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第 2回スウェーデンから始まった日本マスターズ
陸上
第 2回スウェーデン・イエーテボリ
� （1977、 8/8 〜 8/13）

大金を借金して参加
1 ．参加のきっかけは自身の記録向上で西浜中学
から始まった。
　1976年和歌山市立西浜中学で陸上部員とトレー
ニングに励んでいたある日、タイムトライアルで
急激に自身の記録が向上。最盛期に近づいた青春
再来である。夏休み陸上専門誌で40歳以上の世界
記録掲載を目にし、マスターズの世界大会がある
ことを知った。
2．80万の大金を借り第 2回世界マスターズ陸上
選手権に参加
　妻と合わせて80万の大金を借金してまで参加し
たのは、第 1回カナダトロント大会の優勝記録を
全部上まわり、出場全種目に金獲得出来るとの想
いをこめ、不惑の40歳になり念願の世界大会参加
と金を獲得するために参加した。
3．南まわり33時間の長旅と大学寮に宿泊
　初めて乗る飛行機と33時間の長旅で疲労困憊、
やっとたどり着いたのが大学寮である。
　風呂がなく十分な疲労回復が出来ず睡眠不足が
ち、北欧の夏は白夜で湿度が低く寒暖差が大きい。
快適だがコンディションの維持が大変で幾度も痙
攣をおこし対応に苦慮した。
4．到着翌日 9時から走り幅跳び決勝大会新なが
ら 5位
　宿舎到着が21時、宿舎に食事などなくタクシー
で街まで出て夕食を済ませベッドについたのがな
んと24時過ぎで大変不便。ほとんど睡眠なしで翌
朝 6時宿舎を出発、 9時から走幅跳決勝開始であ
る。助走を定め和歌山から参加した同時刻開始の
遠北選手（和歌山県土木次長・100ｍ予選）サポー
トのため走る。和歌山陸協先輩小池氏より依頼さ
れたからだ。少し余裕をもってのサポートが禍と
なったか何故か急に走幅跳ピットが逆方向に変更

されていたのにはびっくり。助走を合す時間なく
競技に参加。ファウル連発、大会新をマークした
が 5位に終わった。 6跳目に快心の跳躍をして 7
ｍを超えたがわずかにファウル（ 1センチ）した
ようだ残念（なんと子供が旗振り・優勝したキル
トンはファウルながら白旗）。
　競技観戦されていた織田先生から良い跳躍だと
褒めて頂いたが金を逸してしまった。
5．800ｍ予選は敗退、時差を知る
　12：00から始まった800ｍ予選。コールや出場
組コース順を知るのも大変。自分のゼッケンを見
せながら身振り手振りで審判員にアピール、確認
後出場。400ｍを予定どおり通過したが 2週目500
ｍ頃からだんだん脚が重くなり息も苦しく思わぬ
結果となり敗退（ 4着2,08,2最悪の結果）。時差と
大幅なレベルアップを痛感した。
6．400mH転倒で金メダル逸した悔しさ
　予選を58,7の大会新で通過、本命の400mHこそ�
はとの思いをこめて決勝に出場した。
　前夜は興奮気味で寝付けず睡眠薬まで飲んだが
結局一睡もせずして参加した。バネがあったのか
スピードに乗りすぎ通常第一ハードル迄23歩を21
歩。ハードル間を13歩で走った。 6台までトップ
を維持したがバランスを崩して転倒、 8位に終
わった。上手くいっていたらとてつもない世界新
で優勝したかも知れない夢の一瞬だった。大試合
で未経験な大胆な行為は余裕のなさと体調コント
ロールの失敗だった。
7．金メダル逸したが世界の広さを知り人生観が
変わる
　東京五輪金メダリスト円盤投げのオータ（米）
や3000SC ベルギーのローランツ等著名選手が出
場する一方。白髪をなびかせ70越の老人が棒高跳
や3000ｍSCに出場。93歳が100ｍを全力疾走して
いる世界は広い。当時日本では考えられない光景
を見て私の人生観が変わった。念願の金メダルは
逸したがそれに勝るものを得たのである。

２ ．世界マスターズ陸上競技選手権大会20回連続出場編
第 3章　想い出の各種大会　　第 1部　世界大会
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第10回記念日本・宮崎� （1993、10/7〜10/17）
史上最高最大の宮崎大会　各方面から絶賛される

