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日本マスターズ陸上競技連合の成立
　成立の経緯
　日本マスターズ陸上競技連合は、1980年 4 月、
スポーツの基本である陸上競技を通じて「いつま
でも心身の維持増進につとめ、陸上競技の普及と
振興を図りつつ、もって生きがいのあるライフ
ワークに寄与する」ことを目的に、日本中高齢者
陸上競技連合として発足、高齢化社会の進展に伴
い、生涯スポーツの先達となったのである。
　この連合結成のきっかけは、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
手権大会である。日本からは一木譲（福岡）及川
等（茨城）鴻池清司（和歌山）らが参加し、織田
幹雄も視察に来ていた。93歳の老人が100mを全
力疾走し、白髪をなびかせさっそうとした老ラン
ナーが3000mSC や、棒高跳等に出場し競い合う
姿に感動し、共感した。
　帰国後組織結成にとりかかり、1978年 1 月、�
遠北明彦と鴻池清司らが中心となって、和歌山マ
スターズ陸上競技クラブ（当時、後に連盟に改称）
を結成。その年の11月、第 1回西日本マスターズ
陸上競技選手権大会を紀三井寺陸上競技場で開
催、全国から約200人の選手が参加した。
　この大会の開催により、大阪、兵庫、山梨をは
じめ全国各府県に組織がひろがり、一木譲、折橋
辰雄（大阪）、鴻池清司らの精力的な活動と織田
幹雄、西田修平の協力を得て、1980年 4 月、日本
中高齢者陸上競技連盟（当時、後に日本マスター
ズ陸上競技連合に改称）が成立、第一歩を踏みだ
した。成立当時の主な役員は次の通りである。
　会　長　　織田幹雄
　副会長　　西田修平　折橋辰雄　渡邊源太郎
　理事長　　鴻池清司
　理　事　　一木　譲　遠北明彦　及川　等
　　　　　　杉本正人　角南昌弘　八ツ本三郎
　　　　　　渡辺三朗　田中重治　石井茂十朗
　　　　　　峯　　譲

全日本マスターズ陸上競技選手権大会の開催
　全日本マスターズ陸上競技選手権大会は、1978
年、1979年の 2回にわたって和歌山県で開催され
た。西日本マスターズ陸上競技選手権大会を発展
的に解消し、朝日新聞社の協力を得て、第 1回全
日本中高齢者陸上競技選手権大会（後にマスター
ズと改称）として、1980年10月18・19日の 2日間、
47都道府県より447人の選手が参加して行われた。
　快晴の紀三井寺陸上競技場に、織田幹雄会長、
西田修平副会長、仮谷志良和歌山県知事らが出席、
日本中高齢者陸上競技連合旗を先頭に、各連盟旗
を高々と掲げ、参加各選手は若人のように喜々と
し、自信に満ちた力強い足どりでグラウンドを半
周し正面中央に整列。記念すべき大会の開会式は
織田会長のあいさつで盛大にかつ厳粛に行われ
た。大会は終日マスターズパワーが発揮され、和
やかな雰囲気の中にも数々の好記録が続出して大
会が盛り上がり、互いの友情と大会の成功を喜び
合い、次回の再会を誓いあった。
　ここに全日本マスターズ陸上競技選手権大会は
力強く発足したのである。
　第 1回大会からの参加都道府県参加人数は次の
通りである。

