
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山マスターズニュース 2019年１月号 No.46 

〒641-0021 和歌山市和歌浦東３丁目 6-14 

NPO法人 和歌山マスターズ陸上競技連盟 

（株）紅屋商会内 TEL/FAX 073-445-5707 

HP http://www.geocities.jp/w_masters2004/ 

メール jiarjin-meriko@jcom.zaq.ne.jp 

ごあいさつ 

 

 公益社団法人 日本マスターズ陸上競技連合  

NPO法人 和歌山マスターズ陸上競技連盟 

会長 鴻池清司 

和歌山マスターズ創立 40周年記念会報 21号に続き今回は第 46号機関誌を発行致します。 

数年前より若い会員が増加していることは、関めり子理事長はじめ役員会員のお陰と感謝致します。 

超少子高齢社会の中、人生 100年時代に入りましたが、まだまだマスターズへの認識は薄く発展途上です。 

いよいよ 2020東京五輪・パラリンが目前に迫り、2021年はワールドマスターズ関西が開催されます。 

これを機にマスターズ発祥の地和歌山マスターズが一丸となって郷土和歌山とマスターズ陸上普及振興のた

め頑張りましょう。 

和歌山マスターズ副会長・日本マスターズ事務局長を務める岡桂子さんが

2018年 10月福井国体にて秩父宮章を受章されました。 

マスターズ陸上にかかわって 

 和歌山マスターズ陸上競技連盟副会長 

日本マスターズ陸上競技連合常務理事・事務局長 

岡 桂子 

鴻池会長は私の中学時代の恩師です。 

その関係からマスターズ陸上に携わることになり現在に至ります。 

永年、鴻池会長の後をついてきたと言うだけなのですが、昨年日本陸連秩父宮章を

受章し感謝申し上げます。 

鴻池会長も年齢を重ね、マスターズ陸上発足当初からの役員も数少なくなってまい

りますと、もう少し私が頑張らないと、と言う気持ちになり 2017 年第 38 回全日本

マスターズ陸上選手権大会を開催いたしました。 

東京に居ながらの実行委員長でございましたので、地元和歌山にいる関理事長はじ

め皆さま方のご協力があり開催できましたことは言うまでもありません。 

ただ最終日は台風で中止になったことは残念でなりません。 

 マスターズ陸上も日本陸連の協力団体としてウエルネス陸上の分野はマスターズ

さんの分野と認めてくれるまでになり、今後マスターズ陸上の役割は益々重要にな

ると思われます。鴻池会長の夢である「マスターズピック」の実現に向けて、マス

ターズ陸上発祥の地、和歌山マスターズ陸上競技連盟は誇りをもって、発展される

よう願うばかりです。 

ともにマスターズ陸上の発展に向けて、頑張りましょう！ 

第 39 全日本マ鳥取大会において 

功労章をいただきました 



 

 

 

 

 

 

 

                    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

1月 28日 大阪国際女子マラソン 2月 県スポーツ奨励賞授与 

3月 3日 近畿マスターズ駅伝大会（京都） 

男子 2位 女子 1位 

女子は全員区間賞と大健闘でした！ 4月 22日 第 41回和歌山マスターズ陸上選手権大会 

大会には 213名(和歌山８０名)の参加がありました。 

最優秀賞（西田賞）飯田保春さん（M65） 

優秀賞 岩谷佳幸さん（M45） 堀井愛さん（W45） 

大会には 22 名が参加しました。 

本大会では加藤恵子さん（W65）が 

やり投げで日本記録を更新し、女子

最優秀賞を受賞されました。 

敢闘賞 山中弓月さん（W35） 

9月 22～24日 第 39回全日本マスターズ陸上選手権大会（鳥取） 

国際・第 38 回全日本マスターズ陸上選手権大会で 1 位を獲得された

皆様に県スポーツ奨励賞が授与されました。おめでとうございます。 

小出裕子さん（W55）佐藤奈緒美さん（W45） 

山﨑知香さん（W40）田中裕理さん（W30） 

長谷利明さん（M70）合志充弘さん（M40）山﨑知香さん（W40） 

安藤八重子さん（W80）加藤恵子さん（W65） 

小出裕子さん（W50）佐藤奈緒美さん（W45） 

山崎知香さん（W40）堀木真由さん（W35） 

6月 25日 近畿マスターズ陸上選手権大会（滋賀） 

大会には 36名が参加しました。 

最年長・安藤八重子さん（W85）砲丸投  

武田優美香さん（W-24）円盤投 

内藤克己さん（M25）砲丸投 らが大会新。 

11人が金メダル 14個獲得、13の県記録更新

など素晴らしい結果を残されました。 

2018年度に行われました大会・練習会へのご参加ありがとうございました。 

沢山の県記録更新も生まれました！各賞受賞など皆様の活躍をご紹介します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