１．宮崎世界大会開催までの概要
①1989年WMA総会での日本開催機運の高まり
で日本開催を決意
②1989年10回記念国際・全日本マスターズ選手権
大会の大成功とアル・シーハン（WMA機関紙
編集長）の招待
③1990年 AMA（アジアマスターズ役員）招待パー
ティで全会一致協力
　世界大会誘致はまずアジア役員の理解と協力が
大切と考えマレーシアでアジア役員を迎え知事招
宴の歓迎パーティを開催同意協力を図った。誘致
メンバー中に自己中心的対応者があり知事が不快
感をされる一面があったが、全会一致で同意協力
を取り付けた。
④1990年松形知事を先頭に誘致団北欧に飛ぶ
　松形宮崎県知事、南部忠平日本マスターズ名誉
顧問等10数人の誘致団が北欧に飛んだ。
　途中オランダのアムステルダム競技場に寄り、
織田幹雄初代マスターズ会長が三段跳に優勝。日
本人初の五輪金メダリストになった場所、大変感
慨深かった。その後スウェーデンを経てオスロに
入り、フィヨルドの景観を楽しむ等一生の思い出
となった。
　道中南部先生のユーモアと宿泊したオスロホテ
ルポーターのストがあり、駅迄の荷物運搬と荷物
監視役知事の（一人では守れない笑）は、全員汗
だくで間一髪列車にとび乗ったエピソードは忘れ
られない思い出である。
⑤大会誘致を成功させた陰の立役者　佐藤孝一氏
　1990年はじめ宮崎マスターズの佐藤孝一氏が世
界大会を宮崎でやりたいと大阪に。マスターズ会
員が弱小で全日本大会さえ開催出来てない宮崎が
何故と一笑。是非と言うなら宮崎県の理解と県職
員を同伴して再度来阪を促し実現へ。
⑥熱心な宮崎県　宮崎県あげての体制
　なんと国体並の人事体制と、第 2競技場の新設
までして大会を開催した宮崎は世界一だ。
　知事を先頭に宮崎県あげての体制を敷き大会に
臨んだのは立派と驚きに尽きる。
⑦日本マスターズ大会本部を和歌山に
　宮崎県あげての体制に応えるべく日本マスター

ズも体制強化につとめ、大会本部を和歌山にそし
て自ら大会本部長・強化普及本部長・参加促進本
部長を兼任超多忙な毎日。
　海外から五輪有名選手の参加と国内五輪有名選
手やタレントの参加を促す一方、選手の強化と参
加促進に全力投球。第 1回全日本。第10回国際全
日本マスターズ陸上和歌山開催と同様わが家は不
夜城が続いた。和歌山〜宮崎間を幾度となく往復
し開催に備えた。
⑧フルマラソンに集まりすぎて困る
　会員はもとよりマラソンは臨時登録者も可能に
し種々特典を与えたので、参加者が集まり過ぎ、
宮崎県の意向で制限したことは主催者の一員とし
て申し訳なくこの場をおかりして深謝いたしま
す。
⑨素晴らしかった前夜祭
　開会前日平和台公園塔前広場で行われた前夜祭
は圧巻。
　採火式や古式豊かな宮崎伝統芸能が披露され、
WMA役員一同と参加者約2000人は秋深まる日向
の夜空を仰ぎながら心行くまで堪能していた。
⑩素晴らしかった開会式
　秋晴れ超満員の競技場。秋篠宮ご夫妻ご臨席
のもと開会式を挙行。数々の演技や郷土芸能の
後、陸連会長青木半治氏と五輪100ｍの覇者アシュ
ホード（米）マラソンの覇者ショーター（米）が
点火して競技が始まった。私は秋篠宮ご夫妻の説
明役を担当。マスターズ陸上の普及振興に努めた。
⑪不運にも直前に左脚故障
　 5月全日本マスターズ選手権で400mH に日本
新をマーク、地元開催と久々のメダル獲得を目指
して授業の空き時間を利用しトレーニングに励ん
だのが仇となり目前に左脚を故障してしまった。
秋冷とアップ不足が原因か。
⑫心に残る閉会式
　静かな閉会式を願って参加していた私に鴻池
コールがおきた。
　得意の十八番青い山脈を合唱して選手を盛り上
げてほしいと地元宮崎県の要望があり。早速期待
に応え小雨の中、全員で円陣組み合唱しながら手
をつなぎ、足を振り上げフリーダンスを楽しみ別
れを惜しんだ。参加者にとってこの想い出は生涯
忘れないであろう。
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第 2部　アジア大会

