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� アジアマスターズ陸上競技協会
� 会長　鴻　池　清　司
　和歌山マスターズ陸上競技連盟創立30周年を記
念し、2007国際ゴールドマスターズ陸上競技選手
権大会を開催いたしましたところ、10ヵ国地域よ
り約600余名の参加を得て盛大に開催できたこと
は、主催者として大変うれしく喜びに耐えません。
　日本マスターズ陸上発祥の地である和歌山は、
本州最南端の地として美食に富み、風光明媚の地
として知られ、世界遺産にも登録された熊野古道
をはじめ、霊峰高野山、白浜温泉、和歌の浦な
ど、幾多の観光地があります。この地で全日本マ
スターズ陸上選手権大会、全日本マスターズ駅伝、
全日本マスターズロード大会などをはじめ、幾多
の全国規模の大会や、西日本、近畿大会などを開
催してまいりました。このたび、いわゆる団塊の
世代が多数定年退職を迎えるにあたり、第二の人
生をスポーツを通して心身の維持増進に努めてい
ただく意味を込め、大会を開催いたしました。ア
ジア各国をはじめ、マスターズ関係者はもとより、�
国、県、市、地元の陸協など、多くのご理解、ご協�
力のもとに開催できたことに深く感謝いたします。

第 7部　国際ゴールドマスターズ大会

　この大会は60歳以上を対象としております。わ
が国は大人の70％がスポーツ好きというものの、
週 2回以上体を動かす人は10％に過ぎず、オース
トラリアやニュージーランドの50％、アメリカや
カナダの30〜40％に大きく見劣りします。「仕事
が忙しい」といった生活環境が大きいと思われま
すが、欧米諸国に比べ、日本はスポーツ政策が乏
しいのではないでしょうか。オーストラリアでは、
スポーツ人口が10％増すごとに心臓疾患や腰を病
める人が 5％ずつ減るとの政府試算が発表されて
います。
　21世紀に入り、先進諸国をはじめ、日本は急速
に高齢化社会が進行し、すでに超高齢化社会が現
実になりました。スポーツとりわけ陸上を通し、
参加者の皆様が心身の維持、向上を目指し、いつ
までも健康で元気な楽しい社会を実現しようでは
ありませんか。そして近い将来、この大会を機に、
陸上他多種目が同時開催するゴールドマスターズ
五輪の実現を目指しましょう。このことが若人に
は夢を、マスターズには希望と生きがいをもたら
し、活力ある明るい社会の実現に多少なりとも寄
与できると確信しています。

ゴールドマスターズ五輪の実現を目指して
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2009国際ゴールドマスターズ京都大会実績
●大会名称：2009国際ゴールドマスターズ京都大会
　　　　　　The�International�Gold�Masters�2009,�Kyoto
●会　　期：2009年 9 月 4 日（金）〜 6日（日）の 3日間
●開 催 地：京都・西京極総合運動公園陸上競技場、京都アクアリーナ
●競技種目：陸上競技（男子24種目、女子21種目、リレー 2種目）
　　　　　　水泳（男子13種目、女子13種目、リレー 4種目）
●参 加 国： 9 つの国と地域から67人
　　　　　　陸上競技　WMA加盟国－
　　　　　　水泳　FINA加盟国－
●参加資格：（陸上競技）

⑴2009年 9 月 5 日（土）を基準とした満年齢による男子・女子共55歳以上の者。
⑵2009年度居住する国のマスターズに登録した者。
（水泳）
⑴㈳日本マスターズ水泳協会へ、2009年度のチーム及び個人登録を完了した者。
⑵2009年12月31日（木）現在の暦年齢で男子・女子共50歳以上で健康な男女で定期的に競泳�
　 の練習をしている者。
⑶参加者は、個人及びチームを代表し、国または複数のチームのグループを代表しない。

