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マイウェイの発刊にあたって
　1997年 9 月、私も遂に還暦を迎えた。還暦になったら自叙伝「マイウェイ」を発刊しようと、約 1年前
から準備を進めていたが、種々の事情で 1年遅れの発刊となった。1991年12月、郷里の鳴門より当地和歌
山にお世話になって30年、第10回世界ベテランズ陸上競技選手権宮崎大会開催決定などを記念して出版し
た生涯現役「我が陸上」に続くものである。
　前回の「我が陸上」ではマスターズ陸上競技を中心としたものであったが、「マイウェイ」では思い切っ
て過去の苦い経験も含めた。60年間の陸上競技を中心とした色々なエピソードや人々との出会い、そして
その方々のメッセージを「あの日、あの時」と題して登場して頂きました。ご多忙中の中玉稿を頂きまし
た方々に厚く御礼を申し上げます。
　60年、長いようで短い年月でした。60年間を回顧し大過なく現在に至った自分を幸せに思うと共に、ご
理解ご協力を頂いた方々や、関係各位の皆様方に深く感謝を申し上げます。お世話になった方々へのお礼
と共に、21世紀への夢実現に向かうべくペンを執りました。本書では多くの資料を駆使して、マスターズ
の内容や健康維持増進の大切さがご理解頂けるよう配慮しました。お手隙にご笑覧頂ければ幸甚です。
　さて、21世紀が目前に迫りました。21世紀は世界のどの国も経験したことのない超高齢社会が待ち受け
ています。どんな社会でも健康で活力があり若々しく美しくありたいのは万人の願いです。
　それは自分の健康は自分で守る。そのためには自分に合った手軽で取り組み易い運動を先ず実践するこ
とが大切でしょう。一人でも多くの人々が運動を通じて健康の維持増進をはかり、若々しく楽しいライフ
ワークが送れるようお手伝いできればと存じます。
　1945年太平洋戦争の敗戦により荒廃した国土。政府はいち早く国民の健康維持増進策として、国民体育
大会を開催しそれなりの成果を収めました。21世紀は国民全体の健康維持増進が急務となりました。近い
将来マスターズ国体やマスターズピック構想が浮上し実現するかもしれません。大いに期待しております。
　100歳になっても世界の人達と親交を深め、競技を楽しむ。想像しただけでもわくわくどきどきするで
はありませんか。そして私は終生現役であり、80歳まで世界大会に連続出場をはたして優勝したいと願っ
ています。終生陸上競技を通じて微力ながら生涯スポーツの振興に寄与出来ることを祈念致しております。
今後ともよろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。終わりになりましたが皆様方の益々のご健康
とご隆昌をお祈り致します。

おわりに
　走ろう　跳ぼう　投げるのだ
　　　　　　これぞ　われらの　青春だ。

　マスターズ陸上競技の歌である。和歌山で産声をあげたわが国のマスターズ陸上。昨年和歌山マスター
ズは発足20周年を迎え、そして日本マスターズ陸上競技会連合は来年創立20周年を迎える。昨年還暦を迎
えた私は今年 3月無事定年退職をして第 2の人生を歩み始めている。
　この度自叙伝「マイウェイ」の発刊にさいしましては各界の方々からご多忙中のところ、貴重な玉稿を
頂き、本書に一段と光彩を添えて頂きました。誠にもって光栄であり心より厚く御礼を申し上げます。
　また織田幹雄先生には93歳にして題字をお書きして頂きました。「宝」としていつまでも大切に致した
く存じます。1977年 8 月、スウェーデンでお会いできたのが、ご縁でマスターズ陸上ができ、永年に亘り
ご指導頂いたので現在の自分があります。ご恩は終生わすれません。本当に有難うございました。
　60歳になっても私はまだまだ青年です。これから将来に明るい夢をもち、もっともっと精進して、21世
紀への夢実現のため頑張りたいと思います。皆様方の倍旧のご指導とご鞭撻を切にお願い申し上げます。
� 1998年11月 3 日

第 2章　第 1部　〈マイウェイ全編〉
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マイウェイ中編の発刊にあたって
　昭和12年 9 月私は渦潮で名高い徳島県鳴門市の中心地に近い撫養町に生まれた。
　当時香川県坂出市や兵庫県赤穂市と並び製塩業が盛んで町には多くの塩田が点在していた。
　生来健康に恵まれた私はこの塩田や近くの山野を駆け巡りかけっこも速くて足腰も強く腕白大将となり
あらゆる遊びに興じて少年時代を過ごした。
　家庭の事情で高校進学をせず中学卒業と同時に地元の足袋工場で 4年間汗し働きとおした。昭和32年春
15倍近くの難関を突破して日清紡績徳島工場に入社、ここで本格的に陸上競技に取り組み熱心にトレー
ニングに励んだ結果徳島県記録を連発、その後住友金属和歌山製鉄所・和歌山県教員を経て、平成10年
（1998年）和歌山市立和歌山商業高校を定年退職。還暦を機会にマイウェイを発刊した。生誕から還暦ま
での60年間主として陸上競技で経験したいろいろの事象やエピソード、各大会の出来事を紹介した。
　今年（2014年 9 月喜寿77歳）を迎えるにあたり、マイウェイ中編を執筆することにしました。この中編
では定年退職してから喜寿になるまでの17年間マスターズ陸上を通して経験した人々との出会い、各大会
の状況や苦労話悲喜こもごもの競技成績と結果、マスターズの普及振興にかける夢と目標です。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックが実現しました。21世紀に入り超少子高齢社会が進行してい
ます。これを機会に世界一長命国日本が先陣をきりマスターズオリンピック実現のため努力しなければな
りません。世界に先駆け運動の効果で健康寿命の延伸や医療費の削減を図り福祉国家を充実。マスターズ
オリンピックの実現で国民に夢と希望や生き甲斐を与え夢ある明るい社会の実現です。公益社団法人に
なった今年から夢を目標に変え実現のため最後の努力をいたします。