第 4回大会　94個のメダル獲得
� 1986年 7 月26日〜27日
� 於　ジャカルタ市

アジアベテランズ大会に正式に参加したのは第 4 回ジャ�
カルタ大会からだった

　第 4回アジアベテランズ陸上競技選手権大会
が、 7月26日、27日の 2日間にわたり、常夏の
国、インドネシアの首都、ジャカルタで開催され
た。わが国からは料理研究家で名高い土井勝氏（大
阪マスターズ会長）を団長とする42名の強力選手
団が参加した。 7月26日午後 3時開会式が行なわ
れた。地元インドネシア軍の奏でる行進曲に乗っ
て参加11ヵ国約550人の堂々の行進だ。わが国選
手団も中村旗手が持つ日章旗を先頭にそれぞれが
若き青春の血をたぎらせながら力強い足どりだ。
メーンスタンドからは地元を上回る大歓声が沸い
た。
　そういえば「海ゆかば」などの曲がときおり流
され、いかにも親日的、好意的だ。遠来の古きよ
き友として歓迎してくれているようだ。この後、
女子学生、婦人会等の民踊等が披露された後、競
技は午後 4時15分から男子100ｍ、走幅跳、円盤投、
女子ヤリ投が一斉に始まった。男子100ｍ予選М
35田中（長崎）、貝原さん（長崎）等期待の若手
選手がそれぞれ、11秒 2 、11秒 1 で軽くテープを
切った後、М55の冷田さん（和歌山）が圧倒的強
さで金、その後次々と金を獲得し日本選手の独壇
場である。
　日本出発時、故障のため今回は出場を断念し、
お世話に徹すると公言していた土井団長も刺激さ
れての出場で100ｍに銅を獲得する健闘ぶりに、
選手団の意気も大いに盛り上がった。

第 5回大会　11ヵ国763人が競う
� 1988年12月 3 日〜 5日
� 於　台南市
　運動一生、常保青春（KEEPING�EXERCISE�
KEEPING�YOUNG）をスローガンにアジア地域
の中高齢者が年齢に応じて体力と技術を競った。
「第 5回アジアベテランズ陸上競技大会」は12月
3 日から 3日間、台湾の台南市総合陸上競技場に
11ヵ国から763人が参加して行なわれた。
　わが国はホスト役台湾の259人に次ぐ188人の選
手団が参加。金、銀、銅合わせて246個のメダル
を獲得、 2位台湾の192個をぐんと引き離した。
3日間の競技期間中は澄みきった青空に恵まれ、
気温も18〜22度と日本の初夏の気候。「アジアは
一つ」の旗の下に競った概要は次の通り。
　12月 2 日、午前 9時25分（日本時間10時25分）
開会式が始まった。まるで日本の国体の開会式を
見るような華やかなムード。27,000人収容のスタ
ンドはカラフルなウェアを着た中・高生でぎっし
り。しきりに軽やかなメロディにのって体を左右
に動かしている。エアロビクスのように…。バッ
クスタンド正面では、中学 1年生の、「人文字演
技部隊」が見事な人文字を描いていく。その数
1,000人がそれぞれの色紙を手に「WELCOME」
「熱烈歓迎」「成功」「勝利」などとスクリーンに
写し出されていくように…。
　やがてブラスバンドを先頭に各国国旗、その後
に年齢別クラス毎に入場行進が始まると、人文字
が消え「日本」「インド」「韓国」「インドネシア」
「台湾」といった参加11ヵ国の国旗がきれいに浮
かび上がった。
　炬火が入場し、男女各 1人ずつ炬火走者がト
ラックを半周して、バックスタンド正面で待ち受
ける最終走者の手にタッチ。そして 3人で最上段
に設置してある炬火台へ。そして最終走者が点火
した。沸き上がる歓声と拍手。大空高く飛び立つ
平和のシンボルハトの群れと数千個の風船。最高
潮に盛り上がった瞬間だった。
　最終走者の主役は、今年93歳の王錦昌さん。今
夏、秋田市で行なわれた第 9回日本マスターズ陸
上選手権に参加。当時92歳だったが、最高齢参加
者として表彰された人。日本では100ｍに出場し、
力強い足取りを見せた王さん。今度のアジア大会
では、栄光の最終走者として登場、矍鑠とした炬
火ランナーぶりを発揮した。彼は筆者と良く気が
合い、親交を深めた人。ご逝去される数日前、台
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湾より長時間電話がかかり種々と話し合ったこと
が昨日のように思える。100歳までは大丈夫と本
人も云っていたのに誠に残念である。貴重な人
だった。
　その後、台湾歌の大合唱。林文雄台南市長の挨
拶等があり、選手宣誓。女子高校生のブラスバン
ドや陸軍隊によるマーチング演技等を経て式典を
終了。なかなか華やかな立派な開会式には選手団
一同感激した。

第10回大会　史上最高の2,500余人が参加
� 1998年10月14日〜18日
� 於　沖縄市
　第10回記念大会は15ヵ国地域より史上最高の
2500余人が参加した。第19回全日本マスターズ陸
上競技選手権大会と兼ねた大会でもあり、日本か
らは1931人と最大の選手団である。
　沖縄県立武道館アリーナ棟で行われた開会式。
友寄沖縄議会議長の開会宣言の後、ハリオマタラ
ンアジアベテランズ会長に代り、鴻池清司副会長
のあいさつ、大田昌秀県知事の歓迎あいさつを受
けて、参加選手の力強い入場行進と続く。アジア
大会初の屋内開会式である。グラウンドとは異な
りきりっとした緊張感が漂い立派な式典であっ
た。競技は15日より 4日間、県営総合運営公園陸
上競技場を中心に開催されたが、台風の影響で男
女10キロロードレースが中止せざるをえなかった
が、地元審判員をはじめとする関係者の配慮と努
力で無事大きな事故もなく終了出来たことに主催
者の一員として感激するとともに感謝を申し上げ
ます。
　世界新 2、日本新41を含む多くの金メダルを獲
得し、ホスト国日本の面目を保った。
　大会終了後、那覇市のロワジールホテルオキナ
ワで閉会式、さよならパーティが開催されたが、
台風を吹きとばすマスターズパワーと地元の熱意
に感謝し、国境を越えて互いの友情を深めあい楽
しい一時を過した。
　1993年、宮崎で行われた第10回記念の世界大会、
そして今回の第10回記念アジア大会の成功は日本
マスターズ陸上競技連合にとって大きな財産にな
り、アジア、世界への生涯スポーツへの振興に寄
与することが出来たのである。