●参加総数：約1,500名
●主　　催：2009国際ゴールドマスターズ京都大会実行委員会
●共　　催：アジアマスターズ陸上競技協議会、㈳日本マスターズ水泳協会
●主　　管：2009国際ゴールドマスターズ京都大会実行委員会
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　ブルージュで第 3回大会が開催された。前回を
大きく上回る世界40ヵ国より約3,600人が参加し
た。日本からは私を団長に選手16人、明石大橋
PR団等を含めて20人の選手団が参加した。中世
のゴシック様式の建造物が並ぶ街ブルージュ。
　日本からの観光客も多く比較的治安の良い街
だ。各国上位選手の合計タイムで競う10キロロー
ド団体でМ70クラスに出場した河崎五郎さん（広
島）、朝倉二郎さん（京都）、出石伝さん（香川）
が金メダルを獲得したのが唯一の金。圧巻だった
のは、25キロロードレース。ゴシック建築の立ち
並ぶブルージュ市庁前広場を市長の号砲で一斉ス
タートした。大繁華街である。大勢の声援を受け
てオーバーペースになったとは選手の弁。わが国
でもこのような風景がみられるのはそう遠くない
だろう。
　大会に先立ち、明石大橋 PR団はWAVA要人
との会食や世界各国代表を招いてのプレゼンテー
ションや会合。参加選手へのパンフ配布などに大
忙しの日々を送った。参加した一人、ベテラン神
奈川の外園イチ子さんは「感動しました。世界の
多くの人たちとともに汗を流した感動のほか、街
並みの光景に酔いしれました。」との言葉を残し
た。

第 4回大会� 1998年 3 月28日〜29日
� 於　日本　明石海峡大橋周辺
　第 4回は明石海峡大橋完成記念／朝日新聞創刊
120周年記念、そして阪神・淡路大震災復興支援
レースとして開催された。世界一の吊り橋である
明石海峡を走って渡りたいと世界18ヵ国地域より
17,000余人が参加した。
　1988年以来、約10年の歳月をかけて完成した
3,911ｍの世界一長いつり橋である。当日は約
17,000人の人並みが橋を埋めた。
「シンドカッタ。一歩一歩ふみしめるように足を
運んだけど、21キロは長すぎた。」とは最年長参
加者の河本虎男さん（大阪）だ。特別招待でハー
フマラソンに出場した君原健二さんと10キロロー
ドに出場した有森裕子さんは五輪銀メダリストと
あって人気抜群。いたるところでモテモテの盛況

ぶりだった。「世界最長の橋を走る味わいはまた
格別。その上で大勢の皆さんと出会い感激も新た
です。」とは君原さんの弁。「マスターズのレース
に年齢資格のない私が出るのはどうかな、と思い
ましたがベテランパワーは凄いですね。いい気分
転換になりました。」とは有森さんの弁。共にさ
わやかな汗を流し終始にこやかなスマイルで人気
を集めていた。
　また、台湾ロード委員会会長でかつて世界新を
連発した東洋のカモシカ紀政さんは「素晴らしい
景観に感動しました。開通式の前に大勢の人達に
オープンしたことも立派だと思った。特に外国人
と日本人とが一緒にレースを楽しめるベテランズ
大会を催したことは大ヒット」と外交辞令抜きで
褒めた。いずれにしても今大会の開催では多くの
人達が汗を流し、苦労して開いた大会だった。
　1993年　宮崎世界大会の大成功後 5年、やっと
こぎつけた二度目の世界大会開催。大会開催に一
方ならぬご心労をお掛けした西田修平会長が開催
前に他界され、そして大会開催を心待ちされた
ロード委員長でWAVA副会長のスライス氏が総
会選挙で思わぬ敗北し来日されなかったことは大
変残念でならない。大会開催にあたり誘致活動か
ら終了するまでは大変な難事業である。世界大会
ともなると多くの費用が伴い、内外の協力が必要
である。宮崎のように知事を先頭に官民一体と
なった大会ではなく、今回は途中から方向転換さ�
れて、行政の援助もなく、ボランティア団体であ�
る当連合が中心に運営していくのは大変であった。
　朝日新聞社をはじめとする各種団体と日本陸連
の指導で何とか成功裡に終了できたことは幸運で
ある。大会の主旨が誤解され、一部地元の関係者
から誤解されたこともあったが、仲間がよく耐え、
よく頑張っていただき、天候に恵まれて閉幕出来
たことは、誠に有り難く幸運だった。関係各位に
深謝致します。
　尚、今大会で獲得した金メダルは計74個に達し
た。
個人　男　18　　団体　23　　合計　男　41
個人　女　15　　団体　23　　合計　女　33　　
　　　計　33　　　　　46　　　　　　　74