回数　期日　　　　開催県　人数　最優秀選手
1回1980年10月18〜19日　　和歌山　　447　冷田嘉行・渡川孝子

2回1981年10月 3 〜 4 日　　山　梨　　662　高瀬幸男・大山富子

3回1982年10月 2 〜 3 日　　東　京　　990　宮田多良喜・金成春

4回1983年10月22〜23日　　長　崎　　604　森田真積・朝山晴子

5回1984年10月 6 〜 7 日　　沖　縄　　727　相部憲朗・入山展江

6回1985年10月12〜13日　　徳　島　　843　竹中利男・渡川孝子

7回1986年10月18〜19日　　東　京　　977　貝原幸三・山本　翠

8回1987年10月17〜18日　　広　島　　895　松本太郎・村本みのる

9回1988年 7 月30〜31日　　秋　田　　769　森田真積・新庄智子

10回1989年10月14日〜16日　和歌山　1235　平野武史・黒崎しのぶ

11回1990年 8 月25〜26日　　山　梨　1084　岡崎正巳・大岩清美

12回1991年11月 1 〜 4 日　　宮　崎　1011　高根沢威夫・中村千枝子

13回1992年 9 月11〜13日　　鳥　取　1132　渡邊源太郎・大日向暁子

14回1993年 5 月28〜30日　　兵　庫　1638　田口英雄・嵐　直子
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15回1994年 9 月16〜18日　　埼　玉　1654　上田美晴・山本　翠

都道府県対抗全日本マスターズ駅伝の開催
　全日本マスターズ陸上競技選手権大会が、沖縄
の第 5回大会開催を契機に軌道にのりかけた頃、
長距離選手を中心にロードレース開催の要望が高
まる中、一木、折橋両副会長、力武敏昌（参与）
鴻池清司らが幾度となく協議を重ね、ロードレー
スを駅伝と決定。土井勝副会長の尽力で、1987年
4 月、大阪万博記念競技場に47都道府県の代表が
参加して開幕した。
　本駅伝は生涯スポーツの祭典にふさわしく、中
高年によるわが国初のユニークな男女混合駅伝と
し、しかも君原健二、寺沢徹らの元オリンピック
選手が参加して大会を盛り上げ、読売テレビの放
映もあり、マスターズ族にとっては夢の大会とな
るとともに、マスターズ陸上振興の一翼を担い現
在に至っている。
　大会の開催日と優勝チームは次の通りである。

回数　　期日　　　　　　開催場所� 優勝
1回1987年 4 月12日　大阪万博周辺 8区間42.195km� 兵庫

2回1988年11月 6 日　大阪城周辺 7区間28km� 東京

3回1990年 3 月25日　大阪城周辺 7区間30km� 東京

4回1991年 3 月24日　大阪城周辺 7区間30km� 兵庫

5回1992年 3 月22日　大阪城周辺 7区間30km� 大阪

6回1993年 3 月 7 日　大阪万博周辺 8区間42.195km� 大阪

7回1994年 3 月 6 日　大阪万博周辺 8区間42.195km� 東京

第10回世界ベテラン陸上競技選手権宮崎大会の開催
　1977年 8 月、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（第 3回大会
からベテランズ大会に改称）に参加して以来、毎
回世界大会に参加している鴻池清司は、ニュー
ジーランドで開催された第 4回世界大会頃から世
界各国選手から日本開催の希望を耳にするように
なった。当連合も1984年、第 5回全日本マスター
ズ陸上競技選手権沖縄大会開催を契機に役員はじ
め、会員の中からも日本開催の機運が高まり企画
をはじめた。
　そして1989年、アメリカ・ユージン市で開催さ
れた第 8回世界大会の期間中の世界ベテランズ総
会で日本開催の名乗りをあげた。関西新国際空港

開港を記念し、関西の都市を中心に開催の準備を
進めていた矢先、1990年 1 月、官民一体となった
宮崎県が熱心な誘致運動を展開、一転、宮崎開催
を決め、同年夏、松形祐尭宮崎県知事を団長に南
部忠平連合名誉副会長や鴻池理事長らからなる日
本誘致団が、フィンランドで開催中の世界ベテラ
ンズ評議会や、北欧など世界各国に強力な誘致運
動を展開した。その結果、1991年 7 月24日、フィ
ンランド・ツルク市で開催された世界ベテランズ
陸上総会では、全会一致で第10回世界大会を、日
本の宮崎で開催することを決定した。
　1993年10月、アジアで初の、しかも記念すべき
第10回世界ベテランズ陸上競技選手権宮崎大会
は、世界78カ国・地域の選手12000人が参加する
史上最大の大会となり、しかも、大成功裡に終了
して幕を閉じた。世界各国から参加した役員、選
手が、大いに感動し、国際親善の輪が広がるとと
もに、生涯スポーツの推進に寄与できたことは、
地元宮崎県や当連合にとって大きな財産となり、
自信を深めることができた。