メダル総数359個！日本選手団がアジアマスター
ズで大活躍
　チャイニーズ・タイペイの台北スタジアムで11
月 2 日〜 7日に行われた第17回アジアマスターズ
陸上競技選手権大会で日本勢は金メダル174個、
銀メダル102個、銅メダル83個の計359個のメダル
を獲得。大会を席巻した。
　エントリーしたのは各国男女1630人。日本から
は男子197人、女子50人が参加した。男女それぞ
れの最優秀選手にはともに日本選手が選ばれた。
男子М80の泥谷久光さん（宮崎）と女子Ｗ75の鈴木�
郁子さん（北海道）だ。
　泥谷さんは200ｍで29秒94の世界新記録をマー
ク。さらに100ｍは14秒42の日本新記録、400ｍは
1分10秒93の大会新記録で、新記録づくしの 3冠
に輝き、全日本マスターズ陸上競技選手権大会で
の男子優秀選手賞に続く名誉をつかんだ。
　鈴木さんはリレーを含む 5種目に出場。400ｍ
で 1分32秒05の日本タイ記録をマークしたほか、
2000ｍSC では日本選手として初めてＷ75クラス
に挑戦し、11分48秒79で優勝した。
　また、アジアマスターズの会長を務める鴻池清司�
さん（和歌山）はМ75の80mHなどリレーを含め
て 5冠を達成した。
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第 3部　全日本大会
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▲選手宣言する山根さん（左）と木原さん
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日本新33、同タイ 2が誕生

　第20回記念国際・全日本マスターズ陸上競技選

手権熊本大会は11月20日から23日までの 4日間、

熊本市の県民総合運動公園陸上競技場で「火の国

に生涯スポーツかける夢」をスローガンに行われ

た。参加は 8ヵ国・地域からの男女約2400人。錦

秋の肥後路でアナウンスされたレコードは日本新

記録33（男子14、女子19）同タイ 2（ 1、 1）の

素晴らしさ。今回も中高年パワーは健在だった。

97歳の堤さん、100ｍで雄姿

　参加者のなかでの最高齢者の 1人、97歳の堤一

彦さん（福岡）。堤さんはМ90と同じ組で100ｍに

力走した。М90には古賀元晁さん（90歳、福岡）

と後藤貞蔵さん（91歳、秋田）が出場して、拍手

の波が続くなか 3選手がゴールを目指す。真っ先

にゴールラインを走り抜けたのは後藤さんで24秒

45、続いて古賀さんが24秒59でフィニッシュ。

　最後に堤さんが決勝点へ。後藤さんから15秒53

遅れての39秒98のタイムだったが、称賛の声が会

場のあちらこちらであがった。「年には勝てませ

んね」が第一声。しかし、その後「でも、まだま

だ年には負けませんよ。100（歳）まで走ります」

と意気盛んだった。

“水濠越え” に人気

　水濠を飛び越える度に水しぶきを上げる2000ｍ�

SC や3000ｍ SC は人気の的。この “水濠越え” で

初日に日本新が生まれた。アジア大会などで活躍

した田茂井宗一さん（76歳、大阪）がМ75・2000

ｍ SC で出した 9分53秒68がそれ。従来の記録は

田茂井さん自身が昨年作った10分02秒00だから、

初の 9分台に入る画期的なタイムだ。

Ｗ75守田さんが大活躍

　地元の熊本勢のなかでＷ75の守田満さん（76歳）

の活躍が目立った。選手宣誓をした1人、守田さん。

第20回記念国際・全日本マスターズ陸上

日本マスターズ陸上競技連合

創立20周年式典
　日本マスターズ陸上競技連合は創立20周年を祝

い、11月22日、熊本市の国際交流会館で式典を行っ

た。青木半治会長が「高齢化社会を迎え、連合の果

たす役割が重要性を増してくる」とあいさつ。この

後、日本初の五輪金メダリスト（三段跳）で初代会

長の織田幹雄さん、2代目会長の西田修平さん、名

誉副会長の南部忠平さんら故人3人の遺族に特別感

謝を贈り、在りし日を悼んだ。

　このほか、元連合会長代行の横田孝さん（千葉）

20回連続出場し毎回跳躍種目などで優勝している森

田真積さん（東京）ら52人と、富士火災海上保険株

式会社など7団体を表彰した。

故織田さんら 3人の在りし日を悼む
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祝辞　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・ご活躍祈念
して祝辞と致します。

