ＯＢ会通信
２００９年度 第３号
大阪府立大学陸上競技部
拝啓
紅葉の候、朝晩だいぶ冷え込むようになって参りました。ＯＢ・ＯＧの皆様はいかがお
過ごしでしょうか。私たち陸上部員は、今シーズンのトラックレースを終え、来る春に向
けて冬季練習に日々励んでおります。
さて、今回は９月に行われました六公立戦、関西学生女子駅伝、びわ湖駅伝予選会、１
０月に行われました学年別選手権を中心にご報告させていただきます。
敬具

関西学生女子駅伝のメンバーと監督（３回の野々口）
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１．主将あいさつ
今回のＯＢ通信では学年別選手権までに行われたことについてご報告させていただきま
す。
まず８月末に長距離パートが新潟県妙高市に、短距離・フィールドパートが香川県高松
市に合宿に行きました。それぞれ天候にも恵まれ、しっかりと練習を積むことができまし
た。また、陸上部の現状と今後について話し合う機会を設け、陸上部について改めてよく
考えることもできました。非常に内容のある合宿にできたと思います。
９月には六公立戦・関西学生対校女子駅伝・びわ湖駅伝予選会がありました。六公立戦
は、首都大戦での惜敗から絶対に負けたくないという気持ちがあり、それが競技につなが
り勝利することができました。関西学生対校女子駅伝は大阪市立大学との混合チームとし
てオープン参加しました。女子部員にとって非常にいい刺激を受けた試合となりました。
びわ湖駅伝予選会では３年連続となる予選突破を目指し、部員全員が一丸となって臨みま
したが７位という結果で目標は達成できませんでした。関西で府大が今どれくらいの位置
にいるか再確認できたので、この悔しさをバネにしてまた来年挑戦してもらいたいと思い
ます。
そして、
１０月には学年別選手権がありました。今年の集大成となるこの大きな大会で、
入賞する選手・自己ベストを更新する選手が多くいました。特に下級生が活躍を見せ、今
後の陸上部を引っ張っていくうえで頼もしさも感じられました。
これからはシーズンオフとなり、もう少しで幹部交代もあります。体制が変わっても、
全部員が競技者として、また１人の人間として成長できるような部にしていけるよう頑張
っていきます。今後とも忚援のほどよろしくお願いいたします。
主将
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新田

新也（３）

２．主要試合結果報告
☆は自己ベスト、★は大学ベスト

第４０回 関西六公立大学
総合競技大会陸上競技大会
９月１５日（火）尼崎陸上競技場
首都大学戦に続き、六公立大学戦でも女子の対校が行われました。

短距離
今回の六公立戦は男子短距離パートとしては申し分ない結果であったといえる。１００
ｍ、４００ｍ、スエーデンリレー全てでワンツー（リレーは１位）を決める事ができた。
六公立戦の数日前の姫路選手権で短距離パート長の谷口（３）が腿を痛めてしまい、不安
の残る中での短距離陣であったが、徐々に厚くなってきている選手層の厚さでカバーでき
たといえるだろう。
男子対抗１００ｍは優勝した中田（２）の復活を予感させる走りが光った。本人いわく
１１″２～３台の走りであるらしいが（本対校戦は手動計時）、これからの試合も期待でき
そうだ。穐西（２）は持ち味であるスタートで出遅れ、中田に続く２位となった。
男子対校４００ｍは大継（２）と中野（１）がラストで競る形となった。中野はイーブ
ンペースに近いペースで走っていたため、ラストは大継にぐんぐん迫る形でのフィニッシ
ュとなった。なんとか大継が逃げ切り、ここでもワンツーフィニッシュを決めた。
男子対校スエーデンリレーは２走までは２位の兵庫県立大学と肉迫する展開となった。
１走の山中
（１）
が兵庫県立大学とほぼ同時にコーナーを抜け
（スタートは２００ｍ地点）、
２走の穐西にバトンパス。
穐西が兵庫県立大学を突き放し、そのまま逃げ切る形となった。
女子対校の部は短距離競技としては１００ｍのみである。中距離が専門である小川
（２）
だが、短距離を専門とする中谷（３）に続いてゴールし、３位と４位になった。
文責