マスターズ陸上の現状
　当初、年寄りのお遊びなどと言われたマスター
ズ陸上も、世界大会の成功などにより、ようやく、
その存在が認識されるようになり、会員が10000
人、潜在会員は10数万人にのぼり、生涯スポーツ
の先達として重要性をおびてきた。1992年度から
日本陸上競技連盟の協力団体として参加すること
になって、さらに組織も充実した。
　世界一の長寿国を誇る日本は、今後も急速なス
ピードで高齢化社会に向かいつつあるが、その意
味においても、本連合の果たす役割は大きくなっ
た。走り、跳び、投げる。人間の基本的動作であ
る陸上競技を通じ、陸上競技の振興を図り、心身
の維持増進に努め、生きがいのあるライフワーク
を送れるよう、さらに努力したい。
　現在の主な役員は次の通りである。
　名 誉 会 長　　織田幹雄
　会　　　長　　西田修平
　名誉副会長　　南部忠平
　副　会　長　　永井国太郎　横田　孝
　理　事　長　　鴻池清司
� （鴻池清司）
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「東京大学陸上運動部120年史出版記念祝賀会に
招待されたスピーチした想いで」
第 6章、第 2の競技人生−マスターズ陸上の抜粋、
先見の明あり。副会長山崎英也の紹介

第 6章　第二の競技人生――マスターズ陸上
　陸上競技は、現役生活を離れると、野球やテニ
スのような球技と違って競技そのものにはなかな
か入りにくかった。それを変えたのがマスターズ
陸上である。
　マスターズ陸上の全日本大会は、1980年（昭和
55）が最初である。以来、東大OBの参加者は増
えつつあるが、森田真積（昭和13卒）、山崎英也（昭
和23卒）の成績は日本のマスターズ陸上界に輝い
ている。世界大会は日本より早く1975年に始まり、
以後ほぼ 2年ごとに開かれているが、最近は70カ
国以上から5000人を超す参加者がある盛況ぶりで
ある。

1983年世界マスターズ・プエルトリコ大会での森田真積�
（70歳。金 3、銀 1、銅 1）

　森田は東大現役時代、1935年（昭和10）、36年
の関東インカレ 1部で棒高跳 6位（ 3ｍ60）、37
年は 2部で棒高跳 1位（ 3ｍ50）の活躍をしたが、
マスターズでは走幅跳で世界大会10連勝、全日本
20連勝の快挙を続け、一時期は各新聞でもしばし
ば取り上げられた。
　全日本マスターズ陸上に20回連続出場した20人
のうち、森田、山崎ら有志 5人が、2000（平成12）�
年 5 月に「私とマスターズ陸上競技」と題した自
費出版を出した。同書から、森田と山崎の活躍ぶ
りを紹介する。
　森田は1979年（昭和54）の第 3回世界大会（66

歳、ドイツ）に初参加、跳躍 3種目でメダルをとっ
た。次の81年大会（ニュージーランド）以来、走
幅跳は10年連続の金メダルである。全日本では、
67歳の1980年の第 1回から20回まで走幅跳20連勝
無敗、三段跳は17回、走高跳15回、100m 3 回の
金メダルを誇る。この間、クラスは「65歳以上」
から段階的にあがり、 3種目優勝の20回大会（86
歳）では「85歳以上」クラスなので、 5階級を駆
け上がっていた。マスターズ独特の仕組みである。
ボクシングのように、同時に 2階級チャンピオン
となるのとは違うが、「 5階級制覇」を成し遂げた。
　山崎は成蹊中等部時代、短距離で活躍した。し
かし、「高等部に進学したころから戦況悪く、す
べての競技会は中止、陸上戦技と改称され、団体
走、手榴弾投に様変わりして敗戦を迎えた。」東
大に入学後、陸上運動部に入ったものの、「競技
する環境ではなく、食糧確保に奔走、競技部再建
が精一杯だった。このように青春謳歌もできず、
インターハイ、インターカレ、京大戦の全くなかっ
た世代である」と書いている。中森孜郎が寄せた
戦後復興期の部の様子からみても、山崎のこの表
現はよくわかる。
　そんな35年のブランクを排し、山崎は1980年（昭
和55）に全日本マスターズが始まると、のめり込
む。
　100ｍ、200ｍ、400ｍを主に走り、2006年末ま
でに、全日本マスターズは1980年（55歳）以来、
世界大会と重なった2005年を除いて連続出場し、
100ｍ優勝が 9回、200ｍ優勝 8回、また、「世界
ベテランズ陸上」
といっていたこ
ろから、世界大会
には12回出場し
ている。10年前、
72歳のときには
前立腺手術で世
界大会を欠場し
たが、術後の壁も
乗り越えた。
　東大OBのその
後の世代でも、マ
スターズ陸上に
精を出す人が増
えている。

