堀越の 4人）。
　ギネスブック日本版に掲載される快挙であっ
た。

④1980年　日本マスターズ陸上競技連合創立と第
1回全日本マスターズ陸上競技選手権主権大会
の開催

　1980年 4 月陸上競技の神様・織田幹雄先生を会
長にお迎えして、日本マスターズ陸上競技連合が
創立。
　私が理事長に就任し本部事務局も鴻池の自宅
に。10月全国都道府県より選手450人が参加して、
第 1回全日本マスターズ陸上競技選手権大会が
紀三井寺公園で開催された。私は三段跳・ 4×
100mRで金。
　走幅跳銀を獲得した。
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⑤1987年　都道府県対抗全日本マスターズ駅伝を
開催
　 3月万博記念公園特設コースで都道府県対抗全
日本マスターズ駅伝を開催。男女混合の42.195キ
ロコース。全都道府県47チームが参加。花吹雪が
舞う万博公園は圧巻だった。料理研究家で名高い
土井副会長の英断と読売テレビ関係者の熱意で実
現。その後 2〜 5回まで実況生中継され視聴率も
最高22％まで膨れ上がった。

⑥1989年10月　国際・第10回記念全日本マスター
ズ陸上競技選手権大会

　マスターズ陸上発祥の地和歌山で第10回を記念
して標記大会を開催。
　11カ国地域を合わせ大会史上最多の1230人が参
加。元五輪選手や現役女子選手も加わり大いに盛
り上がり、和歌山はマスターズ人気に沸いた。私
は幸い100mHと400mHに金メダルを獲得した。

⑦1991年　世界ベテランズ陸上競技選手権大会宮
崎誘致の旅

　1991年宮崎県松形知事を先頭に第10回大会宮崎
誘致団一行約20人がアジアや世界マスターズ幹部
と会合の為出発。特に西欧オランダ・フィンラン
ド・スウェーデン・ノルウェー等忘れられない思
い出だった。WMAカウンシュル会議のパーティ
種々のおもてなしが良くほぼ全員から好感触を得
ることが出来た。

⑧1993年　最大となった第10回記念世界ベテラン
ズ陸上競技選手権大会

　10月大会史上最多となった標記大会。78カ国地
域より選手12000余が参加する凄い大会となった。
宮崎市は外国人であふれマスターズ人気は最高に
達した。秋篠宮殿下・妃殿下も開会式にご参加さ
れ、超満員の競技場は国体を凌ぐ感であった。元
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五輪金メダリストや芸能人も多数参加。現在でも
世界一の大会として世界の宮崎は有名である。私
はこの大会の企画誘致者であり競技者であるが、�
大会前の故障で個人種目はダメ、4×400R で銅メ�
ダルを獲得した。

第 4部　60歳〜79歳（1997年〜2016年）

　　　� 第3の青春　60歳定年退職でゆとりの生活

①1998年 3月　教員32年企業13年計45年間勤め退職
　前年 9月60歳を迎え中学21年高校11年計32年間
の教員生活と企業13年間を含めると実に45年間も
働き通した。しかも殆んど病気や事故欠勤もなく
である。この間寸余の暇もなく、よくぞここまで
と述懐している。心身の維持向上に努めたとはい
え、両親や家族職場の皆様方のお陰と感謝してい
る。

②1998年 3 月　第 4回世界ベテランズロード開催
　世界一のつり橋である明石海峡大橋開通を記念
して世界各国から選手17000余人が参加した。大
会は快晴に恵まれ参加者は世界一の明石大橋を堪
能していた。しかしどのイベント開催についても
大変な労苦はつきもの。ボタンのかけ違いかとは
いえ、ごく一部地元陸協Ｙ役員の嫌がらせには閉
口したが、閉会イベントの席上貝原兵庫県知事か
ら慰労の言葉を頂き目頭が熱くなった。

③1998年10月　アジアベテランズ陸上競技選手権
大会開催

　アジアマスターズ陸上史上最多の2500余名が参
加し開催された。体育館での開会式、太田沖縄県
知事やアジア副会長である私が挨拶。郷土芸能で
大変な盛り上がりを見せた。私は今大会を契機に
図らずもアジアマスターズ陸上会長に推挙され就
任し、競技も300mHに金メダルを獲得した。
　※この年 2つの大イベントが成功出来たのも定
年退職して生活にゆとりが出来、心身がリフレッ
シュできたからだろう。第 3の青春である。