男子

阪口

知己（２）

１００ｍ

大会記録
１．中田 洸樹（府大） １０″８３ＮＧＲ ２．穐西 俊弥（府大） １０″８６ＮＧＲ
３．武本 和真（兵県大）１０″９０

４．小倉 裕平（兵県大）１１″２３

５．有山 歩 （京府大）１１″９１
大阪府立大

１１点 兵庫県立大

７点

京都府立大
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２点

男子

４００ｍ

大会記録
１．大継 伸和（府大） ５１″２６

２．中野

智典（府大） ５１″５４

３．穴井 隆馬（兵県大）５１″８３

４．土橋

哲明（兵県大）５１″８３

５．有山 歩 （京府大）５３″５４
大阪府立大

１１点 兵庫県立大

７点

京都府立大

２点

男子対校スエーデンリレー
大会記録
１．府大（山中－穐西－中野－大継）

１′５９″３９

２．兵庫県立大（小倉－武本－穴井－土橋）２′０１″５６
大阪府立大 ６点 兵庫県立大

女子

５点

１００ｍ

大会記録
１．中村 綾子（兵県大）１３″１９

２．福永 知里 （兵県大）１３″４７

３．中谷 由衣（府大） １４″４８

４．小川 瑠美 （府大） １４″６２

５．大竹 朊子（京府大）１４″９６

６．三須 麻里絵（京府大）１６″８０

大阪府立大 ７点 兵庫県立大

１１点

京都府立大

３点

１００ｍを力走する穐西（２）と中田（２）
（左から）
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中長距離
最初の種目である１５００ｍでは、男女ともに上位を独占するという最高のスタートと
なった。
男子１５００ｍは、序盤１周７２秒前後と、かなりのスローペースでレースが展開した
が、ラスト１周で甲木（１）がスパートをかけ、逃げ切った。それに続く形で逢坂（３）
が２位でゴール。両者ともタイムではベストではなかったものの、他大学を寄せつけない
走りを見せ、府大のワンツーフィニッシュで完勝した。
女子１５００ｍは、終始兵庫県立大の谷口（１）がレースを引っぱる形となったが、ラ
スト２００ｍで小川（２）が先頭にたち、それを追うように関岡（１）も前に出て、その
ままワンツーフィニッシュとなった。小川は自己ベスト、関岡は大学ベストを出し、両者
共に１００％の力を出し切れたレースとなった。
５０００ｍは、対校の部としては初出場の黒川（４）がここ最近の練習の勢いそのまま
に、自己ベストを更新しての優勝となった。藤井（３）は惜しくも３位となったが、シー
ズン前半の怪我から復調し、自己ベストを更新した。上回生の安定した走りで、５０００
ｍでも勝ち越すことができた。
文責

武田

大輝（２）

男子１５００ｍ
大会記録 タイム
１．甲木 孝弘（府大） ４′１４″９３

２．逢坂 良樹（府大） ４′１５″９７

３．橘 典佑 （兵県大）４′１９″５１

４．後藤 圭佑（兵県大）４′２３“４０

５．藤本 顕次（京府大）４′５７″１３
大阪府立大

１１点 兵庫県立大 ７点 京都府立大

２点

女子１５００ｍ
大会記録 タイム
１．小川 瑠美（府大） ５′０９″１０☆ ２．関岡 由希子（府大）５′１１″１９★
３．谷口 彩子（兵県大）５′１３″７０
大阪府立大

４．三須 麻里絵（京府大）５′２２″８２

１１点 兵庫県立大 ４点 京都府立大

３点

５０００ｍ
大会記録 タイム
１．黒川 雄司（府大）１５′５７″９３

２．大隅 直規（兵県大）１６′０４″５５

３．藤井 嵩久（府大）１６′０９″６８☆ ４．村上 竜平（兵県大）１６′１６″８７
大阪府立大 １０点 兵庫県立大 ８点 京都府立大
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２点

フィールド
走高跳で、棄権した選手の代わりに出場した山中（１）は、自己ベストを更新。渡部（１）
は、順位は良かったが、調子が悪かったためか記録は伸びず、あまりいい結果とは言えな
かったようだ。
走幅跳では新田（３）
、山中（１）の両名とも、序盤から相手を大きく突き放し、実力の
差を見せつける試合展開であった。後半は余裕もあり、順位、点数とも申し分ない結果と
なった。
砲丸投げで対校戦での活躍を続ける西野（１）はまたも自己記録を伸ばし、堂々の１位。
二反田（４）は３位に甘んじたが、ここに来て自己ベストを出すことができ、満足のゆく
結果となったようだ。
やり投げでは、出場した二反田（４）、新田（３）の両名とも１位の記録には遠い結果と
なったが、最後まで積極的に投げ、順位は落とさずに得点でも並ぶことができた。今回は
あまり記録がふるわなかったが、新田の今後の伸びに期待したい。
文責

