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青春の 火 は 燃 ゆ

全日本マスターズ大会

（９月22～24日・鳥取）

話題の選手を探る

暦の上では９月。長月はマスターズ陸上界にとってはビッグイベントが続く。９月４日からスペインのマラガで開
かれる第23回世界マスターズ選手権大会は16日まで。この後すぐ９月22日から３日間、鳥取市で第39回全日
本マスターズ選手権大会が待ち受ける。マラガには男女90人が海を渡り、鳥取市には同2015人がエントリー
した。今回は全日本マスターズ大会に紋って話題の選手を探る。
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