ＯＢ会通信

２０１１年度 第３号
大阪府立大学陸上競技部
拝啓
晩秋の候、朝夕と日中の寒暖差が大きくなってまいりました。ＯＢ・ＯＧの皆様はどの
ようにお過ごしでしょうか。私たち陸上部員は今季の主だった試合を終え、来季に向け、
冬季練習に励んでおります。
今回は、９月１５日に行われた六公立戦、２４日に行われた関西学生対校女子駅伝、１
０月１日びわ湖駅伝予選会、２５～２８日にかけて行われた学年別選手権を中心に報告さ
せていただきます。
敬具

関西女子駅伝を戦った中長女子メンバー
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１．主将あいさつ
今 回 のＯ Ｂ通 信で は、 六公 立戦 、関 西女 子 駅伝 、び わ湖 駅伝 予選 会、 関西 学年
別 選 手権 につ いて 報告 させ てい ただ きま す 。
六 公 立戦 では、主幹 をつ とめ なが らも男 女 アベ ック 優勝 する こと がで きま した 。
ま た、２つ の大 会新 記録 、１ つの 府大新 記 録も 生ま れま した これ は、部員 ひと り
ひ と りが 暑い 中、夏 季の 練習 や合 宿の成 果 があ らわ れた もの だと 思っ てい ます 。
関 西女 子駅 伝で は、 今年 こそ 襷を 最終 走 者ま でつ なぐ と意 気込 み、 大会 にの ぞ
み ま した が、 上位 校と の差 が歴 然と して お り、 繰り 上げ スタ ート とい う悔 しい 結
果 と なっ てし まい まし た。
び わ 湖駅 伝予 選会 では 、今 年か ら出 場枠 が ８枠 とな り、 本戦 出場 権の 獲得 に向
け 、 日々 の練 習に 励ん でい まし た。 しか し 、長 距離 選手 の少 なさ から 、ま だま だ
経 験 の浅 い １ 回生 選手 を多 く投 入し なけ れ ばな らな いな ど、 選手 層の 薄さ が 目 立
ち ま した 。
男 子 、女 子と もに 残念 な結 果に 終わ って し まい まし たが 、 今 年の 悔し さを 忘れ
ず 、 来年 こそ は、 悲願 を達 成し てほ しい も ので す。
関 西 学年 別選 手権 では 、 １ 回生 のほ とん ど が大 会に 出場 し、 ベス トを 出す 選手
や 、 悔し い思 いを する 選手 がい まし た。 こ れか らの 府大 陸上 部を 牽引 して いく １
回 生 にと って 大学 の大 会の 雰囲 気を 味わ う 良い 機会 にな った と 思 いま す。 また 、
今 大 会で も、 数名 の入 賞者 を出 しま した 。 男子 ３， ４年 砲丸 投で は、 西野 駿作 が
自 身 の持 つ府 大記 録を 更新 し ２ 位に 輝き ま した 。
最 後 に、 私が 主将 あい さつ の欄 を書 かせ て いた だく のも 、今 回の ＯＢ 通信 が最
後 に なり まし た。 ＯＢ 通信 だけ で接 する こ とが でき る Ｏ Ｂ・ ＯＧ の方 もい ます の
で 、 この 場を もち まし てお 礼の あい さつ を させ てい ただ きま す。 この １年 間、 主
将 を つと めさ せて いた だき まし た。 辛い こ とも あり まし たが 、様 々な 経験 をす る
こ と がで きま した 。 Ｏ Ｂ・ ＯＧ の皆 さま が 府大 陸上 部を 築き 上げ てき てく れた こ
と 。 現役 部員 のた めに 色々 と支 援を して く ださ って いる こと 。本 当に 感謝 して い
ま す 。１ １月 には 、 パ ート 長が 引き 継が れ まし た。 そし て、 １２ 月に は、 新幹 部
が 発 足し ます 。新 幹部 と な って も、 まだ ま だ府 大陸 上部 は続 いて いき ます ので 、
今 後 とも ご支 援、 ご声 援の ほう よろ しく お 願い しま す。
主将

３

山中敬雄（３）

２．主要試合結果報告
☆は自己ベスト、★は大学ベスト

第４２回関西六公立学生競技大会
９月１５日（水）金岡公園陸上競技場
今年も昨年と同様、女子の対校の部が行われました。

男子１００ｍ
１．内賀嶋 陽史（大府大）１１″０４

２．前山 龍平（大府大）１１″１１

３．高橋 将基 （兵県大）１１″３１

４．河本 龍徳（兵県大）１１″４０

５．川本 有亮 （京府大）１１″６６

６．有山 歩 （京府大）１１″８３

大府大

１１点 兵県大 ７点 京府大 ３点

内賀嶋（２）はレース前、調子が悪いといっていたが、スタート中盤からトップに立つ
と、そのまま力強い走りでトップを維持し１位でゴールした。前山（２）はスタートで少
し出遅れたものの、後半において巻き返し２位でゴールした。今、２年生短距離の中で一
番実力のある２人がワンツーでフィニッシュした。
文責