伊吹

惇（２）

走高跳
１．渡部 翔太 （府大）１ｍ７５

２．川井

夢人 （兵県大）１ｍ７０

３．山中 敬雄 （府大）１ｍ７０☆

４．近藤

勲

大阪府立大

１０点 兵庫県立大

８点 京都府立大

（兵県大）１ｍ５５
０点

走幅跳
１．山中 敬雄 （府大）

６ｍ６０

２．新田

真也 （府大） ６ｍ３９

３．川井 夢人 （兵県大）５ｍ８４

４．近藤

勲

大阪府立大

１１点 兵庫県立大 ７点 京都府立大

（兵県大）５ｍ６９
０点

砲丸投げ
１．西野 駿作

（府大） １３ｍ１３☆ ２．中林 達紀 （兵県大）１２ｍ１８

３．二反田 松平 （府大） １０ｍ６２☆ ４．渡邊 星矢 （兵県大）１０ｍ０１
５．藤本 顕次
大阪府立大

（京府大）５ｍ５０

１０点 兵庫県立大 ８点 京都府立大

２点

やり投げ
１．中林 達紀 （兵県大）４７ｍ３４

２．二反田 松平 （府大） ４１ｍ４７

３．新田 真也 （府大）

４．奥野 良介

（兵県大）３２ｍ７４

６．有山 歩

（京府大）ＤＮＳ

３９ｍ７３

５．藤本 顕次 （京府大）２１ｍ９２
大阪府立大

９点 兵庫県立大

９点

京都府立大
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２点

砲丸を投げる西野（１）

総合成績
大阪府立大

兵庫県立大

京都府立大

男子トラック合計

４９

３４

８

男子トラック順位

１

２

３

男子フィールド合計

４０

３２

４

男子フィールド順位

１

２

３

女子得点

１８

１５

６

総合得点

１０７

８１

１８

総合順位

１

２

３

オープンの部
１００ｍ

市川 正志（Ｍ２） １１″６１
二反田 松平（４） １２″０５
木村 和史（３）

１２″０７

伊吹 惇（２）

１１″７０
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１５００ｍ

５０００ｍ

西濱 大祐（４）

４′１７″０６

木村 和史（３）

４′１６″７７

山下 翔平（１）

４′４０″４６

西濱 大祐（４）

１５′５０″７８

逢坂 良樹（３）

１６′１５″７８

北川 拓哉（２）

１５′５５″４６

野々口 諒一（３） １６′１４″８４
林

伸明（３）

１６′１１″２１

藤原 英司（３）

１６′１１″２１

武田 大輝（２）

１６′５２″６５

大石 真由香（２） １８′５０″３０
西村 実希子（１） １９′１８″３７
山下 翔平（１）

１７′２５″４６

甲木 孝弘（１）

１５′５１″８１

走高跳

土居 祥子（３）

１ｍ４０

走幅跳

二反田 松平（４） ５ｍ８９
伊吹 惇（２）

５ｍ１１

西野 駿作（１）

５ｍ０２

市川 正志（Ｍ２） ５ｍ７２
砲丸投げ

山本 僚（３）

７ｍ４７

阪口 知己（２）

６ｍ４０

船引 規正（ＯＢ） １１ｍ８４
市川 正志（Ｍ２） １０ｍ５１
渡部 翔太（１）
やり投げ
スエーデンＲ

６ｍ７５

船引 規正（ＯＢ） ４０ｍ８０

山本（３）―伊吹（２）―二反田（４）―中田（２） ２′１０″９８
中谷（３）―土居（３）―関岡（１）―小川（２） ２′２０″５６
市川（Ｍ２）―藤井（３）―黒川（４）―西濱（４） ２′２１″６５
武田（２）―木村（３）―野々口（３）―逢坂（３） ２′４３″０３

≪忚援・競技参加に来てくださったＯＢ・ＯＧの皆様≫
船引さん（Ｓ５８年卒）
、久保さん（Ｈ２１年卒）
お忙しい中、ありがとうございました。
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第１９回関西学生対校女子駅伝競走大会
９月２６日（土）神戸・しあわせの村
天候 晴れ

気温 ２６．５℃

去年は人数不足のため出場できませんでしたが、今年は大阪市立大学の協力もあって、
「府市大学」として、合同チームを結成し、オープン参加することができました。オープ
ンの２校を含めた計２１校が、自然豊かな神戸しあわせの村の６区間３０．０㎞を駆け抜
けました。
試合結果

府市大学

２°００′５５″（１９位／２１校中）

個人結果

第１区

３．９ｋｍ

関岡 由希子（１）

１５′４８″（区間２０位）

強豪ひしめく中、持ち前のスピードを武器にスタートから積極的な走りを見せた。前半
はスピードを保ち、後半は少し落ちたが大阪芸術大学に勝ち、前の同志社大学とは３０秒
差という好位置で襷をつないだ。

第２区

３．３ｋｍ

小川 瑠美（２）

１２′３０″（区間１８位）

関岡（１）から良い流れを引き継ぎスピードに乗るが、後半の上り坂で苦戦した。それ
でも前に見えていた同志社に詰め寄り、ラスト３００ｍで追い抜かした。

第３区

６．５ｋｍ

大石 真由香（２）

２４′４９″（区間１９位）

はじめは勢い良く飛び出すが、同志社に追いつかれ１周目はついて行く形で走った。２
周目で離されるが粘りの走りで京都大学に詰め寄り、ラスト１００ｍで追い抜かして、エ
ースの意地を見せつけた。