2006年 9月、全日本マスターズ
宮城大会での山崎英也（81歳）、
100m 優勝、200m 3 位＝宮城ス
タジアム
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　わが国生涯スポーツの先駆者マスターズ陸上が
日本で誕生するきっかけは、1977年スウェーデン
のイエーテボリ市で開催された第 2回世界マス
ターズ陸上競技選手権大会だった。和歌山市立中
学の教師で陸上部を指導しながら競技を続け40歳
に近づいたある日。西浜中グラウンドで計測した
タイムが自己最高記録に近く驚いた。青春再来で
ある。
　そして年齢別世界記録やマスターズ世界大会の
存在を知り、一度しかない人生と参加を決意。職
場や家族の理解を得、大金を借りて参加したのが
きっかけである。以後 2年に一度開かれる世界大
会に寸時を惜しみ参加。幾度となく体調不良や故
障、社会環境の変化を乗り越えてきた。約40年間
にわたり世界大会に参加し続けてきたのは、当初
日本人初の金メダリストを目指したが叶わず、そ
の夢を最後まで追いかけてきた。マスターズの普
及振興を期し日本列島一周マラソン完走で痛めた
心身の疲労が悪影響を及ぼし競技成績が低下。度
重なる足腰の故障や公務の多忙等で何度も不参加
決意した。
　それが克服できたのは金への執着とご支援下
さった関係者の励まし、そして飽くなき情熱と使
命感である。20回連続出場の夢は達成したが金メ
ダルの夢は達成していない。競技者として今後そ
の夢に向け精進していくつもりである。支え励ま
して頂いた家族、職場、仲間や関係者に厚く感謝
を申し上げます。
　この度、世界大会20回連続出場達成を機に記念
誌を発刊しました。自身の競技成績を中心にした
我田引水の箇所が多々あると存じますが何かの参
考になれば幸甚です。尚全体の概要は参考までに
前回発刊したマイウェイを再録加筆して掲載しま
した。

あとがき
　金で始まりは金を取れずに終わった20回連続の
世界マスターズ陸上競技選手権大会。
　浦島太郎ではないが、マスターズは私にとって
浦島太郎的存在となった。
　不惑の40から参加した世界大会やマスターズ陸
上は楽でなく苦渋が多い。幾多の体験をし、出会っ

た人々との交流は何物にもかえれぬ大きな財産と
なった。現在78歳マスターズと歩んだ約40年は年
齢を重ね頭が薄れたがまだまだ元気である。
　生来比較的体力に恵まれ少年時代の一時オリン
ピックに憧れた。家庭の事情とはいえ高校進学せ
ず「15、16、17と私の人生暗かった。」しかし少
年時代に培ったなにくそ精神を忘れず前向き思考
で臨んだ結果。念願の大企業に入社、再び東京五
輪を目指す選手として抜擢もされた。「継続は力
なり」中学教師となり生徒と共に好きな陸上を続
け世界大会に参加、マスターズ陸上に出会った。
　以来約40年。世界大会やマスターズ陸上は波乱
万丈の人生だったが、いろいろな国々を見聞し世
界の人々との交流も出来た。またマスターズ組織
の創立や各イベントの開催により、日本全国各地
や世界の観光地をめぐり関係者との交流を深め
た。これは私にとって何物にも代え難い大きな財
産であり宝物である。
　人生80年。古稀は過ぎたがこれからである。
「40・50は鼻たれ小僧、60・70花盛り、80まだま
だ、90になってお迎え来たら100迄待てと追い返
せ」これはマスターズの合言葉である。 5歳刻み
で競技を競うマスターズは「早く歳を取りたい」
が本音である。
　「歳月は人を待たず」70過ぎると実に一年が早
く感じる。髪薄く多少心身の衰えを感じるが、い
つも若々しい精神で夢と憧れを持ち、先ずは100
歳ランナーと全日本マスターズ40回、50回連続出
場を目指し、夢のマスターズ五輪早期実現を目指
したい。それは飽くなき情熱と使命感でもある。
　世界マスターズ陸上競技選手権20回連続出場を
達成したのを機に日本人初のマスターズ金メダル
を目指して参加したスウェーデン。成績不振や体
調不良、公務多忙等で途中幾度か不参加決意した
苦渋の決断。そして何度も金メダルのチャンスが
ありながら逃した悔しさ等。我田引水ながらあり
のままの心境を掲載しました。ご笑読くだされば
幸甚です。
　終りになりましたが支え励まして下さった皆様
方に感謝し今後とも変わらぬご理解ご声援をお願
い申し上げます。

