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３　半世紀 100m は 13 秒
　私のモットーは「継続は力なり」。英語表現では「練習が完璧を作る、ローマ
は一日にして成らず、粘り強さは報われる、着実で競争に勝つ」となります。
　アイススケートを 41 歳から始めて 42 歳で
国体に出場し、いろいろと研究しました。す
ると 100m の通過が 0.5 秒速くなれば、500m
で何秒も違ってくると判明。「そうか、もっ
とスタートを速くするため陸上の短距離も試
みよう」と考え、マスターズ陸上を始めたの
です。種目は 60m、100m、走り幅跳びでした。
　その後、45-49 歳男子 60m で県記録を出し
たことがあり （8.20 秒）、香川県マスターズ
陸上副会長の村上充先生との出会いで、人生
が変わったのです。ご多忙の中ご指導頂き、
つま先でキックせずカカトでプッ
シュする走法にしたところ、力むこ
となく楽に前傾で走られることに自
分自身が驚きました。
　その後、村上先生のアドバイスで
いろいろな練習法を考えたり、陸上
競技やスポーツ医学についてご一緒に研究を続けたり、マスターズ陸上の研修会
で一緒に講師を担当させて頂いたりすることも。そして、書籍「マスターズ陸上

選手のためのスプリント走法～怪我せず 100 歳まで走
ろう」をまとめられました。



マスターズ陸上で人生を豊かに走ろう　39

　私はスケート選手を続けてきたため、膝の緊張を瞬時にゆるめられるようです。
図の中央、右足のカ
カトは地面について
おり、右ひざの力を
抜き、カカトでプッ
シュするため、身体
が前傾し、無理な力
を入れなくとも、自
然に前方に進みます。隣の選手は優秀なランナーで、パワーを使った走りです。
私は脱力して手の振りも小さく前傾で重力を用いた走法です。解析すると、両
者の速度は同じでした。同じ距離を、前者が
12 歩で、私は 13 歩で走っていました。この
走法は短距離から長距離まで共通であり、前
傾姿勢で力まず楽に前進できます。ただ前傾
の程度が異なるのです。階段を下りるとき、
誰もが膝を自然に抜いています。それでは実
験してみてください。カカトをつけずに、つ
ま先だけで降りてみてください。よくわかる
でしょう。
　私が小～中学生のとき、1 クラスの男子
は 22 名。運動会でリレーに出る 4 人には選

ばれず、5−6 番
目 ぐ ら い で し
た。男子 100 人
の中で、上から 25 番目程度、同世代の上位 25 パー
センタイルに相当します。100 ｍのタイムは 15 歳
で 13.0 秒、その後半世紀変わらず、59 歳で 13.1 秒
とマスターズ陸上・徳島県記録を樹立できました

（2016）。その日はあまりの猛暑で倦怠感強く力が入
らず、ただ身体を前に倒すだけで走破したことを思
い出します。
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　知り合いから質問されますが、私は特別なことをせず、練習し過ぎないように
注意しています。私なりのコツは、
・毎日無理せずコツコツ続ける
・足首に強い衝撃は与えない
・足腰を slow & push する動作
・TV のニュースを見ながら練習
・芝生の上り坂でゆっくりと走る
・下り坂でスピードアップしない
・硬い陸上競技場で練習は控える
・記録を狙うとどこかを傷める
・練習では力を込めず力を抜く
・関節に違和感あればすぐやめる
・無理せずレースで棄権する勇気
・骨盤からパワーが発する意識を
・足裏の着地は一軸ではなく二軸
　このように、つま先でキックせ
ず、カカトでプッシュすると身体
が前に倒れます。走るとき、力んで太腿の筋肉を無理し
て使うと怪我の可能性が増すのです。
　逆に、身体を脱力して前傾させ、身体が下前方に落ち
ていくように重力を利用すると、自然に前に進みます。この場合、二軸の走法を
うまく用いると、身体の中枢の骨盤（腰部）からのパワーを最大限有効に使える
ことになるのです。これは骨盤を若干捻じるような動きに関連し、身体の中心か
ら発するパワー
を前方に向ける