10月 27・28日 2018国際ゴールドマスターズ奈良大会 

11月 18日 第 31回全日本マスターズ駅伝大会（愛知） 

11月 10日 和歌山マスターズ陸上田辺大会（和歌山・田辺） 

男子 14位 

堀木暢人 中平久永 森口誠之 

平林直樹 吉丸博隆 三浦雄亮 

女子 11位 

堀木真由 廣井裕子 南方千明 

井戸理恵 田中裕理 

県内 47名 県外 52名 

年内最終のマスターズ大会とあ

って、新潟県他 12県から参加い

ただきました。 

また、和歌山北高校女子チーム

VS マスターズ M45 男子チームと

のリレー対決も行われ、会場は

盛り上がりました。 

和歌山マスターズ会員様の活躍報告 

清水泰生さん（M50） 

NYCマラソン 完走！ 

坂本浩一さん（M35） 

第 48回海南クロスカントリー大会

壮年の部第 2位 

山﨑知香さん（W40） 

国際女子マラソン 

30㎞選考会優勝 

和歌山からは 27名が参加されました。 

1500M で優勝した堀木真由さん

（W40）は 2019年 6月の日本陸上

選手権・福岡大会の出場権を獲得

しています。 

 



 

和歌山マスターズ合同練習会 

2018年度新会員紹介（順不同・敬称略） 

W35山中弓月  W40芝田弘子  W45 南方千秋  W40 井戸理恵  M40松本浩明   

M75三好秀行  M35坂本浩一  M70 峯園五郎  M70 光永直史  M50芝田真一郎   

M25内藤克己  M45竜崎景一  M70 原田政敏  M45 小坂公利  M50井上晃宏   

M75森本馬司  M50柏木敏孝  M40 下谷明夫  M25 田中俊樹 

昨年ご寄付をいただきました皆さま、ありがとうございました（順不同・敬称略） 

三好秀行  土山達之  和田利文  坂本浩一  安藤八重子  須佐美康  高原慶峰 

得津幸一  山本敏生  加藤恵子  杉本好史  横出東輝子  松本朋子  村田亮彦 

丸石勉三  伊藤倫之  小山清一  岡崎賢治朗 

2018年 和歌山マスターズ県記録更新情報（大会・敬称略） 

60m  柴田直樹（M30）7秒 32   篠原寿文（M45）7秒 33   400m  柴田直樹（M30）57秒 82 創設記録 

堀井卓（M35） 7秒 33   鴻池清司（M80）10秒 67      堀井卓（M35）53秒 08 

800m  木本条（M30） 2分 18 秒 14             棒高跳 堀井卓（M30） 3m80 

1 マイル 玉置慶輔（M45）5 分 30秒 64 創設記録           深谷英治（M45） 3m80 

     中平久永（M55）5分 29秒 59 

1500m  樫葉正亮（M75）6 分 00秒 19             やり投 内藤克己（M25）30m96 創設記録 

10000m  吉川浩幸（M55） 39分 20秒 89           円盤投 内藤克己（M25） 32m36   

200mH  鴻池清司（M80） 40秒 71                  山澤研一（M50） 32m89 

5000mW  上野永嗣（M65） 31分 24秒 67           ハンマー投 内藤克己（M25） 48m69 

3000mW  上野永嗣（M65）18分 26秒 57            重量投 田上貴之（M30） 10m15 

4×100m リレー[Ｍ45] 47秒 55 （上野・川島・篠原・岩谷）  重量五種 田上貴之（M30） 2140 

立五段跳 中尾直之（M55） 11m77               砲丸投 内藤克己（M25） 9m31 

山本一也（M60） 12m56                   松本一廣（M70） 11m30 

     鴻池清司（M80） 10m15               走幅跳 篠原寿文（M45） 6m08 

60m  山中弓月（W35） 8 秒 80  加藤恵子（W65） 9秒 98   走高跳 山中弓月（W35）1m26 

1500m 堀木真由（W40） 4 分 55秒 97              棒高跳 関めり子（W70） 1m50 

5000m 小出裕子（W55） 20分 47秒 46             走幅跳 加藤恵子（W65） 3m86 

立五段跳 関めり子（W70）7m70   砲丸投 貴志栄子（W60） 8m75  安藤八重子（W85） 5m73 

円盤投 関めり子（W70）17m07  安藤八重子（W85）9m00    ハンマー投 貴志栄子（W60） 27m81  

やり投 山中弓月（W35）34m13  加藤恵子（W65）28m25  関めり子（W70）12m86 

                   

                                    

和歌山マスターズの合同練習会

は月に 2回ずつ、 

紀三井寺補助競技場、福島・市民

スポーツ広場にて開催していま

す。会員同士で教えあったり競い

合ったりと、楽しみながら切磋琢

磨しています。 

2018年の練習会最多参加者は 

鳥本博昭さん（M65）さんでした！ 

 

※記録更新情報などはマスターズ HP・会員

掲示板など各自でご確認ください。 

編集者：山中弓月・関 めり子 

男子 

女子 