第 4回世界ベテランズロード選手権（明石海峡大橋）
第 8部　第 4回世界ベテランズロード大会



－ 61 －

1989年10月第10回記念国際・全日本マスターズ開会式

　「80歳になったときに世界大会で優勝し金メダ
ルを取りたい。あと20年後です。早く年をとりた
いと思います」
　JR 和歌山駅に近い和歌山市北ノ新地のビルに
ある日本マスターズ陸上競技連合の事務局で、和
歌山市神波の高校教師、鴻池清司さん（60歳）は
こう話す。鴻池さんは現在、日本マスターズ陸上
競技連合理事長をつとめる。
　日本マスターズは、生涯スポーツをめざす陸上
競技の愛好者の団体で、主に男性は35歳以上、女
性は30歳以上が会員。年齢別に分かれて短距離、
中距離からマラソン、投てき、跳躍などの各種目
を楽しんでおり、国内大会や世界大会が毎年開催
されている。目的は記録への挑戦であったり、健
康のためとさまざ
ま。参加者には元
オリンピック選手
や一流選手もめず
らしくない。この
マスターズ陸上競
技の日本での最初
の産声は、この
和歌山の地から
あがった。

　和歌山県でマスターズが誕生するのは1978年
（昭和53年） 1月のこと。結成のきっかけは、前
年の1977年（昭和52年）にスウェーデンのエーテ
ボリで開かれた第 2回マスターズ世界選手権だっ
た。この大会には世界各国から3500人の選手が参
加した。そのなかに、和歌山県から参加した当時
中学校教員の鴻池さんと和歌山市和歌浦の元職員
遠北明彦さんの 2人がいた。遠北さんは50歳、鴻
池さんは40歳になったばかりであった。
　「少年時代、オリンピックを夢見たこともあり
ましたが、世界は夢のまた夢でした。それが、40
歳になってオリンピックに近い世界大会に出場で
きたのです。70歳の人が白髪をなびかせ、走った

り跳んだりしている。91歳の人が100メートルを
全力疾走する。これが生涯スポーツだと思いまし
た」
　鴻池さんらは感動を、帰りの飛行機のなかで話
し合う。そして、帰国した 2人は早速、知り合い
の陸上愛好者たちに呼びかけ、翌年和歌山マス
ターズを結成した。15人が参加した。鴻池さんの
自宅が事務局になり、会報はすべて手書きやタイ
プでつくった。

年齢と記録への挑戦

　和歌山マスターズには日本版ギネスブックに掲
載されている、もう一つの日本初がある。日本列
島一周リレーマラソンだ。北海道から九州までの
7986.3キロを、鴻池さんら 4人のランナーがたす
きをつないで1978年（昭和53年） 1月から1984年
（昭和59年） 1月まで 6年間をかけて631時間36
分 5 秒で走りぬいた。費用はもちろん自費。休み
を利用して達成した記録である。
　「アメリカのマスターズゴルフとよくまちが
えられた」というが、陸上のマスターズはその
後、全国の人たちに知られていった。和歌山でマ
スターズが創立されてから 2年後の80年（昭和
55年）、日本マスターズ陸上競技連合が結成され
る。ベルリンオリンピックの棒高跳びで銀メダル
をとった故西田修平さんら元オリンピック選手を
はじめ、日本の陸上競技界を代表する人たちも加
わった。
　マスターズの組織はその後、47都道府県すべて
につくられ、会員だけで 1万人に達している。和
歌山の陸上大好き人間の呼びかけが全国に広がっ
たのだ。
　「高齢化社会が進むなかで自分の健康は自分で
守り、楽しみをもって生きることが大事になって
います。勝ち負けは別にして記録がのびると、自
分自身の自信につながります」
　生涯現役、走り続ける鴻池さんの言葉だ。

