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マスターズの歩み第２弾

中、
高齢者の健康へ関心高まり、
全国的な大会へ組織固め
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春４月。桜前線も南から北へ。開花が早かった地域は既に花見の季節が過ぎ去っているかもしれない。が、
北の地域は見ごろを迎えているのだろうか。桜の開花季節が終わると、いよいよ本格的な陸上のトラックシー
ズン。各地でのマスターズ大会も始まる。皆さんの準備は万全だろうか。今月も誕生から発展してきた今日ま
での初期の段階を振り返ってみる。４月号に続いての第２弾。
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最高齢の 72 歳の角南信三郎さんは
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70 歳 以 上 100m16 秒 ０、 走 幅 跳 ３

の 69 歳から 70 歳になっていた杉本
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らオープン参加した 70 歳の杉本正人

げと、きりりと締めた日の丸のハチ巻

さんが 70 歳以上 100m14 秒９の力走

がトレードマークだ。

③北近畿マスターズ
女

子

８

マスターズ発祥の地らしく和歌山が
総合、男女の３部門で１位を占めた。
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176

で、大きな拍手を浴びた。
昔取ったきねづかのオールド選手で

100m を走った後、カメラのフラッ
シュを浴び、質問攻めにあった。とい

うのは「411」のナンバーカードを着

和３）年アムステルダム五輪の三段跳

合・織田幹雄会長の「発刊のことば」
、

け、70 歳以上 100m の５レーンを一
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スターズ・冷田嘉幸さんと、先月号で
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上だから、立派な 70 歳（以上）の日
本記録だ」と祝福した。

西田さんもまた、棒高跳の第一人者

んが感想を述べている。
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実行に移したのだ。
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１年後に日本マスターズ陸上競技連合

大阪で開いた。

ている」とつづる。
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正式な船出は 1980 年４月１日であ
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技選手権大会が開催された後も杉本さ

る。当時の名称は日本中高齢者陸上競

イバル高橋（旧姓・三嶋）恭代さん（和
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技連合だ。連合結成がなされ、西日本

歌山マスターズ）とのバトルのレース

大会を解消。全日本大会を 10 月 17、

模様をユーモアたっぷりに書き、13

18 日にマスターズ発祥の地、和歌山

秒４の同タイムで勝った感動を。さら
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に「この大会には老後の自分のあり方

1980 年４月１日に誕生
和歌山で開いた第１、２回の西日本

組織固めに協力し、情熱を持ってマ

を考えさせていただける教訓の場と思

大会が盛り上がり、参加者の声として

スターズ連合に尽力、リードした会長

い、体力低下を少しでも遅らせ、気力

「全国大会を」と熱望。こうなると実

の織田、
副会長の西田、
渡邉源太郎（当
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現へと動き出す必要が出てくる。鴻池

時、和歌山）
、折橋さんらは今はない。

ので、時間の許す限り、参加させてい

清司さん自身は「荷が重い」と感じて

既に 100 歳の渡邉さんを除き他界。

ただく所存でおります」と続ける。

いたが、連合結成後、副会長の１人に

専務理事を長年務め、今は会長の鴻池

就任する折橋辰雄さん（大阪）と、理

さんは現在も感謝の念を忘れない。

事になる一木譲さん（福岡）が情熱的
に鴻池さんに語り掛け、
鴻池さんも
「ウ
ン」と言わざるを得なくなった。

1981 年に「会報」を創刊

創刊号の目次によると、まだまだ盛
りだくさんの内容になっている。読み
物だけでなく、第１回大会の記録、第
４回世界ベテランズ大会に参加した日
本選手団の成績、年齢グループ別日本

高齢化が進むなか、高齢者の健康に

1980（昭和 55）年に日本マスター

最高記録、1980 年度全日本中高齢者

対する国民の関心が高くなっているの

ズ陸上競技連合（当時・日本中高齢者

陸上競技５傑表などが収録されてい

は確か。とはいえ、一個人がいくら努

陸上競技連合）がスタートを切った１

る。
外国の記録なども付け加えてある。

力しても“空砲”に終わるのは目に見

年後の 1981 年４月１日に「会報」創

第１回大会で選手宣誓した創刊号編

えている。ここは全国的な組織をつく

刊号が出された。その後、継続されて

集長の石井茂十郎さん（和歌山、日本

り上げる必要がある。そのためにはし

昨年の 2017 年・35 号までに。今年の

歌人クラブ会員）はこう詠んだ。

かるべき人を会長にして、
が大切だと。

2018 年は 36 号を予定。

クラブ旗を握る掌も汗ばみてわが宣

鴻池さんのお眼鏡にかなった人物と

創刊号の内容は 86 ページ。第２回

誓の声うわずりぬ

いえば、スウェーデンの世界ベテラン

全日本中高齢者陸上競技選手権大会を

なお、第１回全日本マスターズ大会

ズ大会に顔を出していた織田幹雄さん

開く山梨県甲府市長・河口親賀氏の
「第

については紹介していないが、スペー

である。織田さんといえば 1928（昭

２回大会歓迎のことば」に始まり、連

スの都合により次号以降で触れたい。
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