第４区

６．５ｋｍ

平野 真由子（市大１） ２７′４３″（区間１９位）
同志社、府市大、京大の順で襷が渡り、前を目指すが同志社に離され、一人旅となって
しまった。安定したフォームでスピードを保ち、後ろの京大との差を広げるが、徐々に詰
めて来た芸大にラストで追いつかれた。
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第５区

３．３ｋｍ

小池 徳子（１）

１３′４８″（区間１９位）

芸大と同時に襷を受け取り、すぐに前に出て勢いに乗った。前半の下り坂でスピードを
抑え、後半の上り坂でペースアップを計る走りで芸大との差を広げるが、惜しくも１分程
の差で繰り上げスタートとなり、襷を継ぐことができなかった。

第６区

６．５ｋｍ

西村 実希子（１）

２６′１７″（区間１８位）

同志社、京大、芸大と共に一斉にスタートした。１周目にトップであった同志社を二周
目で抜き去り、突き放した。一人旅となっても軽快なピッチで安定した走りを見せ、ラス
トはさらにスピードを上げてゴールテープを切った。
夏休みに共に練習するなどして友好を深めた府市大学チームにとって、集大成となった
今回の女子駅伝。最後に襷がつながらなかったことが悔やまれるが、初参加で２１校中１
９位と大健闘であった。それぞれに見つかった課題を克朋し、来年は府大だけでチームを
結成して、さらに上位を狙っていきたい。
文責

小川

≪忚援に来てくださったＯＢ・ＯＧの皆様≫
木下さん（Ｈ１１年卒）
、道家さん（Ｈ１２年卒）
、岡本さん（Ｈ１９年卒）
、
久保さん（Ｈ２１年卒）
、佐野さん（Ｈ２１年卒）
お忙しい中、ありがとうございました。
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瑠美（２）

びわ湖大学駅伝
兼 第７１回 関西学生対校駅伝競走大会 予選会
９月３０日（水）滋賀・皇子山陸上競技場
天候 雨

気温 ２１．５℃

今年も去年と同じく各チーム上位八名の１００００ｍの合計で競い合うことになりまし
た。雨が降りしきり体の冷える中、１６の大学で上位５つの枠を争う厳しいものでした。
残念ながら念願としていたびわ湖大学駅伝本選出場は叶いませんでしたが、自己ベストを
出す選手が続出し、積み上げてきた練習の成果を発揮することができました。目立ったエ
ースがいなくとも平均タイム３３′１８を出し、層の厚さを感じました。これもひとえに
忚援してくださったＯＢ・ＯＧの皆様のおかげです。ありがとうございました。
試合結果

大阪府立大学

４°２６′２７″４３（７位／１６校中）

個人結果

１組
林 伸明（３）

３３′５０″ 組５位

武田 大輝（２） ３４′５５″ 組１０位
序盤から林（３）が先頭集団につき、その勢いのまま組５位でゴール。武田（２）も序
盤しっかりと先頭についていくも途中離され、粘りの走りでゴールした。両者ともベスト
タイムを記録した。

２組
藤井 嵩久（３） ３４′１４″ 組１２位☆
長い故障で思ったような練習ができていなかった藤井（３）だが、うまく調整ができ自
己ベスト更新でゴールした。

３組
藤原 英司（３） ３４′２２″ 組１６位
甲木 孝弘（１） ３２′４６″ 組８位 ☆
藤原（３）も甲木（１）もスタートから積極的なレースだった。しかし、藤原（３）は
少しずつ失速してしまう展開となった。甲木（１）も５０００ｍまで先頭についていき、
そこからじわじわ離されるも３２分台でおさめた。

４組
黒川 雄司（４） ３５′１６″ 組２３位
北川 拓哉（２） ３２′５１″ 組７位 ☆
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最初、黒川（４）が北川（２）を先行して積極的なレースを見せるも足を痛め、失速し
てしまう。北川（２）は後半からもあまりスピードをおとさずに、前の走者を追いかけて
３２分台でゴールした。

５組
野々口 諒一（３）３３′３２″ 組２１位
序盤、集団の真ん中あたりの位置でのレースとなった。その後もしっかりと自分のペー
スを守り、追い上げることはできなかったが自分のレースができた。

６組
西濱 大祐（４） ３２′２６″ 組１８位
逢坂 良樹（３） ３２′２２″ 組１６位☆
最終組とあって全体的に速い選手が多い中で、序盤から西濱（４）
、逢坂（３）共に上位
で走っていく。その後西濱（４）がやや失速するも両者ともその速いペースになんとかつ
いていこうとした。上位には及ばなかったが、好タイムでまわってくることができた。
文責