小川潤（２）

男子４００ｍ
１．中野 智典（大府大）４９″１８☆ ２．松本 和也（大府大）５０″１３
３．小林 慶弘（兵県大）５０″９７

４．有山

５．中原

６．川本 有亮（京府大）５３″９４

大府大

悠 （兵県大）５２″２５

歩 （京府大）５１″３６

１１点 兵県大 ６点 京府大 ４点

参考タイムからトップを争う府大の選手たちは、両選手とも好調なスタートを見せる。
第三カーブを過ぎたあたりから、中野（３）がこの夏、さらに磨きをかけた圧巻のスピー
ドを見せ、先頭に躍り出る。それを追いかける松本（Ｍ１）。最後は苦しむも２着でゴー
ルし、府大は安定した走りでワンツーフィニッシュを守りきった。合宿後初の試合ではあ
ったものの、この夏の成果が出たのではないか。両選手の今後にぜひ注目したい。
文責 前田梨奈（２）

４

男子１５００ｍ
１．甲木 孝弘 （大府大）４′０９″１６

２．神里

３．中野 友輝 （大府大）４′１５″５０

４．小林 靖幸（京府大）４′１５″６９

５．永田 竜太郎（兵県大）４′１５″８４

６．古田

大府大

良 （兵県大）４′１０″５９
翔 （京府大）４′３５″９５

１０点 兵県大 ７点 京府大 ４点

甲木（３）は前半からとばしていき５０００ｍに向けて体力を残しながらも一位でゴー
ルした。中野（１）は序盤で二位の選手と差をつけられながらも落ち着いたレース展開で
確実に順位を狙っていき、ベストに近いタイムで走ることが出来た。次のレースにも期待
したい。
文責

前山龍平（２）

男子５０００ｍ
１．長島 俊泰（兵県大）１５′２５″９４

２．胸永 拓也（兵県大）１５′３５″２５

３．甲木 孝弘（大府大）１６′１１″０２

４．北川 拓哉（大府大）１７′０９″５６

５．佐藤 優穂（京府大）１７′１６″２９

６．小林 靖幸（京府大）２１′０９″６５

大府大

７点

兵県大 １１点 京府大 ３点

兵県大２選手の参考タイムの速さから接戦が予想された５０００ｍ。初めから兵県大の
選手１人が飛び出し、甲木（３）はもう１人の兵県大の選手についていき、北川（４）は
そこから一歩出遅れた様子であった。３０００ｍを過ぎた辺りで、甲木が兵県大の選手と
離れてしまい、そのまま粘ることが出来ずゴール。北川もベストとは程遠い走りになって
しまった。びわ湖予選会では素晴らしい走りを期待したい。
文責

佐原敏基（２）

走幅跳
１．山中 敬雄（大府大） ６ｍ７７

２．矢野 達哉（大府大） ６ｍ６１

３．上坂 知弥（兵県大） ６ｍ２５

４．土橋 哲明（兵県大） ６ｍ１６

５．佐藤 優穂（京府大） ４ｍ２１

６．古田

大府大

翔 （京府大） ３ｍ９８

１１点 兵県大 ７点 京府大 ３点

山中（３）は、助走のスピードがのらず思うように跳躍が出来なかったが、確実に記録
を残し１位。矢野（２）は安定した跳躍を見せベストに近い記録を出し２位につけた。
文責
５

保科政幸（２）

走高跳
１．田中 英和（大府大） ２ｍ００

２．渡部 翔太（大府大） １ｍ９０

３．川井 夢人（兵庫大） １ｍ７５

４．小林 靖幸（京府大） １ｍ４５

５．古田
大府大

翔 （京府大） １ｍ３５
１１点 兵県大 ４点 京府大 ５点

両選手は１ｍ７５から試技を開始し、１ｍ８５までは危なげなく跳んでいた。しかし、
渡部（３）は１ｍ９０で初めてバーを落とし、三回目の試技で成功するもその次の１ｍ９
５は成功することができなかった。また、田中（２）は本来より少ない歩数で２ｍ００と
いう記録に終わったが、二人は１位、２位を取り、府大に大きく貢献した。
文責