あとがき
　喜寿（77歳）を記念してマイウェイ中編を執筆致しました。ご多忙中多くの方々から心温まる励ましや
身に余るお褒めの言葉を頂き感激しています。有難うございました。これを糧にマスターズの普及振興に
精進し少しでも社会貢献できるよう心がけます。引き続きご支援ご尽力頂けますようお願い申し上げます。
　高校教諭を定年退職してマスターズ陸上の普及振興にかけた17年。本連合は発祥の地和歌山から、東京
に事務局を移し今年 4月から公益社団法人として組織が更に充実しました。この間私も理事長から副会長
を経て現在微力ながら会長を務めています。
　超高齢社会が急速に進行し、平和で安定した世界一長命国日本が世界に範を示さなければなりません。
生涯スポーツのパイオニアとして本連合は今年から二大目標を掲げました。一つは「ゴールドマスターズ
五輪」の実現であり、もう一つは「健康寿命の延伸」です。前者は若人には夢と憧れ、中高年者には夢と
生き甲斐を与え。後者は心身の健康増進とアルツハイマーの予防による医療費の削減です。このことが元
気で明るい社会の実現につながることでしょう。
　マイウェイを執筆中感じたことはいつも辛く苦しいことが多く反省ばかりです。
　前編のマイウェイからもう少し踏み込んで何かの参考になればと思いましたが上手く反映できませんで
した。「人の一生は短くて苦しきことのみ多かりし」か！加齢とともに一年がだんだんと短くなるが、残
された人生をいつも前向きに、しかもグローバルに生きたいと思っています。木を見て森を見ずにならぬ
ように！尚マイウェイ後編は卒寿（90歳）を予定しています。終りになりましたが喜寿を迎えたことに感
謝し、残された人生を大切にして、世界一長命国に相応しい中高年が明るく元気で活躍できる社会の実現
に向けて全身全霊を打ち込みたいと思っています。それまでは先ず元気で生きなければなりません。ご一
読された皆さんと共に（笑）。� 2014年 9 月 1 日　鴻池清司

〈マイウェイ中編〉



－ 12 －

マイウェイ後編の発刊にあたって
　傘寿を迎えた2017年は私にとって記念すべき年になりました。和歌山マスターズ陸上創立40周年を迎え、
地元和歌山で 4月40周年記念和歌山マスターズ陸上競技選手権大会や日本マスターズ講習会。10月に国�
際・第38回全日本マスターズ陸上競技選手権大会と日本マスターズ陸上シンポジウムを開催。そして和歌
山マスターズ陸上40周年記念誌発刊や国際・第38回全日本マスターズ陸上選手権大会の記録写真集を発行
し、自身マイウェイ後編も発刊し、国際大会や種々の全日本大会も成功裡に終了できました。
　マイウェイ後編は中編のあとがきに記したように90歳の卒寿に総集編として発刊予定でしたが、10年先
は不明であり、少し無理でもこの際発刊することに致しました。
　中編発刊以来 3年余の短期間でございますが、2014年 7 月以降の主な出来事や、マスターズ陸上創立以
来の特に印象深い事項とともに、マスターズ陸上創立時からの主な変遷等を掲載しました。「ローマは一
日にして成らず」40年を振り返りながら去来したのは、初代会長織田幹雄先生はじめ西田修平会長等偉大
な歴代会長と同好の皆様方のご尽力の賜でありました。組織の維持運営や各イベントの企画運営は大変な
労苦と決断力が必要で、大過なくいずれも成功裡に終了できたことは有難く感無量です。有難うございま
した。
　生涯スポーツの普及振興にかけて誰にも負けぬ燃えるような情熱と精神力で常に前向きに努力を重ねて
参りました。「継続は力なり」であり歴代会長はじめ企業関係者、陸上の大先輩やメディア、知識者から�
種々のご援助やアドバイス・励ましのお言葉を頂き頑張っています。人を大切に威張らず謙虚で励まされ
る歴代会長の人格と素晴らしい人たちとの出会いは私の宝で財産です。本当に陸上競技とマスターズ陸上
を始めて良かったと思います。
　また多くの方々がそう思われ思われるよう努力しなければなりません。
　幼少の頃マイル走者で名スプリンターのバニスター博士（英）のように五輪選手と医者になりスポーツ
界に貢献することに大きな夢と憧れを抱いた。だが努力が足りず生徒やわが子に夢を託したがまだ夢は遠
い。残すマスターズ五輪の実現と健康寿命の延伸を実現し社会貢献に努めたいと念願している。事故疾病
等で五輪出場出来なかった方・また中高年になり競技力が向上された方々。そして健康や体力向上を目指
し人生に生き甲斐を求められている方々の為にも！
　マスターズ一筋心身の維持増進を図りながら120歳まで生涯現役を通し大望の実現に生涯をかけていま
す。今後とも皆さま方の変わらぬご指導とご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

あとがき
　喜寿（77歳）で中編、今回は傘寿（80歳）を記念して後編を執筆致しました。
　90歳の卒寿を予定していましたが10年先は不明であり、短い期間ではありますが短い人生、思い切って
発刊致します。心身とも健全に努め10年後にマスターズ総集編として編集致します、ご期待下さい。中編
後短期間に後編発刊に踏み切ったのは
　 1 ．傘寿の良き年に和歌山を中心に各種イベントを開催し、いずれも成功裡に終了したこと
　 2 ．日本マスターズ陸上発祥地和歌山マスターズ陸上連盟が創立40周年を迎えたこと
　 3．世界情勢や社会環境の急変がおこりスポーツ界も変化しつつあり、傘寿を境に知人・友人等が他界

し私の周辺も微妙にその兆しがあることからです。
　中編をみられた関係者からもう一歩踏み込んだ記事を期待していたと言われましたが、今回も中編同様
で主に2014年 7 月以降のイベントと私の陸上人生をマイウェイ初編と出来る限り重複を避け私の最重要事
項を掲載しました。