日本マスターズ陸上競技連合の本拠地　高齢化社会の生涯スポーツ
第 9部　その他①和歌山日本一物語

和歌山マスターズ結成メンバー
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第 9部　その他②和歌山陸協

三種競技Bで全国中学新記録
200メートルと400メートルも中学新

　第 1回全日本
中学校陸上競技
選手権大会が国
立競技場で開催�
され男子三種競�
技Bで本田陽（西�
和）が3204点（50�
秒 8 　 6メートル�
40　13メートル10）�
の全国中学新記
録で優勝を果た
した。
　また、三種競
技 B の中の400
メートル50秒 8 �
も中学記録で

あった。本田はこの大会前の近畿総合体育大会で
は50秒 4 の全国中学記録を出している。
　なお、県大会で出した200メートル22秒5も全国
中学新記録であった。

本　田　　　陽（西和中学 3年）

200㍍　　　　　22秒5（日本中学新）
　　　　　　　 1974年（昭和49年）県選手権
400㍍　　　　　50秒4（日本中学新）
　　　　　　　 1974年（昭和49年）近畿中学
三種競技B　　�3204点（日本中学新）
　　　　　　　 1974年（昭和49年）全日本中学
　　　　　　　（400メートル50秒8
　　　　　　　　走幅跳6メートル40
　　　　　　　　砲丸投13メートル10）

「恩師とともにつかんだ日本一」

　第 1回全日本中学選手権大会が1974年（昭和49
年） 8月18日、19日に国立競技場で開催され、全
国から標準記録を突破した302人が出場、熱戦が
繰り広げられた。本田陽（西和中 3年）は通信

陸上の三種競技B
で3076点の全国ラ
ンキング 1位の記
録を出しており、
大会では優勝候補
の筆頭だった。当
日は一日中雨が降
り続け、指導者の
鴻池清司も思わぬ
ハプニングを心配
したという。最初
の種目の砲丸投は

1投目はファールだったが、 2投目に13メートル
10が出た。走幅跳でも 6メートル40を跳べた。し
かし、この時点でトップの山田秀和の2109点に
113点負けていた。鴻池自身、800メートルで全国
一を目指していたが、故障等で夢を果たせなかっ
た選手だった。その分、指導者として情熱を発揮、
西和中で全国レベルの選手を数多く育てていた。
しかし、全国優勝まではあと一歩のところで届い
ていなかった。
　最終種目の400メートルは、 5月に51秒 0 、 8
月の近畿大会で50秒 4 の日本中学新記録を出して
いる得意種目。逆転しなければならない。降りし
きる雨の中、夢に向けてスタートした。本田は最
初は抑えて走っていたが、途中から徐々にスピー
ドを上げ、前年のジュニア大会200メートルの覇
者・成田範世選手をラストの直線で抜き去り、50
秒 8 でゴール。成田選手は51秒 5 、山田選手は54
秒 3 だった。総合成績で本田が3204点で優勝、山
田選手が3177点で 2位、成田選手が3096点の 3位
だった。本田と山田選手は日本中学新記録だった。
　身長176cm、体重62kg。中学 2年の時は故障に
悩まされたが、 3年になって、200メートルの22
秒 5 と合わせ、 3種目の日本中学記録保持者と
なった。100メートルでも11秒 0 の県中学記録を
作った。芝生でのもも上げ、和歌山城の石段のぼ
りなど共に日本一をめざし練習をしてきた鴻池は
本田に対して「おめでとう。そして私の夢も叶え
てくれてありがとう」と感謝した。
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鈴木規子、 3種 Bで全国優勝果たす

　第 5回全日本中学選手権大会で鈴木規子（西浜
中）が女子三種競技 Bで3057点（走幅跳 4メー
トル71　砲丸投10メートル32　80メートルハード
ル13秒 0 ）の県中学新記録で優勝。
　1974年（昭和49年）寺脇久人（向陽高）が 2メー
トル07の県新記録、県高校新記録を作ったときに
ランキングが 2位だった細田和正（南部高卒　中
京大）が近畿選手権で 2メートル09を跳んで県記
録保持者になった。