④2001年　 5〜11月　日本一周健康リレー
　超少子高齢社会到来である。マスターズの普及
振興を主目的に47都道府県会員7000人を動員して
全国一周7000キロを完走した。主宰したのは私だ
が当滋賀マ役員の手違いで 3日間。まさか主宰
した私が自ら PR車を運転することになり疲労困
憊、滋賀・岐阜・愛知と慣れない三県の道をよく
も事故なく静岡にタッチできホットしたのを忘れ
られない。 5月京都出発、金沢ゴールの第 1ス
テージ。 7月金沢出発、11月京都ゴールの第 2ス
テージだった。都道府県マスターズ役員会員のご
協力の賜物と感謝申し上げたい。
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⑤第 4の青春　70歳　再度記録の上昇
　1998年アジアマスターズ陸上会長に就任後、世
界大会やアジア大会に毎年交互に出場はするが体
力の低下や脚腰の故障で大会に参加するだけで成
績は今一であった。
　2007年好人物だった江藤前会長の死去で図らず
も日本マスターズ陸上会長になった私は妻の勧め
でアルコール量を抑えてダイエットに成功。再び
記録上昇し始めた。

主な競技成績

⑥2008年 1 月・第15回アジアマスターズ陸上競技
選手権（タイ）
　　　①100mH①1600Ｒ②80mH他

⑦2012年11月・第17回アジアマスターズ陸上競技
選手権（台北）
　　　①80mH①300mH①走幅①400R①1600R他

⑧2009年 8 月・第18回世界マスターズ陸上競技選
手権（フィンランド）
　　　④300mH⑤80mH他

⑨2011年 7 月・第19回世界マスターズ陸上競技選
手権（アメリカ）
　　　④80mH④400R ④1600R

⑩2013年10月・第20回世界マスターズ陸上競技選
手権（ブラジル）
　　　③走幅③三段③300mH③1600R ④400R 他
　徐々に成績向上、左足首の故障を押してマス
ターズ各大会に出場、連続出場の更新とメダル獲
得に励む。

第 5部　80歳〜120歳（2017年〜）

　　　　第5の青春　各種社会貢献・世界記録達成

　　　　何でもありきの世界開発（笑）

①80歳〜85歳（2017年〜2022年）各種イベントの
協力と新イベント開発

　○ビックイベント東京五輪とワールドマスター
　　ズゲームズ関西の協力
　○学校対抗駅伝や三国対抗マスターズ陸上の推
　　進・国際選抜マスターズ陸上の開催
　○マスターズ世界記録の達成と各大会連続出場
　　の更新

②86歳〜90歳（2023年〜2028年）
　○マスターズピックの開催
　○自叙伝　マイウェイ総集編の出版
　○マスターズ世界記録更新と各大会連続出場の
　　更新
　○新システムの企画と開発

③91歳〜（2029年〜）
　○社会環境と世界情勢の変化に対応した新企画
　　等を研究対策

第6部　日本マスターズ陸上競技連合について

　2027年90歳の卒寿にマスターズ総集編を執筆し
後世に残そうと思ったが万が一を思いその経緯と
概略そして内部問題の一部を掲載しました。

①世界観を変えたマスターズ陸上
　1977年スウェーデンで開催された第 2回世界マ
スターズ陸上競技選手権大会に和歌山から私と遠
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北氏が参加したのがきっかけである。44カ国地域
から選手約4300人が参加し、白髪をなびかせ70以
上の選手が棒高跳や3000ｍ障害物に果敢に挑んで
いたのを目のあたりにして私の世界観が変わっ
た。会場になんと織田幹雄先生が来られていた。

②マスターズ陸上競技連合の創立
　世界マスターズ陸上選手権大会に参加した一
木・鴻池・及川等が中心となり日本でも組織を作
り大会を開催しようと帰国飛行機の中で話が進
み、1978年私が主宰、遠北氏の協力を得て和歌山
マスターズ陸上クラブを立ち上げた。1980年初代
オリンピック金メダリスト織田幹雄氏を会長に迎
え日本マスターズ陸上競技連合を創立。

③1980年〜1989年　会　長　織田幹雄
　　　　　　　　　理事長　鴻池清司
　織田幹雄初代会長の威光でマスターズ陸上は順
風満帆、和歌山に本部事務局がありながら順調に
マスターズの普及振興に努められた。
○第 1回全日本マスターズ陸上選手権
� 1980年（和歌山）
○第 1回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝
� 1987年（大阪）
○第 1回スポレク陸上� 1988年（山梨）
○第10回記念国際・全日本マスターズ陸上選手権
� 1989年（和歌山）
　いずれも活気にあふれ嬉々として競技に参加し
ていた。
※どんな組織でも心ない人々がいる。東北のＯ氏
を中心に別組織を模索する人々がいて閉口したが
事なきを得た。そのＯ氏は現在熱烈な私の支持者
である。