〈マイウェイ後編〉
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　登場する人や事象の中で賛同される方や何かの参考になる方がおられれば幸甚です。
　マスターズ陸上人生で始めた大会や参加各大会は全大会も貴重であるが特に印象深いのは
　全日本マスターズ陸上
　　①1980年全日本マスターズ陸上選手権（和歌山）
　　②1989年第10回記念国際・全日本マスターズ陸上選手権（和歌山）
　　③2017年国際・第38回全日本マスターズ陸上選手権（和歌山）
　アジアマスターズ陸上
　　①1998年第10回記念アジアベテランズ陸上選手権（沖縄）
　　②2002年第12回アジアマスターズ陸上選手権（中国）
　世界マスターズ陸上
　　①1977年第 2回世界マスターズ陸上選手権（スウェーデン）
　　②1993年第10回記念世界ベテランズ陸上選手権（宮崎）
　　③2013年第20回世界マスターズ陸上選手権（ブラジル）
　その他
　　①1984年日本列島一周8000キロ完走（ギネスブックに掲載）
　　②1980年日本マスターズ陸上競技連合の誕生と推移概略
　マイウェイは自分中心となりますが「温故知新」資料の分析や著書を参考に大変勉強になり、また新た
な意欲が湧いてきます。マスターズ陸上歴代会長の遺徳を偲びながら「着眼大局」一度しかない人生。残
された40年（120歳生涯現役（笑））を目標に邁進致します。変わらぬご支援とご尽力を賜りますよう切に
お願い申し上げます。
　末筆ながら平昌冬季五輪金メダルに輝いた、髙木美帆・小平奈緒選手の努力と精神力に感動し涙しなが
ら大きな勇気をもらいました。ともに頑張りましょう。� 2018年 2 月20日　鴻池清司
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発刊のことば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本中高齢者陸上競技連合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　織　田　幹　雄

　今回、日本中高齢者陸上競技連合機関誌第 1号を発刊することとなりましたところ、いち早く会員各位
より有益な資料や貴重なる体験発表など、中高齢者陸上競技愛好者の今後の指針ともなる数々の原稿をお
寄せいただき、有難く厚く御礼申しあげます。
　顧みますと、昨秋10月18・19日、紀三井寺競技場において、本会が実施した第 1回全国中高齢者陸上競
技選手権大会は、悪天候の中、若人をも凌ぐ意気と斗魂をもえたたせ、全種目にわたり、数々の激斗の名
場面を展開し、幾多の好記録が続出したことなどが、走馬燈のように𥇥をよぎり、感動に胸が熱くなる思
いであります。
　会員各位には、その後、健康の増進と体力の向上に励み、第 2回の山梨大会に向って、ますますのご精
進を積まれていることと存じます。
　私は、本年 1月 8日より 7日間にわたり、ニュージーランドのクライストチャーチで開催された第 4回
世界ベテランズ大会に、日本選手団長として、選手と行をともにして参りました。世界的な傾向として、
中高齢者の陸上競技人口は、急速に増加するとともに、記録も飛躍的な向上をとげつつあります。本大会
には44ヶ国2,500名の選手が参加いたしました。
　こうした情況の下で、わが選手諸君の活躍はめざましく、 1位 1人、 2位 5人、 3位 3人、 4〜 6位12
人の入賞者を出し、まことに満足すべき成績を収めたのでありました。次回の第 5回大会は、中米プエル
トリコのサン・フアンで、1983年10月に開催されますが、今から 2年後の世界大会に焦点を合せ、さらに
決意を新たにし、一層の向上発展を期するよう、切に希望する次第であります。
　このような内外の情勢をふまえ、この好機を逸せず、本会機関誌第 1号を発刊することによって、同好
の士の今後に、少しでも参考になるところがあれば、まことに幸甚に思う次第であります。
　ご清鑑の上、ご高評をいただくようお願いを申しあげて、発刊のことばといたします。

第 2部　日本マスターズ陸上競技連合会報　創刊号
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　鴻　池　清　司

　今度、関係諸先輩方の御尽力により全国に先がけて、クラブが結成できたことを発起人の一人として感
謝いたしますと共に、今後の責任を痛感いたしております。力のいたらない点はお助けいただき、クラブ
発展に努力いたしたいと思っていますので、よろしくお願い申しあげます。
　わが国も高齢化社会が進行する中で、遅ればせながら、最近頓に健康に対する関心が高まり、生活の中
に運動がとり入れられるようになり、誰でもどこでも手軽に行なえる運動としてランニングの良さが認識
されるようになり、各地に多くのランニングクラブが誕生しておりますが、欧米では10数年前から、これ
が発展したマスターズの大会が行なわれております。はからずも昨年遠北副会長と共に、スウェーデンで
行なわれた第 2回マスターズ陸上世界選手権大会に参加する機会を得、実際に見聞するに至り、その盛会
ぶりにびっくりした次第であり、今後の競技生活に大きな希望を与えてくれました。日本からも岡田英夫
日本タートル協会長以下30余名の選手が参加しましたが、中々の意欲があり、頑張っておられる姿に接し、
意を強くさせられました。帰国後、遠北副会長と共に、マスターズクラブ結成について準備を進め、陋習
を破って 1月14日結成の運びとなったわけであります。既に 2ケ月近くたちましたが、当初の予想をはる
かに越え、50余名の会員が意欲的に入会されております。その反響ぶりに驚くとともに、多くの愛好者が
あることを知り、益々ファイトを燃やしております。この分だとここ数年の間には全国各地でクラブの結
成があいつぐものと思います。願わくば、当地でこのような大会が出来、全国の皆様方と一緒に楽しく競
技をしながら、いつまでも若さと健康とそして意欲の保持に努めたいと思っております。そして微力乍ら、
県スポーツの振興と日本陸上競技会発展のためになればと念願いたしております。



－ 18 －

も大切な記念の品となるものと信じて疑いません。
　これを機会にますますこの競技が広く発展し、
世界はいうまでもなくアジアの各国とも手をとり
合って、生涯スポーツ陸上競技の意義を高めて下
さることを念じて祝辞とします。