世界大会参加記

� 鴻　池　清　司（M75）
連続出場の難しさ
蛮勇を奮って参加した第20回世界マスターズ陸上
競技選手権（ブラジル）
　今年こそチャンスと昨年度より狙っていた世界
選手権。不運にも 8月末運転中に追突され左肩・
左腰を負傷、それでも 9月全日本マスターズ陸上
選手権・10月国際ゴールドマスターズ陸上京都大
会に出場。迷った末最悪のコンディションだが蛮
勇を奮って世界大会に参加した。世界大会20回連
続・全日本連続40回・都道府県陸上選手権（マス
ターズ含めて）連続70回が夢であり目標であるか
らだ。成績は期待できず遠いブラジル参加費も高
く治安も今一でどれをとっても大変。帰れないか
もと悩んだが「案ずるより産むが易し」結果はな
んと銅 4個を獲得し世界大会19回連続出場を果た
すことが出来た。
　朝昼晩と毎日痛み止めの内服薬を飲み、足腰に
テーピングを巻き、スパッツ等締め付けパンツを
購入着用。あらゆる努力の結果だろうか？それに
しても自分ながら良く頑張った。
　お陰でその代償が大きく帰国した今を苦しんで
いる。残念なのは走幅・300H は痛みの結果わず
かの差で銅となり、80H・400R などを含め金メ
ダルを逸したことが無念でならない。どんな大会
であれ連続出場を果たすには健康の維持増進と家
族や周囲の協力や運も大きな要素になるだろう。
現在世界19回連続・全日本34回連続・都道府県選
手権55回連続出場中で夢と目標に向かって出来る
限りトレーニングに励んでいる。

第 4部　近畿大会
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西日本マスターズ陸上の和歌山開催
　1978年 1 月14日、和歌山マスターズが結成され
た。初年度の大きな目標の柱は、マスターズ大会
の開催と、日本一周マラソンの遂行である。マス
ターズの普及振興の両輪と考えたのである。日本
一周マラソンは私達 4人の力を合わせればなんと
か達成できる。しかし大会の開催については種々
の要素が加わって難しい。列挙してみると大別し
て次のような問題点が考えられる。
ア、大会運営費の問題である。
　行政はじめ、企業からの援助は到底期待できな
い。
イ、審判員の問題
　自分たちでは運営は難しい。陸協の協力が必要
である。
ウ、参加者の問題
　果たしてどれだけの参加者が集まるだろうか。
エ、運営スタッフの問題
　大会運営について、なんといってもスタッフが
大切であり、どの程度マスターズの人達の協力が
得られるか。
オ、怪我について
　万が一、事故でも発生したらそれこそ大変、そ
れみよがしでコテンパンにたたかれるだろう。
　等々の出発である。
　なんとしても記念すべき大会である、成功させ
ねばならない。その為には、ある程度の参加者が
あってこそ成功すると考えた私は、大会期日を陸
協関係行事が終了する11月上旬と考え、しかも和
歌山だけでなく、広く参加を呼びかけて西日本大
会とした。これは和歌山陸協理事会で承認され、
当時陸協普及部長をしていた関係もあったが、坂
口善朗陸協理事長の英断もあり、陸協の協力を得
て11月 5 日、第 1回西日本マスターズ陸上競技選
手権大会の開催が決定した。
　種々の問題を克服し、決めた以上やらねばなら
ぬ。まず県内普及のため毎月第 2土曜日を合同練
習会と決め、会員が集まってトレーニングを開始
した。一方、要項の作成やマスコミへの PR、関
係者への協力、予算案の作成、申込受付、プログ
ラムの作成等々、それこそ猫の手もかりたいよう
な毎日が続いた。若さというか、やらねばならぬ
という燃えるような陸上への愛着と、生涯スポー
ツの普及への執念だったかも知れない。
　しかし、発足当時、和歌山マスターズ会員の皆
さんも大変熱心で、皆手弁当でよく協力していた
だいたお陰である。