スタートする藤井（３）

≪忚援に来てくださったＯＢ・ＯＧの皆様≫
久保さん（Ｈ２１年卒）
、佐野さん（Ｈ２１年卒）
お忙しい中、ありがとうございました。
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大継

伸和（２）

第４６回関西学生陸上競技学年別選手権大会
１０月２０～２３日 長居第二陸上競技場
グランドコンディション
１０月２０日 晴れのち曇り ２１．５℃
１０月２１日 晴れ

２２．２℃

１０月２２日 晴れ

２１．８℃

１０月２３日 晴れ

２２．６℃

男子１００ｍ
穐西 俊弥（２）

予 １１″１９ （＋０．１ｍ）
（３着）
準 １１″４１ （－２．１ｍ）
（６着）

谷口 裕幸（３）

予 １１″２８ （＋１．５ｍ）
（５着）

穐西（２）は今シーズン、いまひとつ調子が出ていなかったため、ベスト更新が期待さ
れる学年別であった。予選は持ち前のスタートの良さが出せたようであったが、タイムは
うまく伸びず、ベスト更新とはならなかった。準決勝は疲れと風の影響か、タイムを大き
く落としてしまった。課題の残る試合となった。
谷口（３）はハムを痛めつつも、大会４日間のうち３日を力走する最初の競技であった。
風などの条件はよかったようだが、途中の加速も弱く、後半の伸びもなかった。やはり怪
我の影響か、本来の力を出せずに振るわない結果となった。
文責

伊吹

惇（２）

男子２００ｍ
中野 智典（１） 予 ２２″７５ （＋１．０ｍ）（３着）
準 ２２″６４★（＋０．２ｍ）（５着）
中田 洸樹（２） 予 ２２″３２ （＋０．９ｍ）
（３着）
準 ２２″１７ （＋０．０ｍ）
（５着）
決 ２２″６６ （＋０．３ｍ）（６位入賞）
谷口 裕幸（３） 予 ２２″７７ （＋０．０ｍ）（５着）
中野（１）は本人いわく「予選はいけると思った。」とのこと。その言葉通り余裕を持っ
て予選を通過。準決勝はなかなかの飛び出し。カーブでやや遅れ気味の展開になるが、大
きく離されることなくラストまでついていき、見事大学ベストをたたき出した。
今大会に向け調子を上げてきた中田（２）は、予選は一回り速い周りの選手に喰らいつ
き、ぎりぎりではあったが見事に準決勝に駒を進めた。準決勝も後半の伸びが見られ、タ
イムも自己ベストに近づいてきていた。決勝はタイムが取れていなかったことによるまさ
かの再レース。足をかなり痛めており、疲れもあって苦しい状況になった。タイムはおち
たが粘りのレースを見せ、大健闘したといえよう。
谷口（３）は、この２日間の疲れと怪我のせいか、全体的にスピードの出せないレース
展開となった。タイムも全く伸びず、残念な結果となってしまった。
文責
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穐西 俊弥（２） 伊吹

惇（２）

男子４００ｍ
弓場 大介（１）

予 ５６″５２（６着）

スタートから積極的に攻めていった弓場（１）だが、２００ｍからやや失速。ラスト３
００ｍでは他の走者に完全においていかれる展開となってしまった。しかし、本格的に練
習をはじめてまだ３ヶ月弱なので、これからに期待できるレースだった。
文責

大継

伸和（２）

男子８００ｍ
木村 和史（３）

予 １′５８″４７（１位通過）
準 １′５６″１２（６着）☆

１周目は集団の中で抑えて走り、２周目で前に飛び出した。力強い走りで後ろを突き放
し、１位で予選を通過した。
準決勝は２周目の最初のカーブで前に出るが、スパートをかけた集団に再び抜かされて
しまった。前との差が広がり、決勝進出はかなわなかったが、タイムは自己ベストを更新
した。
文責

小川

瑠美（２）

女子８００ｍ
関岡 由希子（１） ２′３４″９１（４着）★
小川 瑠美 （２） ２′２７″２１（４着）
１０月以降から中距離練を再開したこともあってか、小川（２）
・関岡（１）共に、序盤
からハイペースな先頭集団から離される苦しい展開となってしまった。タイム的にはベス
トと大差ないものの、強豪との差が感じられるレースとなった。
文責