これからの10年
　みんなの希望の星に‼
� 日本マスターズ陸上競技連合
� 名誉副会長　南　部　忠　平

　日本マスターズ陸上競技連合が創立10周年を迎
えられたこと、心よりお慶び申しあげます。1980
年代は “激動” の時代だったと思います。まさに
日本マスターズ陸上競技連合は激動の時代に帆を
張って船出。荒波にもまれながらしっかりした土
台を1980年代の航海で達成されました。その陰に
は献身的な努力をされた方々が多数おられます。
その方々に深く敬意を表すると共に、厚く御礼を
申しあげる次第です。
　いま、日本では “高齢化社会” という言葉をよ
く耳にするようになり、私にとっては心から歓
迎する響きでありません。高齢化、すなわち “年
寄り、隠居” と思われがちです。しかしいくつに�
なってもスポーツを楽しんでいる人たちには、そ
んなイメージは感じられないからです。スポーツ
はそれだけ人間に好影響を与える、ということだ
と思います。それを我々日本人は少しずつ体で
覚えてきました。それが1980年代から本格化し、
1990年代から21世紀には、真の「スポーツ時代」
となる、と予測されています。
　そんな折、日本マスターズ陸上競技連合は時代
の波に乗っているわけです。いま、新しい時代の
波に、新たな帆を上げ出航するための記念すべき
節目なのです。これからの10年は、いままで築い
た土台を会員の方々と共に、さらに充実させる期
間だと思います。それから一方では地球的レベル
の視野でマスターズ陸上競技を見つめ、真の国際
交流を推進していくことが必要だと思います。最
後に日本マスターズ陸上競技連合が日本社会のけ
ん引車になり、また国際交流のかけ橋になるよう、
心から希望しごあいさつといたします。

日本マスターズ陸上競技連合会報10周年記念誌　

1990年10号

将来の大切な記念品
� 日本マスターズ陸上競技連合　
� 会長　織　田　幹　雄

　マスターズ陸上競技もここに十周年記念号を出
すことになりその年月の早く過ぎ行くのに今さら
驚きを大きくします。
　もともとこの競技会はスウェーデンで開かれた
第二回世界大会を見た時、これは単なる競技の争
いではなく、生涯スポーツとしての意義があり、
しかも志ある人は誰でも参加できるという、オリ
ンピックのような国の代表選手でもなく自由に参
加できることにも深く気をひかれました。
　これこそ、オリンピックが国際親善とか平和運
動などと言いながら実際は単なる国の争いであ
り、国威発揮の場にすぎないものとは大きな開き
があり、本当に陸上競技を通じての平和運動につ
ながるものと強く感じて帰ったものです。
　それが早速に日本でもスタートしたばかりか、
私に会長という大役を仰せつけられ、とても長く
は無理で一期だけと約束したら遂に十年を経過し
てしまい何とも申訳ない気持です。
　それにも関わらず、年とともに発展し、全国大
会は勿論、駅伝競技にまでも、全国のマスターズ
の方々の協力を得て今日の発展を見ましたこと
は、単なる私の喜びというよりも、日本に存在す
るマスターズの方々の深い理解の賜物と感謝に耐
えないところであります。
　ここにその十年間の皆さんの活躍を記念し記録
として残し得ることも、この競技の将来にとって
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今日の隆盛を見ず
　亡くなった方に合掌！
� 日本マスターズ陸上競技連合
� 副会長　西　田　修　平

　「十年一むかし」と言う言葉がありますが、和
歌山で産声をあげた日本マスターズ陸上競技連合
が、創立10周年を迎えることになりました。創立
以来、ご努力をいただいた皆様方と、大いに喜び
の乾杯を挙げたいと思っております。そしてまた
共にご苦労を願ったお二人の副会長、創生時の悩
みを克服されながら、今日の隆盛を見ずに亡くな
られた方々に対し改めてお禮を申し上げ、ご冥福
をお祈りする次第であります。
　昨年の10周年記念大会には、梅田和歌山マス
ターズ会長を始め、皆様のご努力で、海外からは
120人近いお客様を迎え、お忙しい時季にもかか
わらず、日本陸連青木会長、朝隈副会長、小掛委
員長ら大勢のご来客の方々のご来和を願って盛大
に催すことが出来、第 1回大会を考えますと隔世
の成長をを感じるのであります。
　その間都道府県マスターズの充実、地域マスター
ズの発展があり、新しく始まったマスターズ駅伝
も年を追って隆盛の度を加えております。新しい
10年に向かって、我々は一層の組織の充実化を図
ると共にベテランズの方々のために、スポーツを
する喜びの場を提供せねばならぬと考えるのであ
ります。そしてまた、国内だけに留まることなく、
視野を広く世界に向けて、世界のベテランズとの
交流、親交をも図る時機でもあると思うのであり
ます。皆さん、お元気でマスターズの明日のため
に大いに頑張りましょう。

日本マスターズ陸上競技連合会報20周年記念誌　

1999年19号

責任の大きさ痛感
� 日本マスターズ陸上競技連合
� 会長　青　木　半　治

　マスターズ陸上競技連合は第 2回世界マスター

ズ陸上競技選手権イエテボリ大会に参加したのを
契機に昭和55年 4 月に設立されましたが、本年記
念すべき20周年を迎えこの機会に20年の歴史を振
り返り「本連合の歩み」を上梓できますことは私
の無上の喜びであります。
　初代会長は織田幹雄先輩、次いで二代目会長には�
西田修平先輩が就任され、その後を受けて私が平成�
10年三代目会長に選任され誠に光栄であると同時に�
責任の重大さに身の引き締まる思いでございます。
　本連合は平成 5年宮崎において第10回世界ベテ
ランズ陸上競技選手権大会を開催し世界78ケ国・
地域から11,000人参加し、また、平成10年春に第
4回世界ベテランズロード選手権を兵庫で、続い
て同年秋には第10回アジアベテランズ陸上競技選
手権大会を沖縄で開催し、世界三大大会を通じて
世界の平和と国際交流の実を上げて参りました。
　一方、平成10年度には延べ21の世界記録が日本
選手によって樹立、さらに約150の日本記録が樹立�
される等、日本マスターズ陸上のレベルは目をみ
はるものがあり、世界からも称賛されております。
　昨今、世界的に高齢化社会を迎えるにあたり、本�
連合は中高年陸上競技の普及と振興をはかり、広く�
心身の健康と人生の充実に寄与することを目的とす�
る役割が益々重要になるものと確信しております。
　今後とも一層のご協力とご支援を賜りますよう
お願い致します。
　終わりに本誌発刊にあたり各位のご協力に対し
衷心よりお礼を申し上げます。

マスターズもやっと成人、
　皆様に感謝
� 理事長　鴻　池　清　司

　1977年 8 月、スウェーデン第 2の都市エーテボ
リ市、この都市で私の人生観が大きく変わり、マ
スターズ陸上結成の機会となった。
　生まれてはじめての世界大会参加。33時間もの
飛行機の長旅行であったが、世界各国より3,000
人以上のマスターズが喜々として参加し盛大な大
会であった。陸上の神様でもある織田幹雄先生と
も会場でお会い出来たのも幸運だった。和歌山か