心強いマスコミの応援と好天の幸運
　普及の為には、なんといってもマスコミの報道
が大切である。高齢化社会が進行する中、自分の
健康に関心をもち、年代に応じたトレーニング法
により、更に陸上競技を通じて心身の維持・増進
が出来るという風に、各社が熱心に取材、報道し
ていただいたお陰もあって、全国各地から約200
人の参加を得て、大会を開催することが出来た。
　大会が近づくとなんといっても気になるのが天
候である。記念すべき大会である。なんとか好天
に恵まれてほしいと祈った。家内が密かにてるて
る坊主を作ってくれ、それに願をかけたのである。
祈りが天に通じたのか、朝から晴天に恵まれホッ
とした。これで成功や、と心はずみ早朝、会場の
紀三井寺陸上競技場に向かった。大会が近づく 1
週間前から、受付準備や、記念品の贈呈などで特
に忙しく、それこそ不眠不休の人もあったが、早
朝から受付に来られた会員も多く、ありがたかっ
た。遠く九州や東北から参加された年配者も多く、
疲れがふっとぶ思いだった。
　記念になるようにと第 1回参加者の為にあえて
和歌山県木のうばめがしを、参加者全員にプレゼ
ントしたが、もう大きく成長しているだろう。本
書をみてその成長ぶりと当時の想い出を是非筆者
までおよせ下さい。
　次回発刊の節にはもれなくなんらかの形で掲載
させて戴きます。
　私の庭にもその木が大きくなっています。マス
ターズの成長を象徴するように！

西日本大会参加者の喜びの声、声
　手さぐりの手弁当で始めた大会。天候に恵まれ
心配された事故もなく、有意義にしかも大成功裡
に終了することが出来た。
　「ああ楽しい大会だった。生きていてよかった」
「来年も是非大会をやってほしい」「もっともっ
と練習し記録を伸ばしたい」「来年は仲間にも呼
びかけて参加したい」等々の賛辞をもらった。夫
婦で参加した人もあれば、親子で参加した人もあ
り、元日本選手権者や元日本記録保持者から、町
のストリートランナーまで層は広く、各階各層の
人達が参加して楽しい一日を過ごしたのである。
　マスターズ普及の両輪、日本一周マラソンと大
会開催。第 1回西日本マスターズ陸上は大成功裡
に終了し、所期の目的を達した。

第 5部　和歌山大会
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歩み続けて30年
近畿マスターズのルーツを探る
「関西壮年クラブ対抗」が前身

� 公益社団法人　日本マスターズ陸上競技連合

� 参与　力　武　敏　昌

　而
じりつ

立。三〇歳の異（別）称だ。辞書によると「三〇

歳のこと。論語に『三十而
じりつ

立（三十にして立つ）』

とあることからいう」と記されてある。

　近畿マスターズが全国 3番目の地域連盟とし

て、1984年に発足して30年が経つ。いわゆる30歳

の誕生年を、2014年の今年迎えたのだ。30歳の異

称ではないが、「三〇にして立つ」で、今年改め

て近畿マスターズが「スタートラインに立って、

心機一転、再出発する」ともいえ、言い換えると

「さらなる発展を目指して」の解釈とも受け止め

られる。

　いずれにしても生まれて30年。ご同慶の至りと

言えるだろう。

　ところで、近畿マスターズの生い立ちはどんな

ものだったのだろう。かつて発行された「近畿マ

スターズ15周年記念誌」に同マスターズのルーツ

をつづったことがある。30周年を機に、改めてルー

ツのおさらいをしてみたい。

　近畿マスターズの第 1回選手権大会が行われた

のは、連盟発足のとしの1984（昭和59）年 9月 9

日（和歌山市）だ。が、正規の第 1回大会が滑り

出す前に “前身” と言えるイベントがあった。「関

西壮年クラブ対抗陸上競技大会」がそれ。男子40

歳以上、女子35歳以上を対象に、1979（昭和54）

年に兵庫県高砂市で記念すべき号砲が鳴った。全

日本マスターズ選手権大会の前身である西日本マ

スターズ選手権の第 2回大会と同じ年に開催され

ている。

　主催したのは、兵庫壮年クラブである。同クラ�

ブが後に兵庫マスターズ陸上競技連盟に “変身”

するが、当時の同クラブ会長は1956（昭和31）年

メルボルン五輪の投てき代表だった小島義雄さん

（故人）だった。理事長は角南昌弘さんでお二人

とも川崎重工へ勤められていた。初の地域大会の

スローガンは『生涯スポーツ　健康と友好を目的

にした陸上大会』。

　この謳い文句が効を奏したのか、高砂市教育委

員会の体育保健課（中薗富介課長）が「有意義な

大会だ」と理解を示して、同市の競技場の使用を

無料にしてくれたエピソードがある。善意ある話

なので、紹介しておきたい。

　競技会の内容も熱のこもったレースが続き、ク

ラブ対抗の成績は、①和歌山マスターズ182.5点

②兵庫壮年クラブ142点③北近畿マスターズ（兵

庫）④大阪ベテランズの順位となり、和歌山マス

ターズの強さが際立っていた。和歌山といえば、

マスターズ発祥の地。他のクラブや各マスターズ

からは「さすが、（マスターズ元祖の）和歌山は

強い」の声がしきりだった。

　最も活躍した選手に授与される最優秀選手賞は

当時38歳、大阪マスターズの村本みのるさんが射

止めた。女子5000ｍ（35〜39歳の部）に18分23秒

1 の、年齢に関係ない高水準のタイムが評価され

たのだ。村本さんは後に大阪国際女子マラソンに

おいても、実業団の一線級にヒケをとらない、マ

マさん市民ランナーとして活躍。日本の女子マラ

ソンをけん引したリーダーの 1人として名を刻ん

でいたい存在だ。

　再び話題を変え、関西壮年クラブ対抗陸上競技

大会が、近畿マスターズ陸上競技選手権大会の前

哨（前身）であることを紹介した。ところで、同

壮年クラブ対抗の大会名称は、大会実施の数カ月

前まで別名称だったので。「第 1回和歌山・大阪・

兵庫壮年クラブ対抗陸上競技大会」がそうだ。名

称が変わった。

第 6部　全日本マスターズ駅伝
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ʼ87都道府県対抗マスターズ駅伝大会の思い出