世界マスターズ陸上競技選手権大会　20回連続出場記念誌
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　マスターズとはベテランズとも呼ばれ、生涯スポーツの理念を推し進めるためはじめられたもので、ス

ポーツを愛好する主として中高年者の陸上競技である。それはフィットネスと健康を強調しつつ、多数の

参加者を優秀性の追求と友好的競技による興奮へも誘うもので、健康な方なら誰でも気軽に始めることが

できます。

　1932年英国で始まったマスターズ陸上競技はその後欧米に広がり、1975年にカナダのトロントで第 1回

世界マスターズ陸上競技選手権大会が開催されました。わが国の陸上競技は、筆者が1977年スウェーデン

の第 2回世界マスターズ陸上競技選手権大会に参加し帰国後、1978年 1 月和歌山で組織を設立。1980年 4

月、日本人初の金メダリスト織田幹雄氏を会長に創立したのがはじまりである。そしてその年の10月、第

1回全日本マスターズ陸上競技選手権大会を和歌山で開催。

　1993年宮崎で第10回記念世界ベテランズ陸上競技選手権大会を開催、現在に至っている。

　2014年 4 月、公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合に発展（会長鴻池清司）、生涯スポーツの先駆

者として各種イベントの開催や健康寿命の延伸に努めている。

於・東京　右より鴻池、西田、松形

１．マスターズ陸上とは
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　　　　連合ニュース
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　白髪まじりのオールドランナーがスパイク姿で