－ 20 －

ら一緒に参加した遠北明彦氏と共に翌年 1月、和
歌山マスターズを結成して、西日本マスターズ陸
上大会を 2年にわたって開催し、この大会を機に
2年後の1980年 4 月、織田幹雄氏を会長にお迎え
して、日本中高齢者陸上競技連合（のちマスター
ズ連合と改称）が創立された。
　“光陰矢の如し”もう20年である。感無量である。�
この間、1993年には第10回世界ベテランズ陸上競
技選手権大会を宮崎で、1998年には第10回アジア
ベテランズ陸上競技選手権大会を沖縄で、そして
昨年 3月には第 4回世界ベテランズロード選手権�
大会を明石海峡大橋とその周辺で開催する一方、
1980年からは毎年全日本マスターズ陸上競技選手
権大会。1987年よりは都道府県対抗全日本マス
ターズ駅伝を毎年開催すると共に、会報、機関誌
の発行や各種講習会を開催し生涯スポーツの推進
に努めてきた。そして今年は成人にふさわしく20
周年記念事業を開催して、普及振興に努めている。
超高齢化社会といわれる21世紀を目前に控え、当�
連合の果たす役割は益々重要性をおびてきている。
　一昨年3月、偉大な先達である二代目会長西田修平�
先生、7月には南部忠平名誉副会長を、そして昨年�
12月、尊敬する初代会長織田幹雄先生を失い、痛惜�
の念に耐えかねていたが、三代目会長に陸連会長で�
もある青木半治先生をお迎えして誠に力強く光栄�
である。走り、跳び、投げる、人間だれもが経験し�
手軽に出来る陸上競技を通して健康の維持増進に�
努め、健康で明るく楽しいライフワークに寄与出来�
るよう皆様と共に頑張りたいと思います。今後とも�
より一層のご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。

日本マスターズ陸上競技連合会報30周年記念誌　

2008年27号

はや30年、皆さまに感謝
� ㈳日本マスターズ陸上競技連合
� 会長　鴻　池　清　司

　「光陰矢の如し」はや30年、1980年 4 月、織田
幹雄先生を会長に大阪で日本マスターズ陸上競技
連合が結成された。1978年、1979年と和歌山で開

催した西日本マスターズ陸上競技選手権大会の参
加者が、是非全日本大会にしてほしいとの要望が
あり、故一木譲、故折橋辰雄氏等の力強い後押し
とご尽力により、ご期待に応え連合が創立できま
した。「清水の舞台から飛び降りる心境でした。」
　高齢化社会の進行というバックボーンがあった
にせよ、ここまで普及振興できたのは、織田、西田、
青木会長はじめ歴代会長役員会員はもとより、関
係者のご理解ご尽力があったからこそと深く感謝
申し上げます。発足当初からマスターズ普及振興
のため、和歌山マスターズの仲間 4人ともに、前
人未到の日本列島一周マラソンを敢行する一方、
全日本マスターズ陸上競技選手権大会や全日本マ
スターズ駅伝等、数々のイベントを企画実施して
まいりましたが、ここまで大過なく成功裡に終了
できたことは、喜びとともに感謝の念でいっぱい
でございます。ありがとうございました。
　さて、21世紀に入り我が国は世界に例をみない
勢いで少子高齢化が進行するとともに現今は不景
気で複雑な社会情勢下にあります。
　こんな時こそ、「夢と希望を持ち」スポーツを
通して健康の維持増進を図り元気に過ごさなけれ
ばなりません。生涯スポーツの先達として現在進
めている、三世代交流や異種目交流の他、国際大
会をはじめ積極的に各地の大会やボランティア活
動に参加し、同世代や次世代の育成に努め、微力
ながら明るい社会の実現に寄与できることを期待
してやみません。
　今日まで支えて頂いた財団法人日本陸上競技連
盟をはじめ関係各位に深謝するとともに、変わら
ぬご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

30周年　おめでとう
� ㈳日本マスターズ陸上競技連合
� 副会長　織　田　和　雄

　30周年おめでとうございます。
　鴻池会長の情熱と御努力で和歌山でスタート
したマスターズ陸上競技が全日本規模となって
JMAとなった初代会長の織田幹雄の横顔に身近
に居た者として触れたいと存じます。
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及振興にご理解ご尽力を賜り感謝しております。
世界の政治経済が激動する昨今ですが、2012年は
ロンドンオリンピックでスポーツ界が大変盛り上
がりました。世界的に高齢者人口の増加に伴って、
わがマスターズ陸上界の存在が少しずつ重要性が
増しております。皆さんマスターズ陸上を通じて
元気で楽しい人生を送りましょう。
　さて、2010年12月。マレーシア政府の肝いりで、
第16回アジアマスターズ陸上競技選手権大会が盛
大に開催され成功裡に終了致しました。開会式の
あの素晴らしいセレモニー、特にヘリコプター
から降りてきたAMA旗に大変感動致しました。
また閉会式のフィナーレも大変楽しい思い出にな
りました。あらためて地元関係者に深く感謝申し
上げます。ありがとうございました。
　また昨年2012年11月。台北市で開催された第17
回アジアマスターズ陸上競技選手権大会も素晴ら
しい大会でした。台北市長さんをはじめ行政関係
者・中華台北陸連他多数の関係者に深く御礼を申
し上げます。なんと言っても市の中心部に立派な
競技場があり、競技者及び参加者にとってこの上
ない便利なところで大変好評でした。
　私自身1986年インドネシアのジャカルタで開催
された第 4回大会に初めて参加し 5個の金メダル
を取って以来、幸いにして今回も 5個の金メダル
を取ることが出来、思い出の地となりました。関
係者の皆様のお陰です。大会を支えて頂いた台北
市はじめ行政関係者・審判・補助員ボランティア
そして大会に携わった皆さんに深謝いたします。
ありがとうございました。
　第18回大会は2014年 9 月日本の北上市で、第19
回大会は2016年シンガポールで開催することが決
定しました。少しでも多くの国の方々が参加する
ことを期待しています。スポーツを通じて心身の
維持増進に努め、お互いの交流を深め少しでも世
界平和に貢献できることを祈念しております。皆
様方のご健康とご活躍をお祈りしてごあいさつと
致します。