「 な ん ば 歩 き 」
の動作にも共通
しているといえ
ましょう。

なんば歩き
パワーの源泉
の骨盤から動
く動作が重要
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４　風呂のあと 続けて怪我なし ストレッチ
　私たちはプロのアスリートではなく、目指すのは体力づくりではなく健康づく
りです。通常、器具を用いた筋トレはそ
れほど必要なく、自分の体重（自重）を
使った足腰の刺激が推奨されます。
　一方、ストレッチは、首や肩、脊椎、腰、
股関節、膝、足首などの関節で是非とも
お勧めです。風呂の後など、身体が柔ら
かいときに、少しずつ続けます。その際、
無理に力を加えず、呼吸するたびに、脱
力させて、自然に関節や筋（すじ）を伸
ばしましょう。

　多くの人々が腰痛持ちです。その誘因
として、腹筋の刺激不足や、腰部のスト
レッチ不足などが考えられます。私自身
が行っているストレッチを示しましょ

う。陸上競技では、太腿の前側（大腿四頭筋）や後ろ側（ハムストリングズ）を
十分に伸ばしておくと、怪我の予防に役立ちます。これらのストレッチ法が参考
になれば幸い
です。
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５　スーパー高齢者を目指そう
　マスターズ陸上の世界では、ギネス記録に認定された世界最高齢スプリンター

の宮崎秀吉さんが有名です。90 歳を過ぎ
てから本格的に陸上競技に取り組み、100、
105 歳で当時の世界記録を樹立されまし
た。マスターズ陸上で活躍されている高齢
者の特徴として、校長先生のように規則正
しい生活を送ってきた方が退職してから陸

上を始めた場合が含まれます。
結局、生活習慣をきちんと自己
管理できることでしょう。

　私たちはマスターズ選手を研究して、日本語や英語で
医学論文を発表してきました。内容は身体や心面、社会

面など多
岐にわた
り ま す。
日本で国
際大会が行われた際、マスターズ
選手に生活の質（QOL）と自己
健康評価

の調査を行いました。その結果、
本選手の約 9 割では、生活習慣
病や脳、心臓などの病気がない

ことが判明しました。これは驚くべき割合です。またほ
とんどが生き甲斐を感じて毎日を過ごしています。そし
て、アルコール消費について、一般人と比較して、飲む
回数は多く、飲む量は少なめです。つまり、毎日上手に
お酒を嗜んでいるといえましょう。

ＮＨＫの放映
スーパー高齢
者の背景と生
き甲斐の解説

行政健康番組
東京都江戸川
区制作の健康
普及情報
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６　マスターズの仲間と充実した人生を
　多くの方々のお陰で、私は今までマスターズ陸
上にお世話になっております。目標をもって準備

して各大会に出場してき
ましたが、結果ではなく
日々練習できるプロセス

に感謝し楽しんでいます。以前に徳島県記録を樹
立したときの仲間（30-40-50-60 歳台の 4 × 100m
リレー）です。世界大会 M60 リレーで優勝に貢
献された大江良一氏は陸上競技を広く啓発下さっ

ています。
　私は今まで「継続は力」
をモットーにチャレンジ

を続けてきました。本稿では野球、スケート、陸
上の話題を紹介しましたが、共通するキーワード

は「弾丸」です。新幹線
（bullet train）のように、
今後もスピードアップを

目指したいと思います。最後に、参考となる３つ
の書籍と、ハイスクワットによる練習方法をお示
し致します。

全日本大会
力みがなくリ
ラックスした
走法である

継続は力なり
スポーツの継
続がアンチエ
イジングに

ハイスクワット
足腰を鍛える
用具を活用す
る方法
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