武田

大輝（２）

男子１５００ｍ
赤坂 柾典（１）

予 ４′２８″３１（８着）☆

甲木 孝弘（１）

予 ４′０６″５４（４着）☆
決

４′０８″１１（５位入賞）

久保 知士（Ｍ１） 決 ４′２８″３６（１７着）
野々口 諒一（３） 決 ４′１１″３０（１２着）
赤坂（１）は夏に起こした故障からの復帰後初レース。１０００ｍ程まで前にくらいつ
くが、ペースを上げた先頭集団と離れてしまい、決勝には進めなかった。しかし自己ベス
トを更新し、順調に回復している姿を見せた。
甲木（１）は予選ではスタートから積極的なレースで先頭集団を走り続け、ラスト２０
０ｍで後続を大きく離し、予選通過ラインの４位でゴール。自己ベストで決勝進出を決め
た。決勝では、予選同様前半から積極的なレースを展開した。終盤で先頭に離されてしま
ったものの、最後まで粘りの走りをみせ、堂々の５位入賞を果たした。先日の琵琶湖予選
会、そして今回の学年別選手権で素晴らしい活躍を見せたスーパールーキーの今後の活躍
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も期待したい。
公認のレースは昨年の関西インカレ以来、実に１年と５カ月ぶりだという久保（Ｍ１）
は、院試や、研究室の多忙さから、あまり練習に参加できないこともあってか、ベストと
は程遠いタイムとなってしまった。野々口（３）は序盤先頭から少し離れた位置を走って
いたが、ラストまで中々順位を上げられなかった。タイムもベストには及ばず、本来の力
を出し切れないまま終わってしまった。
文責

武田

大輝（２） 小川

瑠美（２）

女子１５００ｍ
大石 真由香（２） 予 ４′５６″７０（６着）
最初からしっかりと先頭についていき、入りの４００ｍは７６秒、その後は８０秒でま
とめた。
ラストのペースアップに対忚しきれず、
惜しくもベスト更新とはならなかったが、
４分台を出したことで、次につながる自信の持てるレースとなった。
文責

小川

瑠美（２）

男子５０００ｍ
逢坂 良樹（３） １５′４０″９７（１５着）
藤原 英司（３） １６′０７″１９（１８着）☆
１４分台を狙う逢坂（３）は、序盤から積極的に先頭集団につき、最初の１０００ｍを
２分５５秒で通過する。しかし、２０００ｍを過ぎたあたりで失速。自己ベストにも届か
ない結果となってしまった。藤原（３）は序盤に第二集団につく。途中集団がばらけるも、
粘りの走りを見せ、見事自己ベストをマークした。しかし目標である１５分台に惜しくも
届かなかった。
文責

北川 拓哉（２）

女子５０００ｍ
大石 真由香（２）１８′０９″５９（８位入賞）
西村 実希子（１）１８′５３″６８（１３着）☆
小池 徳子 （１）２０′４７″１２（１８着）☆
大石（２）は前半速めで、後半少しラップが落ちても一定に保ち、ラストも力強く走っ
たが、１８分の壁を越えることができなかった。セカンドベストを出し、８位入賞ではあ
ったが、力を出しきれなかったと悔やんでいた。西村（１）はペースの合う選手と競り合
いながら、ほぼ一定のペースを刻んでいった。疲れを感じさせない軽快な走りで、５００
０ｍ出場２回目にして１８分台を叩き出した。小池（１）は初の５０００ｍ出場で、緊張
の面持ちではあったが、レースが始まってみると普段以上の力を発揮。ペースを落として
もまた戻し、目標の２０分切りには届かなかったが、高校時代の感覚を取り戻すよい試合
となった。
文責
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小川

瑠美（２）

男子４００ｍＨ
大継 伸和（２）

予

５７″０３（２着）

決

５４″５８（３位入賞）★

予選は３人が欠場ということで危なげなく２着に入り決勝に進出。決勝では二台目のハ
ードルで歩数が合わずに流れが途切れたかに思えたが、持ち味の後半の粘り強さで順位を
上げ、大学ベストのタイムで３位に入賞した。
文責

穐西

俊弥（２）

ハードルを跳ぶ大継（２）

男子３０００ｍＳＣ
山下 翔平（１） １１′３９″０１（１１着）
北川 拓哉（２） １０′０８″５２（７位入賞）
山下（１）は大学に入って二回目の３０００ｍＳＣで、前半ペースを上げ過ぎてしまい、
後半は苦しい戦いとなった。レース展開もタイムも納得いくものではなかったので、この
レースを踏み台に調子を上げていってほしい。
北川（２）は調子は良かったのだが、最初の１０００ｍから疲労を感じ、トップから離
れてしまった。
関カレ標準の９′４０″突破を目標としているため、
悔しい結果であった。
この冬で体力をつけて、春には標準突破を期待したい。
文責
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小川

瑠美（２）

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学 （山中（１）－中田（２）－中野（１）－谷口（３）
）
予 ４２″５６（４着）
今回の４×１００ｍは同じ組に関西学院、天理、同志社などがいて、激戦が予想された。
それでも１走の山中（１）は他チームにひけをとらず喰らいつき、バトンをつないだ。２
走の中田（２）は「少し硬かった」そうだが３走の中野（１）にも上手くつないだ。３走
の中野（１）と４走の谷口（３）の間のバトン練習はあまり積めなかったと聞いていたが
バトンはきれいに渡った。
文責