　この年も高校生女子が県記録保持者になった。
　松島久子（星林高）が100メートル12秒 5 、今
西佐和子（和歌山北高）が1500メートル 4分54秒
5 、 4 ×100メートルリレーで星林高が49秒89、
やり投で宮崎薫（県和商高）が44メートル92、五
種競技で井上昌子（県和商高）が2972点（新採点）
を記録した。

現役と指導を両立させた人

　高校男子800メートルで松尾修治（田辺高）が
1分59秒 4 で 5 位に、教員400メートルで鴻池清
司（西和中）が 6位に入賞した。（51秒 4 ）
　鴻池は指導者としても中学日本記録を作り三種
Bで全国優勝した本田陽や三種 Bで全国優勝し
た鈴木規子ら優秀な選手を多数育てる一方、日本
マスターズ陸上の創設・発展に尽力した。
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第 9部　その他③人、朝日、毎日外
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第 9部　その他④日経マスターズ
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第 9部　その他⑤朝日新聞
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生涯スポーツの先駆者だった先生の死を悼む

� 鴻　池　清　司

　1993年10月、すみきった青空の下、秋篠宮両殿

下をお迎えして、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

が、世界78か国、地域より、選手12,000人が参加

して、盛大に、しかも大成功裡に終了して幕を閉

じた。

　永年の夢が実現した充実感と、世界から参加し

た多数のマスターズが、喜々として競技し、大き

な感動を残して帰っていただいた嬉しさに胸がつ

まった。十数年前から、幾度となく、ご一緒に世

界大会へ参加することを語られていた先生は、今

はおられず非常に淋しい。先生がご健在であった

ら、どれほど世界大会の日本開催を喜んで戴けた

だろうか。

　先生はマスターズ陸上の実践者であり、又良き

理解者、そして生涯スポーツの先駆者であった。

　和歌山走ろう会の初代名誉会長として、走ろう

会の開催と実践。毎週末に開かれた仲間との練習

会や、各種イベントにも積極的に参加され、県民

の健康維持増進にご尽力された。

　マスターズ発足当初、私達 4人が、マスターズ

の普及振興の為実施した、日本列島一周8000キロ

マラソンにもすすんでご参加下さった。

　先生の郷里、舞鶴市を通過する際、地元の人達

とご一緒に参加伴走して戴き、ゴールの和歌山県

庁では、粉雪の舞う寒中に参加、伴走してくださ

り、最後まで私達の為に錦上華を添えて戴いたこ

とは、終生忘れることのできない想い出である。

　先生はまた、当日本マスターズ陸上競技連合に

とっても、創立当初より顧問として、常に卓越し

た見識で、日本そして国際的に、生涯スポーツの
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推進に大いに手腕を発揮された人だった。先生が