記録に挑む中高齢者陸上競技は、和歌山がはしり。

リーダーが和歌山市の中学教諭鴻
こうのいけせいじ

池清司（45）、

40歳以上の400メートルハードル世界記録を持つ。

親しい先輩の日本陸連審議員西
にしだしゅうへい

田修平（73）は

那智勝浦町出身、かつての棒高跳び五輪メダリ

ストだ。五輪メダル組では、バレーボールの元

“東洋の魔女”、名スパイカーの寺
てら

山
やま

（旧姓宮本）�

恵
え み こ

美子（46）が和歌山市出身。

　40歳以上の者による「日本マスターズ競技連合」�

は、昭和53年、和歌山で発祥していま全国に約

2800人の会員を持つほどにふくれ上がった。ジョ

ギングだけでは倦きたらない人たちがこの組織に

集まってくるのだが、会員は森さんのような初体

験派と昔とったキネヅカ派とに分かれる。

　70－74歳の走り幅跳びに 4メートル96の世界記

録を持ち、58年の世界大会で走り幅、三段、棒高

の跳躍三冠王となった森田真積さん（72）＝東京・

世田谷＝はキネヅカ派の一人だ。昭和11年ベルリ

ンオリンピックの棒高跳びで西田修平と大江季雄

が銀・銅メダルを分け合ったころ、森田さんも東

大の棒高跳び選手だった。水戸市・伊勢甚百貨店

専務などをつとめ、第一線を退いて本格的トレー

ニングを開始したのが第二の陸上競技生活の始ま

りなのだが、そのからだはいまも驚くほど軽く、

そして柔らかい。70歳で100メートル13秒67の日

本記録、高齢になってから自己の最高を出したほ

どだ。

　日本が世界有数の長寿国になり、高齢者がス

ポーツを楽しめる社会環境が整ったことが第一の

原因だろう。さらに前記の森田さんや中距離第一

人者の鴻池清司さん（48）＝日本マスターズ競技

連合理事長＝らの意見をきいてみると、とくに60

歳以上になると日本人は肥満体が少ないからから

だが比較的軽いのに対し、西欧の人たちは強い上

体にくらべて足が弱ってしまうため、バランスが

悪くなるのではないかという。また森田さんたち

は、ロサンゼルス、ベルリン大会で日の丸を掲げ

た「強い陸上日本」年代の残党だから、高レベル

の潜在能力を秘めているのも当然というわけだ。

新  人 国 記
第 6部
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高齢者パワーの堂々たる戦果である。年若き日本