　織田幹雄は1905年広島県海田町で誕生、93才で他�
界致しましたが、御存知の通り陸上競技を終生こよ�
なく愛し、マスターズの発展にも力を注ぎ、スポー
ツの素晴らしさ、スポーツを楽しむ事を説いて居
りました。そんな父の素描はこんなものでした。
○何故93才迄生きていたか。90才もこえると友人
も少なくなり淋しさも一入。中でも無二の親友
南部忠平氏に先立たれ「南部も去ってしまった。
早く迎えて欲しいよ。だがオヤジ織田佐一郎が
92才迄生きていたから92才迄は死ねない」と、
公約を果たしました。
○広島生れで広島弁から抜け出せず、恥ずかしが
り屋で人前で喋るのは苦手。広島弁を直させよ
うと母が注意を促していましたが、死ぬ迄「し
てはいけない」とは言えず「してはいかない」
という言葉だけは最後迄抜けませんでした。
○音痴で歌を歌う事は好きではなかったのですが
持歌は二つ。「黒田節」と母校校歌「都の西北」
でした。
○亡くなる前の2年前後「南部のバネは僕よりすご�
かった。何時でも僕を負かす事が出来たのに」と�
私に話したのは本当の親友だったからでしょう。
○あらゆるスポーツ界の方々。朝日記者だったに
も拘わらずあらゆる報道関係者の方々が自宅に
訪ねてこられ、談笑、意見交換等常に楽しんで
おりました。母も客好きでしたから。
○1996年私が北京市対東京都対抗テニスで北京を�
訪問した際、北京体育大学副学長より「織田幹雄�
と言う名前を知っているが、彼は戦前まだ東洋
人が白人から黄福と言われていた時代にオリン
ピックで優勝し東洋人を勇気づけた東洋人の誇
りだ」と話してくれました。

第 3部　アジアマスターズ　2013年 5 号

あいさつ
� アジアマスターズ陸上競技会
� 会長　鴻　池　清　司

　アジアマスターズの役員会員の皆様ご健勝ご活
躍のことと存じます。平素はマスターズ陸上の普
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日本マスターズ　2019年37号

日本マスターズ陸上
　創立40周年を祝う
� 公益社団法人日本マスターズ
� 陸上競技連合　
� 会長　鴻　池　清　司

　1977年第 2回世界マスターズ陸上選手権に発端
したマスターズ陸上。ここで私が織田幹雄先生に
お会いして始まりました。帰国後すぐ1978年和歌
山マスターズ陸上を発足。そして日本マスターズ
陸上は1980年 4 月、初代会長織田幹雄先生の英断
と西田修平副会長他熱意ある役員方のご尽力で創
立されました。以来偉大で優れた歴代会長はじめ、
役員会員の皆様方のご理解ご協力により40年にな
りました。ご理解ご協力を頂いた全ての皆様方に
深謝し厚くお礼を申し上げます。誠に有難うござ
いました。
　少子高齢社会の中、世界大会、アジア大会、国
際大会、全日本大会等幾多の大会やイベントを開
催。全ての大会やイベントが成功裡に終了できま
した。これ偏に関係各位の皆様方のお陰と深謝し
厚くお礼を申し上げます。
　顧みれば多分に漏れず本連合も喜怒哀楽に富ん
だ40年でした。順風満帆ばかりではありません。
大会やイベントの成功で歓喜する人々。記録達成
と充実感に感謝感激する方々に接するたび遣り甲
斐と勇気を頂きました。しかし幾度か種々のピン
チ等に嫌気がさすこともありましたが力を合わせ
乗り越えてきました。自身に関わるピンチも克服
できたことはマスターズ陸上をこよなく愛する強
い信念と情熱からです。
　「心身の維持向上と豊かなライフワークを送
る」。バランス良く運動休養栄養を取り、ストレ
スをうまく解消して100歳人生に挑みましょう。
寝たきりやボケにならず予防医学でもあるマス
ターズ陸上を継続して健康寿命の延伸と世界平和
の推進に努め、夢のマスターズピック実現と出場
を目指しましょう。
　終わりになりましたが超少子高齢社会の中、マ
スターズ陸上の果たす役割が大切です。支えご協
力して頂いた全ての関係各位皆様方のご健勝と、
変わらぬご支援ご協力をお願いしてごあいさつと
致します。有難うございました。

ごあいさつ
� 公益社団法人日本マスターズ
� 陸上競技連合　
� 副会長　室　伏　重　信

　日本マスターズ陸上競技連合は、本年40周年を
迎え 6月13日に日比谷の図書文化会館とコンベン
ションホールにて式典、パーティーを行いました。
また 9月13日〜16日には群馬にて40回記念国際・
全日本マスターズ陸上競技選手権大会を開催いた
しました。この40周年記念行事が成功裡のうちに
終わることができましたのも、偏に会員の皆様を
はじめとする関係各位のご尽力の賜物と深く感謝
いたしております。
　さて日本マスターズ陸上は立五段跳や60ｍ走な
どの新種目を始めております。
　立五段跳は一般の跳躍選手や投擲選手が脚力強
化を目的に行うバウンディングの中の一種であり
ますので、立五段跳を行うことにより脚筋力の強
化ができます。さらに助走をしないことから踏切
時に大きな負荷が掛からず故障のリスクが少ない
ことも利点であります。
　また一般の跳躍選手や投擲選手が30ｍや50ｍの
短い距離を全力疾走しダッシュ力を身につけるト
レーニングを行いますが、高齢者にとっても60ｍ
の距離であれば全力疾走は可能かと思われます。
　このように立五段跳や60ｍ走は瞬発力的体力の
強化のできる種目でありますので、ぜひチャレン
ジしていただければと思います。
　またマスターズ陸上は18才から出場が可能とな
りました。記録も当然公認となりますので、近い
将来男子100ｍでは10秒00前後の選手が出てくる
ことも期待されます。
　18才から100才を超える会員を抱えたマスター
ズ陸上、競技はもとより体力や健康増進、さらに
は旅行を楽しむ、友情を育むなども念頭におき、
生涯スポーツの先頭を行くマスターズ陸上となる
よう努力をしてまいる所存です。
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近畿マスターズ　2014年 5 号