初代王者は兵庫‼

　本邦初公開の中高年駅伝、都道府県対抗 ’87
全日本マスターズ・紀文カップは 4月12日、
大阪府吹田市の日本万国博覧会記念公園循環
コース（ 8区間42.195km）で行われ、兵庫が
2時間27分09秒で初代王者に就いた。レース
は兵庫が 2区・岩元辰男さん（神戸製鋼・48歳）
でトップに立ち、以後も 4区・山本伝さん（神
戸製糖・55歳）、 5区・西川美代子さん（小部
中教・44歳）と連続区間賞で後続との差を開き、�
終盤東京の猛追をかわして、アンカー増田皓三�
さん（工務営繕・43歳）が栄光のテープを切っ
た。東京は 8秒差で涙を飲み、3位は大阪だっ
た。

　散りそめの花びらを全身に浴びながら、ローマ
の貞永が、東京の寺沢が、そして｜東京｜メキシ
コ｜ミュンヘンの勇者・君原が、ミュンヘンの同
僚・采谷が、汗を光らせながら力走した。これら
元五輪マラソン代表の雄姿に酔いしれる駅伝ファ
ン。
　ソメイヨシノの花びらが小雪が舞うようにひら
ひらと落下する。号砲一発、いっせいに飛び出す
47都道府県の女子第一走者。色とりどりのカラフ
ルなユニフォームが桜並木に映え、なかなか風流
な光景だ。
　たかが駅伝、されど駅伝。そんな思いが強くよ
ぎったマスターズ駅伝。中高年の楽しい集い？
　と思いきや、どうして、どうして。“郷土意識”
が各ランナーをかりたてたのか、一本のタスキが
走者から走者へと渡るたびに、「ご苦労さん」「た
のんだ（わよ）ぞ！」の声が飛び交い、順位の変
動に一喜一憂。
　さて、 1区は富山・広浜良子さん（主婦・38歳）
が5000m のベスト、16分49秒 1 の実力を存分に
発揮した。「レースはやってみないと分かりませ
ん。結果は走り終わった時に見てもらえば分かり
ます」と言葉をぼかしながらスタートラインにつ
いたが、随一のスピードを生かしてトップで 2区
へ中継。しかし、同チームは次第に順位を下げ、
ゴールの時は30位だった。
　広浜さんを追ったのは福井・杼木みつるさん（北

陸製薬・36歳）。富山に15秒差の18分19秒で入り、
以後の走者に “力水” を与えた。 2区からも富山
とは対照的に各走者がよく頑張り、 4区で 7位に
落ちたが、 5区の堀敏子さん（福井アシックス・
37歳）で 4位に上がり、最後は村松良治さん（美
方高教・44歳）が10位でゴール。この順位は同県
のスポーツ・レベルから見て大健闘と言えるだろ
う。
　ほかのランナーは……と言えば、主婦ランナー
で女子マラソンのパイオニア役を果たした大阪・
村本みのるさん（主婦・46歳）が18分44秒で 4位、
千葉・山川梅子さん（44歳）が11位、元日本記録
保持者（400m、800m、1500m）の河野信子さん
（主婦・36歳）が 6位。積極的に走ったのは兵庫・
花房佐津子さん（塩野義製薬・38歳）で、スター
ト後いきなりトップにおどり出た。次第に刀折れ
矢つきた形で 3位にタッチしたが、松田政数監督
（57歳）は「彼女が果たした役割は大きい。それ
は順位よりも、秘めた闘志でトップキープを意識
して突っ走った姿勢にある。彼女の積極走法が以
後のランナーのハートを揺さぶった」と話したほ
ど、ぐいぐいと小気味よい走法をみせてくれた。
　当の花房さんは「 3位（18分23秒）は申しわけ
ない順位。それにしてもこの駅伝に参加させても
らったお陰で、有名選手のウォーミングアップな
どつぶさに見せていただき、大変参考になりまし
た」と謙虚に話した。