④1990年〜1993年　会　長　織田幹雄
　　　　　1994年　　　　　西田修平
　　　　　1998年　　　　　青木半治
　　　　　　　　　理事長　鴻池清司
　 7期14年間務められた織田会長から後輩の西田
修平会長が就任された。
　マスターズ発足当初から和歌山の大先輩西田会
長に公私にわたりご指導頂いた私は陸連幹部役員
やその他の関係者と知り合いマスターズ運営に大

いに役立った。
○第10回記念世界ベテランズ陸上選手権
� 1993年（宮崎）
○関西国際空港開港記念フケリッジロード全国大会
� 1994年（関西空港）
○第 4回世界ベテランズロード選手権
� 1998年（明石海峡大橋・神戸）
○第10回記念アジアベテランズ陸上選手権
� 1998年（沖縄）

⑤2000年〜2009年
　2000年〜2005年　会　長　梅田善彦
　　　　　2006年　会　長　江藤源哉
　　　　　　　　　理事長　鴻池清司
　　　　　2007年　会　長　鴻池清司
　　　　　　　　　理事長　大橋一男
　織田幹雄・西田修平・青木半治と10期20年にわ
たる日本陸連の重鎮である偉大な会長の後を継い
だのはマスターズ陸上発祥の地で和歌山県のエー
ス梅田善彦氏で和歌山県副知事の要職であり、陸
上競技に造詣深い方である。五代目会長に就任さ
れたのは大分の雄。江藤源哉氏で彼は九州乳業会
長で地元屈指の実業家。サッカー・陸上はじめ各
スポーツに協賛援助された好人物であったが体調
を崩され急逝されたのは返す返すも残念でならな
い。彼の逝去により図らずも私が会長の重責を負
うことになった。情熱は誰にも負けないが地盤・
看板・カバンのない私だが、なんとか役員・会員
はじめ皆様方のご協力を得て伝統を守り生涯ス
ポーツの普及振興に努めている。
○マスターズ日本一周健康リレー2001年
� 47都道府県より会員7000人参加
○国際ゴールドマスターズ陸上選手権
� 2007年（和歌山）
○国際ゴールドマスターズ水陸大会
� 2009年（京都）
○創立30周年記念事業� 2009年（愛知）
※この十年間は地方出身の会長を中心の運営か経
済社会情勢の変動もあってか、全日本マスターズ
陸上選手権・全日本マスターズ駅伝以外は新イベ
ントの開発があまり進まなかった。おぞましいこ
とに偉大な歴代会長の後を受けた当連合執行部に
今世紀初頭から関西 I や一部批判者が関東 I と連
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携し種々画策したようだが皆様のご理解、ご協力
により事なきを得ている。

⑥2010年〜　会　　長　鴻池清司
　　　　　　専務理事　大橋一男
　2012年　　　　　　　山田展也
　2016年　　　　　　　佐野昭二
○第18回アジア・第35回全日本マスターズ陸上選
手権� 2014年（北上）

○国際・第38回全日本マスターズ陸上選手権
� 2017年（和歌山）

※和歌山マスターズ陸上も1978年創立以来 1度Ｈ
氏の画策があり、閉口したが役員のご理解ご協力
により収束させ、40周年を迎え大イベントも無事
成功裡に終了させた。日本マスターズ発祥の地に
相応しく役員・会員一丸となって更なる発展を目
指している。
　日本マスターズ陸上は来年40周年を迎える。何
とか大成功裡に終了させ更なる発展をしなければ
ならない。アジア・世界一高齢社会の雄として小
異を捨て大同団結しなければならない。
　私はマスターズ陸上競技連合創立者の一人とし
て、私欲なく家族ぐるみでマスターズ陸上愛好者
のため昼夜心血を注ぎ全力投球で精進してきまし
た。
　創立以来38年間の永きにわたり、ご理解ご支援
頂いた多くの方々に衷心よりお礼を申し上げま
す。そして一日も早く良き後継者が本連合発展の
ためご尽力されることを切望してやみません。
※千丈の堤も蟻の一穴から…「着眼大局」少子超
高齢社会のパイオニアとして本連合は全員一致協
力努力しマスターズ陸上の普及振興に努めなけれ
ばならない。