陸上陣はオリンピックであれほど不振なのに、年

配者はなぜなのか。

＊

　日本が世界有数の長寿国になり、高齢者がス

ポーツを楽しめる社会環境が整ったことが第一の

原因だろう。さらに前記の森田さんや中距離第一

人者の鴻池清司さん（48）＝日本マスターズ競技

連合理事長＝らの意見をきいてみると、とくに60

歳以上になると日本人は肥満体が少ないからから

だが比較的軽いのに対し、西欧の人たちは強い上

体にくらべて足が弱ってしまうため、バランスが

悪くなるのではないかという。また森田さんたち

は、ロサンゼルス、ベルリン大会で日の丸を掲げ

た「強い陸上日本」年代の残党だから、高レベル

の潜在能力を秘めているのも当然というわけだ。

＊

　そして私がつけ加えたいのは、この年代、明治、

大正人間の恐るべき勤勉さと激しい思い入れの心

である。森さんの棒高跳びも、還暦の道楽などと

いうものでなく、日曜日さえ朝 5時半の練習を欠

かさない。私が近くの公園でよく見る老人のジョ

ギングにしたって、初めは老後の健康づくりのつ

もりがいつしか瀬古利彦のようにのめり込む。私

は前々回「近ごろの若いヤツら」のスポーツ能力

に感嘆したばかりだが、貧しい日本を支えてきた

近ごろの高齢者のひたむきさにも、頭を下げたい。

　40歳以上の者による「日本マスターズ競技連合」�

は、昭和53年、和歌山で発祥していま全国に約

2800人の会員を持つほどにふくれ上がった。ジョ

ギングだけでは倦きたらない人たちがこの組織に

集まってくるのだが、会員は森さんのような初体

験派と昔とったキネヅカ派とに分かれる。

　70－74歳の走り幅跳びに 4メートル96の世界記

録を持ち、58年の世界大会で走り幅、三段、棒高

の跳躍三冠王となった森田真積さん（72）＝東京・

世田谷＝はキネヅカ派の一人だ。昭和11年ベルリ

ンオリンピックの棒高跳びで西田修平と大江季雄

が銀・銅メダルを分け合ったころ、森田さんも東

大の棒高跳び選手だった。水戸市・伊勢甚百貨店

専務などをつとめ、第一線を退いて本格的トレー

ニングを開始したのが第二の陸上競技生活の始ま

りなのだが、そのからだはいまも驚くほど軽く、

そして柔らかい。70歳で100メートル13秒67の日

本記録、高齢になってから自己の最高を出したほ

どだ。

＊

　60年 6 月末ローマで開かれた世界大会には日本

から34人が参加、金メダルはこの森田さんの走り

幅跳びと、岡崎正己さん（80）＝鳥取県＝の80歳

以上やり投げ、五種競技の計 3個だった。岡崎さ

んは鳥取師範時代全国中等学校大会でやり投げ 2

位の実績を持つが、 4年前からこのマスターズ出

場をめざし、ローマ大会では金 2、銀 2、銅 1と、

若き日十種競技で鍛えたからだはさすがというほ

かない。

　世界50カ国、4300余人のローマ大会で金 3、銀

6、銅 7。これが日本老人パワー、いや失礼、中

堂々マスターズ
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マスターズ陸上の加齢なる世界ルポ

　暑い。暑くて立っていられない……。
　 9月初旬、私は佐賀市の佐賀県総合運動場で行
なわれた「第34回全日本マスターズ陸上競技選手
権大会」を観戦に訪れたのだが、じりじりと照り�
つける日差しに開会式で早くも気分が悪くなった。
「競い合う “今が青春”‼」
　パンフレットにはそう謳われているが、なにも
この炎天下の「今」、競い合うことはないではな
いか。正直にいえば、子供の頃から私は徒競走な
どがなにやらせわしなくて好きではないのだ。
　なぜ競うのか。なぜわざわざ走ったり跳んだり
投げたりするのか。体力が余ってしかたがない若
者ならまだしも、80歳を過ぎて競い合うことはな
いのではないだろうか……。

人生のマスターズ
　「マスターズ陸上」の「マスターズ」とは「ベ
テランズとも言われ、その道に秀でた人、概して
人生の熟練者（経験者）」（日本マスターズ陸上競
技連合HP）のことらしい。「概して」という文
言が気になるが、求められているのは人生経験。
要するに、男女共に35歳以上であれば、それまで
の競技記録に関係なく誰でも参加できる陸上競技
なのである。
　出場選手たちは 5歳刻みのクラスに分けられ
る。例えば、満年齢が70歳から74歳であれば、男
子は「M70」、女子は「W70」。75歳から79歳まで
が「M75」「W75」というクラスになる。

真のオリンピック
「記録は伸びるんですよ」
　日本マスターズ陸上競技連合会長の鴻池清司さ
ん（76歳）が解説する。彼は日本マスターズ陸上
競技の創設者。40歳の時、マスターズ世界大会に
出場し、90代の選手たちが全力で走る姿に感動し
て、日本での設立を思い立ったそうである。鴻池
さんによると、年齢とともに筋力、体力は落ちる。
しかし60歳で陸上を始めた人は、61歳で記録が伸
びる。そして試合で勝つことがあるという。
「私自身、19歳で社会人選手として陸上を始めま
した。残業してから練習していたので、本当に疲
労困憊していたんですね。結局、結果も出せずに
引退して、夜間の大学に通って中学校の教員にな
りました。そこで陸上部の監督として生徒たちと

一緒に走っていたら、38歳の時にグッと記録が伸
びたんです。要するに若い頃はやりすぎていた。
潜在能力は後になって発揮されることがあるんで
す」
　力説する鴻池さん。運動選手は若い時にケガや
疲労が原因でやめてしまうことが多い。後年に始
めたほうが適度に練習できるし、伸びしろがある。
鴻池さん自身も今なお80m ハードルと走り幅跳
びに出場している現役選手なのだ。
「マスターズ陸上の精神ってご存じですか」
　彼はニッコリと微笑んで、続けた。
「40、50は鼻垂れ小僧、60、70花盛り、80まだま
だ、90でお迎えきたら100まで待てと追い返せ」
――今は花盛り、ということですね。
「まさにそう。そういう気持ちでいかんとダメで
す。人間はほうっておいてもみんな歳を取る。そ
の中で皆さんには是非、運動に取り組んでもらい
たい」
――でも、それがなぜ、陸上競技なんでしょうか？
「五体をフルに使うからです。サッカーや水泳み
たいに何やらごちゃごちゃしてないでしょ。速さ、�
高さ、長さ。それを目指してドーーッといく。そ
りゃもう人間の原点です。それに陸上は自分に合っ�
た種目を選べるでしょ。足が速ければ走ればいい
し、肩が強ければ砲丸投げがある。それぞれの特
性を最高度に発揮できるのが陸上競技なんです」
　彼はマスターズ陸上こそ真のオリンピックだと
いう。実際、50歳以上限定のオリンピック「マス
ターズオリンピック」開催に向けて様々な活動を
続けているそうなのである。
「平和の祭典ですよ。大体、戦争は若い人がする
んです。50歳を過ぎれば、『そんなのやめとけよ』
と思うじゃないですか。それよりみんな集まって
楽しくやろうや、ということになるでしょ。スポー
ツの取り持つ仲。世界一の長寿国である日本こそ、
それを提唱していくべきじゃないですか。違いま
す？」
――そう、ですね。
　オリンピック精神は「参加することに意義があ
る」だが、実際のオリンピックは勝敗にこだわっ
ている。マスターズ陸上は元気に生きていないと
参加できないわけで、参加すること自体に意義を
持てるのである。
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日本一周マラソンを讃える