ゴールドマスターズ五輪を
　目指して
� 公益社団法人日本マスターズ
� 陸上競技連合
� 会長　鴻　池　清　司

　近畿マスターズ陸上競技連盟創立30周年おめで
とうございます。心よりお慶び申し上げます。15
周年・20周年に続き30周年の記念誌発刊に敬意を
表します。
　1980年、和歌山で日本マスターズ陸上競技連合
が創立。32年間にわたり大阪を中心とした近畿マ
スターズ陸上競技連盟が、「近畿は一つ」を合言
葉に連合を支えマスターズ陸上の普及振興に大い
に寄与して頂きました。感謝の念で一杯です。有
難うございました。
　2012年マスターズ陸上の更なる発展を期して本
部事務局を東京に移転してからも変わらぬご協力
を頂き感謝しています。
　今年 9月、待望の2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックが決定しました。だがゴールドマス
ターズオリンピック同時開催を切望し努力しまし
たが願いが叶いませんでした。
　超高齢社会が急速に進行するわが国にあって生
涯スポーツの普及振興は急務であり、50歳以上を
対象としたゴールドマスターズ五輪こそ東京五輪
を機に実現しなくてはなりません。わがマスター
ズ陸上はマスターズ水泳と協力して㈳国際マス
ターズ競技連合を創立。昨年10月、2013国際ゴー
ルドマスターズ京都大会を実施し、今後は更に他
競技の参加を得るなど着々と目標実現に向かって
努力致しております。また当連合も2014年度より
公益社団法人の認可を得て大きく飛躍してまいり
ます。皆様方の変わらぬご支援・ご協力をお願い
申し上げます。終りになりましたが近畿マスター
ズの益々のご発展と皆様方のご健勝・ご活躍を祈
念して祝辞と致します。

� NPO法人和歌山マスターズ
� 陸上競技連盟
� 会長　鴻　池　清　司

　1978年この地で産声を上げて早45年。期待と一
抹の不安を抱えながら燃えるような情熱とパワー
を発揮して全国に先駆け、14人の仲間で組織を立
ち上げました。40歳ミドルから出発です。西日本
大会を兼ねた第 1回大会を紀三井寺陸上競技場で
開催する一方、全国に普及振興の為日本列島一周
8000キロ走破に挑戦しました。マスターズ陸上は
全国初。「年寄の冷や水、事故の責任はどうする」
などの声もありましたがやろうと決意。今になっ
て井戸を掘る人の大変さと勇気を痛感していま
す。
　 3無し「地盤、看板、鞄」からの出発で全てが
手弁当。昼夜を問わずわが一家 4人の不夜城は長
く続き、マスターズ会員も一丸となり支援してく
れました。初のマスターズ大会は全国より約200
人が参加し大成功裡に終了しました。参加頂いた
方々の喜びや感謝の言葉や手紙が 2年後の全日本
大会に発展しました。
　一方日本列島一周は幾多の苦難を克服し約 6年
の歳月をかけ完走しました。出発前の40歳頃は絶
好調で世界選手権優勝のチャンスは数度もありな
がら、徐々に故障やバネをなくして長く停滞が続
きました。競技か列島一周完走かの 6年でした。
やりかけた以上やり遂げる、脱落しそうな仲間を
励まし8000キロ完走した自信と喜びは大きく自身
の宝物になっています。
　お陰様でこの地はマスターズ陸上発祥の地とし
て定着し、発展を続けています。
　45年の長きに亘りご理解ご支援ご協力頂いた仲
間や諸先輩の方々、陸上関係者の皆様方はじめ、
全ての関係各位に深謝いたします。誠に有難うご
ざいました。
　温暖で風光明媚、そして何よりも大らかな紀州
の人々の心優しき温情があっての事です。「人間
50年、信長の時代から今では人生100年時代」
　マスターズ陸上を通じて心身の維持向上を図り、�
健康寿命の延伸に努め楽しいライフワークを送る
ため、微力ながらサポートし頑張ります。今後も
宜しくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
　終わりになりましたが、本連盟をご支援ご協力
を頂いた、関係各位の皆さま方に厚く御礼を申し
上げご挨拶と致します。有難うございました。
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ごあいさつ

� 会長　渡　辺　源太郎

　昨52年秋、県職場体育連盟主催
の陸上競技大会が紀三井寺競技場で開かれた時、
西浜中学の鴻池先生からマスターズ陸上世界選手
権大会の話を聞かされ、半ば冗談で次の大会目指
して頑張るようなことを言ったところ、図らずも
和歌山マスターズ陸上競技クラブの誕生となり、
年配のせいで会長にかつぎあげられた次第であり
ます。
　本会の発足については、県土木部の遠北次長さ
ん、そして鴻池先生の並々ならぬ御尽力の結果で
あることを特に銘記して、会員の皆さん共々感謝
の意を表したいと存じます。
　会長とは申しましても、私自身これといった競
技歴もなく、大した実力もありませんので、果し
て大役が務まるかどうか、極めて疑問ではありま
すが、会員の皆さんの絶大な御支援、御協力を得
て何とかやって参りたいと存じますので、何卒よ
ろしくお願い申しあげます。
　序で乍ら、この際陸上競技に関する若干の自己
紹介を致しますと高校二年のとき、何か運動をと
思い立ち、陸上競技部に籍を置いたのがきっかけ
ですが、ただ走るだけで大したことはなかろうと
考えたのが大変な間違いで、毎日の猛練習のうえ
に、一向記録も伸びない状態が続き、何度やめよ
うと思ったかわかりませんが、とにかく 3年の夏
まで頑張り通したのが、今にして思えば年令の割
には何とか走れる理由だと思います。
　その後、会社の陸上競技団に関与し、女子選手
の相手をして走ったりしたのも長続きしている所
以だと考えております。
　現在の会社に参りまして10年になりますが、社
内の運動会は勿論、駅伝大会にも率先出場し又冒
頭に書いた職体連の大会でも僅かながらでも得点
稼ぎに出ている状況であります。いずれにしまし
ても、今のところ200mまでなら自分なりのスピー
ドで走れる積りでありますので、会員の皆さんと
共に練習して参りたいと思います。
　以上、所懐のいったんを申し述べ御挨拶と致し
ます。