執筆された当連合会報第 3号に（1983年版）「マ

スターズ隆盛をよろこぶ」がある。

　「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。人間の体力はやり方によっては相当永く保

てるもので、殊に若い時やった、走ることや、跳

ぶことはある時期になれば又、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。」

と述懐されている。まことに有難いお言葉として、

いつまでも大切に致したく存じます。

　特に大きな功績もなく、生涯現役として、陸上

競技を友に、生徒と走り続けていたのがご縁とな

り、先生にお会いしてから既に20年余。常に親し

く、また種々の難問にあっても、優しく、笑顔で

親身になって適切なアドバイスをして戴いたこと

が、マスターズ陸上の振興になり、大きな遺産に

なりました。

　晩年、先生自ら実踐された、走り・跳び・投げる。

身体運動の基礎であり、個人の能力に応じて、誰

もが手軽にできる陸上競技を通して、生涯スポー

ツの振興に今後も努力いたしたいと存じます。

　今はなき先生が描かれた理想に少しでも近づく

よう努力致したいと思っております。

　在りし日の先生が私に下さった言葉。

「本気で努力している人には、去る人はあっても、

必ずまた誰か支持し応援する人が現われる。自信

を持って前進すればよろしい」と金科玉条の言葉

をいつまでも大切にいたします。先生どうもあり

がとうございました。心よりご冥福をお祈り申し

上げます。

� （日本マスターズ陸上競技連合　理事長）
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短大10期　鴻池清司
　コロナ禍中で頑張る現役選手、地道な努力が実
を結ぶ夢を持ち一歩前進しよう。
　部員減少の中、男子 5種目女子 3種目の和大記
録の更新はよく健闘した。賛辞を贈りたい。陸上
はスポーツや人生の基礎であり継続が大切であ
る。
　さて2022年 2 月、幾多もドラマを残し北京オリ
ンピックが終了した。あるスポーツ関係者の勧め
で私は以下記事を某誌に投稿したが掲載は未定で
ある。概要紹介するので何かの参考になれば幸甚
である。
「頑張れ高梨沙良選手」
　スポーツは勝負の世界。世界中が注目する五輪
は本人、チームの将来に大きく影響する。貴女は
ベストを尽くし健闘した。謝罪する気持ちは察し
て余りあり、メンバーはじめ日本国民の多くや世
界の人々もむしろ称賛している。責めは運営方法
やIOC側にあるだろう。仲間や国民に従う優しい�
気持ちに感動した。頑張れ高梨まだ若い、次を目
指せと心から賛辞を贈りたい。
　五輪は魔物がつきものだが、貴女にとって今回
は全て全く運がなかった。注目していた個人戦は
風に恵まれず、団体戦はまさかの失格？で悲運だ。
個人団体とも金を期待し応援していた私や多くの
国民は大変残念だが、努力はきっと報われる。不
運な羽生選手同様多くの国民の一人として次回の
活躍を祈念してやまない。
　平和とフェアプレイを重視するスポーツ界の最
高峰五輪で、今回の北京五輪は疑念や異常が多
すぎやしないか。古今東西を問わず疑念やミス
ジャッジで涙を飲んだ多数のアスリート達。五輪
に夢や憧れを抱く若人や、この年になっても五輪
の夢を追い続ける多くの中高年者をがっかりさせ
ぬよう関係者は猛省すべきである。
　※国内スポーツ界でも多くの判定を巡り疑惑運
営やミスジャッジがある。70数余年自身の陸上選
手期間中でも幾度か遭遇し体験した。また少年時
代のイジメや32年間の教員生活中にも、陰湿な事
象を見聞した。教育経験者と許しがたい行為は見
逃さぬよう努めている。要は当事者が誠意と信念

で全力投球すべきである。

私とマスターズ陸上
� 日本マスターズ陸上競技連合会長
� 鴻池　清司（和歌山）
　不惑の40歳に近づくころの1977年、スウェーデ
ンで開催された第 2回世界マスターズ大会に大金
を借りて参加した。自己記録はメダルも狙えるレ
ベルだったが、初の海外遠征・長旅・睡眠不足な
どで残念ながらメダルは逃してしまった。しかし、
大会を視察されていた織田幹雄先生と出会い、ま
た、嬉々として参加している人々、大会の醸し出
す素晴らしい雰囲気に感動し、これだと直感した。
　1980年、日本マスターズ連合は織田先生を初代
会長にお迎えして発足。これまでに世界大会・ア
ジア大会・全日本大会他幾多のイベントを開催し、
昨年創立40周年を迎えることができた。現在会員
は13,000人。
　 6代目会長の私がここまでできたのは役員・会
員その他全ての関係各位のご支援ご尽力の賜と深
謝しています。有難うございました。

左：岡松眞明氏、右：鴻池清司氏

オリンピック　強烈な印象の観戦記
� 大分陸上競技協会副会長
� 岡松　眞明（大分）
　【1964年東京】何と言っても「黒い弾丸」と呼
ばれた100ｍボブ・ヘイズ選手の力強い圧倒的な
走りを目の当たりにしたこと。そして80mH依田
郁子選手のレース前の強烈なパフォーマンスは見
事でした。
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