阪口

知己（２）

ラストを力走する谷口（３）。後方にいるのが中野（１）
。

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学 （中野（１）－谷口（３）－中田（２）－大継（２）
）
予 ３′２１″７３（２着）
４×４００ｍは決勝進出を目標に掲げていた。１走の中野（１）は持ち前のラストスパ
ートが光っていた。２走の谷口（３）はケガの影響もあり、
「練習不足」であったと言って
いたようにラストの直線ではきつそうだった。２走以降は１位の京都産業大学と３位の大
阪市立大学との差が大きすぎたため、一人旅になってしまった。その影響から３走の中田
（２）は「ペースが掴みづらく、もっと突っ込めば良かった」とレース後に話していた。
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同様に４走の大継（２）は競る相手がいなく、走りづらそうだった。タイムレース予選で
あり、決勝進出まで１．０３秒（予選１０着）であったため、みな悔しがっていた。
文責

阪口

知己（２）

男子走幅跳
山中 敬雄（１）

決 ６ｍ８５（５位入賞）

新田 真也（３）

予 ６ｍ４６（９位）

山中（１）は予選から安定して６ｍ７０台を記録した。ベスト８に残った１本目で６ｍ
８５を記録し、その勢いで記録を伸ばせるかと思われたが、残り２本とも力んでしまって
ファールとなった。７ｍには惜しくも及ばず、悔しがっていたが、５位入賞と健闘した。
ベスト記録大幅更新を狙う新田（３）だったが、なかなか調子を上げることができなか
った。３本ともファールはなかったが、記録が伸びなかった。ただ、あと２ｃｍでベスト
８に残れていたとあってかなり悔しい結果となった。
文責

大継

伸和（２）

男子走高跳
渡部 翔太（１）

ＮＭ

１本目・２本目共にふるわず、同じく走高跳を専門とする木村（１）と土居（３）がア
ドバイスをするも記録なしに終わった。朝から少し冷え込んでおり、アップ不足も原因と
いえよう。この悔しさをばねに冬季練習に励んでほしい。
文責

大石

真由香（２）

男子三段跳
山中 敬雄（１）

決 １４ｍ４０ （２位入賞、府大新！！）☆

高校時代によい記録を持ち、今期はこの試合にあわせてきたので、順位・記録ともに非
常にほっとした結果ではないだろうか。１本目から３本目までは１４ｍを超えるジャンプ
を連発するも１４ｍ２４の自己ベストを更新できなかった。５本目で１４ｍ４０のジャン
プを見せ、見事２位に入ることができた。高い集中力と試合にあわせる調整力がすばらし
かった。助走のスピード、バネ等改善できる点もあり、今後の成長にも期待したい。
文責

中田

洸樹（２）

男子砲丸投げ
西野 駿作（１） 決 １３ｍ２１（３位入賞）☆
９月の六公立戦で非公認ながらも自己ベストの１３ｍ１３を記録した西野（１）であっ
たが今回も成長を見せてくれた。１投目はバランスをくずしてサークルから出てしまい、
記録なしになってしまった。
２投目も指から抜けるような形で１１ｍ６４と揮わなかった。
そこで３投目に１３ｍ２１の大投擲をみせた。５投目も１３ｍ１２と１３ｍ台を記録し、
１３ｍ台を連発できる力を見せ付けてくれた。
文責 阪口
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知己（２）

三段跳に挑む山中（１）

≪忚援・競技参加に来てくださったＯＢ・ＯＧの皆様≫
久保さん（Ｈ２１年卒）
、佐野さん（Ｈ２１年卒）
お忙しい中、ありがとうございました。

４．その他の試合の結果
第三回尼崎ナイター記録会

９／５ 尼崎

１００ｍ 谷口 裕幸（３） １１″０４（＋０．１ｍ）６位 ☆府大新！！
伊吹 惇（２）

１１″９１（＋０．１ｍ）☆

２００ｍ 谷口 裕幸（３） ２２″３６（＋０．１ｍ）３位
大体大記録会
走高跳 渡部 翔太（１）

９／２０ 大体大
１ｍ８５☆

長距離強化競技会

９／２３ 尼崎

５０００ｍ 山下 翔平（１） １６′５０″２０☆
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兵庫秋季記録会
１００ｍ