� 理事長　鴻　池　清　司

　今度、関係諸先輩方の御尽力により全国に先が
けて、クラブが結成できたことを発起人の一人と
して感謝いたしますと共に、今後の責任を痛感い
たしております。力のいたらない点はお助けいた
だき、クラブ発展に努力いたしたいと思っていま
すので、よろしくお願い申しあげます。
　わが国も高齢化社会が進行する中で、遅ればせ
ながら、最近頓に健康に対する関心が高まり、生
活の中に運動がとり入れられるようになり、誰で
もどこでも手軽に行なえる運動としてランニング
の良さが認識されるようになり、各地に多くのラ
ンニングクラブが誕生しておりますが、欧米では
10数年前から、これが発展したマスターズの大会
が行なわれております。はからずも昨年遠北副会
長と共に、スウェーデンで行なわれた第 2回マス
ターズ陸上世界選手権大会に参加する機会を得、
実際に見聞するに至り、その盛会ぶりにびっくり
した次第であり、今後の競技生活に大きな希望を
与えてくれました。日本からも岡田英夫日本ター
トル協会長以下30余名の選手が参加しましたが、
中々の意欲があり、頑張っておられる姿に接し、
意を強くさせられました。帰国後、遠北副会長と
共に、マスターズクラブ結成について準備を進め、
陋習を破って 1月14日結成の運びとなったわけで
あります。既に 2ケ月近くたちましたが、当初の
予想をはるかに越え、50余名の会員が意欲的に入
会されております。その反響ぶりに驚くとともに、
多くの愛好者があることを知り、益々ファイトを
燃やしております。この分だとここ数年の間には
全国各地でクラブの結成があいつぐものと思いま
す。願わくば、当地でこのような大会が出来、全
国の皆様方と一緒に楽しく競技をしながら、いつ
までも若さと健康とそして意欲の保持に努めたい
と思っております。そして微力乍ら、県スポーツ
の振興と日本陸上競技会発展のためになればと念
願いたしております。
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ごあいさつ
� （公社）日本マスターズ
� 陸上競技連合会長
� NPO和歌山マスターズ
陸上競技連盟会長　鴻　池　清　司

　和歌山マスターズ陸上競技連盟創立40周年記念
にあたりごあいさつを申し上げます。
　1978年全国のトップをきって創立した本連盟が
40周年を迎え感激に堪えません。
　和歌山から出発した日本マスターズ陸上が全国
47都道府県に広がりました。ここまで普及発展出
来たのは、先輩会員や多くの同志の皆さんはじめ
関係各位のご支援ご尽力の賜と深く感謝申し上げ
ます。
　発祥の地和歌山は、全日本マスターズ陸上競技
選手権大会を 2回。国際・全日本マスターズ陸上
競技選手権大会 2回。都道府県対抗全日本マス
ターズ駅伝 2回・全日本エアポートロードレー
ス・紀州路マラソン全国大会・国際ゴールドマス
ターズ陸上選手権など常に全国の先頭に立って、
全日本大会や国際大会など数多くのマスターズイ
ベントを開催し全て成功裡に終了してきました。
　そして今年10月全日本マスターズ陸上史上最多
となる約2300人もの競技者が参加して国際・第38
回全日本マスターズ陸上競技選手権大会が紀三井
寺公園陸上競技場で開催出来たことは無上の喜び
です。残念ながらまさかの台風22号の影響で 3日
目早朝より大雨暴風警報が出て中止になり残念痛
恨の思いです。和歌山陸協はじめ関係各位の協力
を得て100％近い準備で全国や世界の皆様に楽し
んで頂き、良き思い出を持ち帰って頂こうと努力
していました。天候とはいえ競技者の皆様には大
変申し訳ありません。
　超少子高齢社会の中、和歌山で始まったマス
ターズ陸上は生涯スポーツとして水泳や他のス
ポーツに普及振興しスポレクやねんりんピック・
日本スポーツマスターズと広がり、2021ワールド
マスターズゲームズ関西にもつながりました。

� NPO法人和歌山マスターズ
� 陸上競技連盟
� 会長　鴻　池　清　司

　1978年この地で産声を上げて早45年。期待と一
抹の不安を抱えながら燃えるような情熱とパワー
を発揮して全国に先駆け、14人の仲間で組織を立
ち上げました。40歳ミドルから出発です。西日本
大会を兼ねた第 1回大会を紀三井寺陸上競技場で
開催する一方、全国に普及振興の為日本列島一周
8000キロ走破に挑戦しました。マスターズ陸上は
全国初。「年寄の冷や水、事故の責任はどうする」
などの声もありましたがやろうと決意。今になっ
て井戸を掘る人の大変さと勇気を痛感していま
す。
　 3無し「地盤、看板、鞄」からの出発で全てが
手弁当。昼夜を問わずわが一家 4人の不夜城は長
く続き、マスターズ会員も一丸となり支援してく
れました。初のマスターズ大会は全国より約200
人が参加し大成功裡に終了しました。参加頂いた
方々の喜びや感謝の言葉や手紙が 2年後の全日本
大会に発展しました。
　一方日本列島一周は幾多の苦難を克服し約 6年
の歳月をかけ完走しました。出発前の40歳頃は絶
好調で世界選手権優勝のチャンスは数度もありな
がら、徐々に故障やバネをなくして長く停滞が続
きました。競技か列島一周完走かの 6年でした。
やりかけた以上やり遂げる、脱落しそうな仲間を
励まし8000キロ完走した自信と喜びは大きく自身
の宝物になっています。
　お陰様でこの地はマスターズ陸上発祥の地とし
て定着し、発展を続けています。
　45年の長きに亘りご理解ご支援ご協力頂いた仲
間や諸先輩の方々、陸上関係者の皆様方はじめ、
全ての関係各位に深謝いたします。誠に有難うご
ざいました。
　温暖で風光明媚、そして何よりも大らかな紀州
の人々の心優しき温情があっての事です。「人間
50年、信長の時代から今では人生100年時代」
　マスターズ陸上を通じて心身の維持向上を図り、�
健康寿命の延伸に努め楽しいライフワークを送る
ため、微力ながらサポートし頑張ります。今後も
宜しくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。