　鴻池清司、山本幹夫、宮崎武英、上野山馨、堀

越司の諸氏は私どもの同志であり、指導者であり、

また牽引車的存在である。その人々が日本一周マ

ラソンを企ててから既に 3年になる。その発想は

アイデアマンである鴻池氏により企画され実施さ

れ、すでに郷土紀伊半島、東海、四国、関東、東北、

北海道と実施され全国的に注目を浴びるに至って

いる。私までもよろこびに堪えない。

　人間の生きがいとか、人生の目的とかよく口に

される言葉であるが、その基本的なものは、目的

意識がハッキリしていてこそ実践を伴い、努力が

続けられるものである。

　一周ランナーはそれぞれ職業を持ち、時には夜

間作業を余儀なくされる人々である。共通に休暇

がとれる盛夏になるのもやむをえない、盛夏に舗

装道路のマラソンを 4、 5日も続けることは体力

的にも、精神的にも容易なことではない。

　そしてだれにも頼まれたことではない、だれか

から賞讃をえようとするものでもない。一つに自

分たちの体力の限界に挑み、ひいては日本全土に

マラソンを通じて体力増進の役を果たそうとする

のが目的である。まことに純粋であり、立派であ

る。

　各メンバーはそれぞれ既に40歳の不惑を超え大

部分が50歳を過ぎている。その心意気や壮とすべ

く実践力は抜群といわねばならぬ。

　私も15年来ジョギングを現在まで続けているの

で、できれば加わりたいが、私には極めて複雑な

仕事があり、また私のランニングのスピードが全

くこれらの闘士とかけ離れていて迷惑をかけるの

をおそれているため遠慮しているのである。

　日本一周が半ば達成された。この方面の歴史の

1ページとして残るものであろう。

　うれしい。しかし、心構えとしては 3分の 1達

成されたとしてあと 3分の 2あることを思い、日

常の生活をコントロールし、最後まで事故なく成

就されるよう強く祈りたい。

マスターズの隆盛をよろこぶ

　日本のマスターズが、最近津々浦々にまで拡が

るとともに、その内容や記録も目をみはるものが

ある。昨年の記録は、今年は必ずといっていいぐ

らいに破られるようになった。どこまでどうなる

のだろうかといぶかる。人間の体力は、やり方に

よっては相当永く保てるもので、殊に若い時に

やった走ることや飛ぶことは、ある時期になれば

また再びよみがえるものなのであろう。何れにし

ても非常な朗報である。

　マスターズを省みると、走ることが中高年者に

ブームの如く拡った時、このやり方は人と競うの

ではなく、あくまでもマイペースでゆっくりと、

の主旨が足や腕に覚えのある人々に受け入れられ

なかったことから出発した。中高年者はそれなり

に力一杯やりたい。幸い年齢別の世界記録も既に

あることだし、日本には、かつてのオリンピック

の輝かしい記録もあり、よき指導者も得られる

し、何よりも陸上競技に対する郷愁が、きわめて

スムースに各地域にマスターズの結成をみた。

　やってみると、昔とった杵づかで、興味も湧い

てどんどん成長を遂げた。ある人は若い時代には

補欠位だったのに、30年も経てみると世界のトッ

プレベルに踊り出た。その原因は体力の衰えを技

術でカバー出来たものと思われるが、やはり、こ

の技術も若き日の情熱のたまものと言わなければ

ならぬ。

　忘れえないのは、ここまで組織化され、盛大に

なった原動力に鴻池清司氏の努力があり、不屈の

信念があったことである。この人のこの燃えるよ

うな情熱がなければ、恐らくマスターズは誕生し

なかったのではなかろうかと思う。当時は、中高

年の健康マラソンの全盛期で、ベテランの中高年

者の競技などは価値を認められない時代で、言葉

に出来ない苦労があったことを、私はよく知るも

のの 1人である。

　鴻池氏の努力に、改めて敬意と感謝をしなけれ

ばならない。