ʼ88マスターズ駅伝第 ２回大会思い出

東京が初V

　東京が初優勝。都道府県対抗 ’88全日本マス
ターズ駅伝競走大会は11月 6 日、大阪市東区
の大阪城太陽の広場を発着点とする大阪城と
大阪ビジネスパーク周辺コースの 7区間28km
に、47チームが参加して行われ、ベテラン・
ランナーたちが郷土の名誉をかけて、黄葉し
た木々の並木通りを力走、沿道17万 7 千人の
駅伝ファンの拍手を浴びた。レースは選手の
コマがそろう東京と大阪が激しい首位争いを
展開、6区で逆転した東京が 1時間34分47秒で�
初 Vを飾った。 2位は30秒差で大阪、さらに
30秒遅れで昨年の勝者・兵庫が入った。

●陸上競技マガジンより転載●
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大成功‼第 1回大会� マスターズ駅伝の思い出
� 理事長　鴻　池　清　司

■万博の丘に念願の夢かなう
　生涯スポーツの祭典、都道府県対抗、’87全日本
マスターズ駅伝が株式会社紀文をはじめ、関係各
位のご協力を得て、第 1回大会が1987年 4 月12日
（日）に開催された。日本万国博覧会記念公園の
お祭り広場を出発点とする 8区間、42.195km の
循環コース（日本マスターズ陸連特設）で、47都
道府県代表チームが参加した。陽春とはいえ、ま
だ肌寒く、花吹雪の舞う中を兵庫のアンカー増田�
皓三がテープを切った。所要時間は 2時間27分09
秒。
　世界一の長寿国日本にふさわしい生涯スポーツ
の祭典、男女混合、年齢別の駅伝は、会員からの
強い要望にこたえるとともに、日本マスターズ陸
上競技連合が目標とする健康で生きがいある豊か
なライフワークにふさわしい大会でありました。

■ 2区から首位堅持の兵庫
　花の 1区で、広浜良子（富山）が、女子マラソ
ンのパイオニア村本みのる（大阪）、800m の前
日本記録保持者河野信子（大分）らを抑えてトッ
プに立つ。 2区に入り、 3位でタスキを受けた兵
庫、M45（45〜49歳）の5000m 実力 No.1岩本辰
男が、実妹の急死という悲報を押して出場、快走
してトップを奪う。
　 4区山本伝、 5区西川美代子が区間 1位の頑張
りを見せ、アンカーは増田皓三にタスキを継いだ。
増田はかつて、学生20kmロードレースに 3連勝
している名ランナー。 2位でこれを追う東京は、
M40（40〜44）の5000m 日本記録保持者の田辺
光男である。彼は一昨年クモ膜下出血で倒れ、そ
れを克服してからも向上著しい努力の人、かたず
をのんだ優勝争いは、地元兵庫に輝き、東京の逆
転優勝はならなかった。 3位大阪はマラソンのベ
テラン中田勝利、 4位鹿児島はアンカーの京セラ
監督、浜田安則の快走が光り、 8位福岡はメキシ
コ五輪メダリスト、君原健二の力走など、レース
を大いに盛り上げさせた。

■五輪選手のなつかしい顔
　郷土のために一役かって出場したのが、元五輪
マラソン選手たち。東京大会出場でかつてのマラ
ソン世界最高記録保持者、寺沢徹（大阪）は 3区、
ローマ大会代表の貞永信義（山口）は 4区でそれ
ぞれ力走した。貞永は毎日16kmのランニングを
欠かさず、月まで走るのが目標という。大いに見
習いたいもの。
　ミュンヘン大会代表の采谷義秋（広島）は、 7
区で区間 1位の快走を披露し、健脚ぶりは衰えを
感じさせない。東京、メキシコ、ミュンヘン 3大
会代表の君原健二（福岡）は、最終区で 4人抜き
を演じ、8位でゴールイン。女性から花束をもらっ
たときの笑顔が印象的で、久々の快汗にひたって
いた。
　 1区河野、 3区中野を中心としてよく頑張り 5
位に入った大分、女性ランナー杼木、堀らが活躍
した福井、それに静岡、長崎の健闘に拍手を送り
たい。
■さらに充実発展させたいマスターズ駅伝

　 4区でエース上間の思わぬアクシデントに泣い
た遠来の沖縄、病気選手のために突如代走、最下
位ながら完走し、次走者にタスキを渡した滋賀森
脇監督の晴々しい笑顔など、郷土の代表として、
久方振りに力一杯走り切ったすがすがしい多くの
顔があった。
　十分な準備も出来ず、本駅伝参加に万難を排し
物心両面にわたり、日夜奔走された監督、選手を
はじめ、関係各位に深く感謝を申し上げます。マ
スターズはいうまでもなく役員、選手が協力して
行う手づくりの大会。
　さらに皆さま方のご理解、ご協力を得るととも
に大会を盛り上げて下さった当連合関係者はもち
ろんのこと、ご協賛くださいました株式会社紀文
をはじめ、読売グループ、その他の関係各位に対
し厚く御礼を申し上げます。この大会が関係者総
意のご理解、ご協力のもとにさらに充実発展する
ことを切望しております。