山中 敬雄（１） １１″５７（－１．６ｍ）
伊吹 惇（２）

２００ｍ

１０／３・４ ユニバー陸上競技場
１２″０７（－０．７ｍ）

中野 智典（１） ２３″３４（－１．９ｍ）

３０００ｍ 大石 真由香（２）１０′３９″２９
走幅跳

山中 敬雄（１） ６ｍ９１（＋１．５ｍ）

武庫川月例マラソン

１０／１８ 武庫川河川敷

ハーフマラソン 黒川 雄司（４）１゜１７′１９
西宮国際ハーフマラソン

１１／１ 甲子園球場～武庫川

１０ｋｍ 黒川雄司（４）３４′３９

５．今後の目標と反省
短距離パート
夏の鍛錬を経て、また、春と違い調整もかけやすい秋シーズンでありますが、好記録が
いくつか生まれました。
・９月尼崎ナイター１００ｍにて谷口（３）がせいむつう新記録となる１１″０４をマー
ク。
・１０月学年別２００ｍにて中田（２）の２２″１７、中野（１）の安定した２２秒中盤
での走り。
などが挙げられます。また六公立でも１・２年生のフレッシュなチームで見事快勝を収め
ることができました。
短距離の急激なレベルアップは現在の２回生によるものであることは疑いようがありま
せん。その２回生中心となる来年は 府大短距離の真の進化が問われるシーズンとなりま
す。次期パート長、中田を中心に一丸となって、全員がレベルアップできるようこれから
長い冬を乗り越えたいと思います。今後ともご声援よろしくお願いいたします。
文責

短距離パート長 谷口

裕幸（３）

中距離パート
今回、中距離は長距離に混じって駅伝の練習を主にやってきました。男女ともなれない
距離でしたが、ほとんどの人は以前に比べて力をつけてきたように思います。学年別では
短い練習期間で、思うように記録が出ない人が多かったように思います。これから冬季練
習に入っていくので、新しいパート長の武田を中心に来年の春に全員がベストを出せるよ
うにがんばっていこうと思います。とりあえずの目標は全員が関西インカレ標準を突破す
ることです！！
文責
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中距離パート長 野々口

諒一（３）

長距離パート
長距離にとっては、びわ湖大学駅伝３年連続出場をかけた予選会がある重要な時期でし
た。夏休みには合宿や二部練習を行い、予選会の１００００ｍに向けて走りこみました。
まず、六公立戦では、１５００ｍ・５０００ｍの両種目で他大学に大きなポイント差を
つけて勝つことができました。その勢いで、びわ湖駅伝の予選突破を果たしたかったので
すが、結果は予選会７位と、本選出場には届きませんでした。府大としては去年とあまり
変わらない記録で、個々の結果としてはそれほど悪くはなかったと思います。もちろん、
全員が１００％の力を出せたわけではないので、まだまだ記録を伸ばす余地はあったと思
いますが、それでも予選通過校との差は平均で１分もあり、大きな実力差を感じさせられ
ました。来年、予選突破のためには、今の３～４回生ができる限り残ることが重要だと思
います。なおかつ、一人一人が１００００ｍで１分以上縮めなければなりません。これを、
来年の目標の基準にして、頑張りたいと思います。
１０月末に行われた学年別では、３０００ｍＳＣ・５０００ｍに出場した選手は、前半
の速いペースに対忚できずに後半バテてしまい、思うように結果を出せませんでした。こ
れまでは、１００００ｍを意識した練習だったので、スピード不足となってしまったよう
です。これからは、スピード強化を意識して練習し、１１～１２月の記録会の５０００ｍ
に出場していきます。また、今年は１２月６日（日）に行われる京都学生駅伝に出場する
予定ですので、そちらに向けても練習に励みます。
文責

長距離パート長 逢坂

良樹（３）

フィールドパート
この９～１０月の間で、ほとんどの選手が六公立戦・学年別選手権や各地記録会など数
試合をこなしていきました。今年最後の対校戦である六公立戦では各選手が本調子ではな
いながらもまずまずの記録を残し勝利することができました。フィールド種目のポイント
選手は大半が１回生なので、来年以降の対校戦でもこの経験を活かしてもらいたいと思い
ます。また夏以降で、１回生の山中・西野・渡部の３選手が自己ベストを更新することが
できました。特に学年別選手権において、山中が三段跳で府大新記録をマークし２位、西
野が砲丸投で３位になるなど、関西の同年代の選手を引っ張っていけるような活躍を見せ
ました。８月末の香川県高松市での夏合宿や夏休みの練習の成果が出たのではないかと思
います。
これから冬季練習に入っていきますが、まず今年の試合を振り返り各自で課題を明確に
して、高い意識を持って練習に取り組んでいきたいと思います。来シーズンで各選手が飛
躍できるよう密度の濃い冬季練習にできるよう頑張ります。今後とも忚援のほどよろしく
お願いいたします。
文責

フィールドパート長 新田

真也（３）

６．連絡事項
●１２月１９日（土）に幹部交代式およびＯＢ総会・忘年会が行われます。ご予定が合い
ましたら是非お越しください。
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