矢野達哉（２）

砲丸投
１．西野 駿作（大府大）１４ｍ５８

２．建石 将行（兵県大）１０ｍ５４

３．奥野 照基（大府大）１０ｍ１８

４．高木 俊亮（京府大） ８ｍ６１

５．小倉 裕平（兵県大） ７ｍ９６

６．清水 紀彦（京府大） ７ｍ７０

大府大

１０点 兵県大 ７点 京府大 ４点

西野（３）は、非公認ながらも昨年度のチャンピオンシップの標準を超える記録を投げ
た。また、ファールであったが１４ｍ後半、もう少しで１５ｍのラインにも届きそうな投
擲を見せ、貫禄の１位を獲得した。奥野（２）も目標としていた１０ｍを超える投擲をし、
見事本種目の府大勝ち越しに貢献した。
文責

田中英和（２）

やり投げ
１．大黒 貴弘（大府大） ４８ｍ０３ ２．保科 政幸（大府大） ４７ｍ２３
３．奥野 良介（兵県大） ４６ｍ１０ ４．高木 俊亮（京府大） ３８ｍ２０
５．建石 将行（兵県大） ３６ｍ８６ ６．清水 紀彦（京府大） ２１ｍ５１
大府大

１１点 京府大 ４点 兵県大 ６点

やり投げには専門の選手がいないため、跳躍パートより保科（２）と大黒（１）が出場
した。保科・大黒はともに府大歴代記録にのる大投擲を見せ１・２フィニッシュを果たし
た。大黒はひじの調子が良くないようだが、練習次第では保科と共に今後の対抗戦での活
躍が期待される。
文責
６

大仲健司（２）

スウェーデンＲ
１．大阪府立大学（前山―内賀嶋―松本―中野） １′５８″８０
２．兵庫県立大学（河本―太田―小林慶―中原） ２′００″２２
３．京都府立大学（高木―小林靖―川本―有山） ２′０８″２７
大府大

６点

兵県大 ３点

京府大 ０点

今年の府大は圧巻の走りを見せた。前山（２）が兵県大の選手から遅れながらも踏ん張
りを見せると、内賀嶋（２）は前半で追い付き後半のコーナーで一気に突き放した。松本
（Ｍ１）も力強い走りで相手をまったく寄せ付けず、そのまま中野（３）にバトンが回っ
た。中野は、後半にスピードを上げ、６月のケガからの完全復活を象徴づけるラストスパ
ートで相手選手を振り切ってのフィニッシュ。府大新とまではいかなかったが、１・２回
生の若い力の成長で、この先どこまで記録を伸ばすことができるか楽しみである。
文責 神農伸治（２）

安定した跳躍を見せる田中（２）

７

女子１００ｍ
１．青木 洋美（京府大）１２″８１

２．宝徳 奈津美（大府大）１３″３２

３．杉山 沙織（兵県大）１３″７０

４．石井 あかり（大府大）１４″８５

５．水落 佳奈（京府大）１５″０５

６．木崎 菜摘 （兵県大）１５″７３

大府大

８点

兵県大 ５点

京府大 ８点

４００ｍが専門である宝徳（１）は安定のある走りで、３位の選手が迫ってきていたも
のの２位でフィニッシュした。石井（２）はスタートで少しもたつき遅れをとったが、後
半は順位をキープし４位でフィニッシュした。
文責

小川潤（２）

女子１５００ｍ
１．南篠

愛

（兵県大）５′０４″４５

３．三須 麻里絵（京府大）５′１８″８６

２．前田 梨奈（大府大）５′１５″３０
４． 泉

杏里（兵県大）５′２３″４３

５．小池 徳子 （大府大）５′３６″２５ ６．水落 佳奈（京府大）５′４５″９８
大府大

９点

兵県大 ９点

京府大 ３点

小池（３）は、序盤で周りに少し離されてしまったものの自己ベスト近いタイムで走る
ことが出来た。前田（２）はスタートから積極的なレースを展開していった。８００ｍ地
点で前の選手と離されてしまい後半はスピードが落ちてしまったものの２位でゴールする
ことが出来た。
文責

８

前山龍平（２）

総合成績
大阪府立大学

兵庫県立大学

京都府立大学

男子トラック合計

４５

３４

１４

男子トラック順位

１

２

３

男子フィールド合計

４３

２２

１８

男子フィールド順位

１

２

３

女子得点

１７

１４

１１

女子順位

１

２

３

総合得点

１０５

７０

４３

総合順位

１

２

３

＜オープンの部＞

１００ｍ
＜男子＞
早川 哲史（１） １０″９
樫本

涼 （１） １１″９

吉武 信二（部長）１２″１
＜女子＞
草西 佑美（２） １５″４

４００ｍ
武田 大輝（４） ５３″７
山中 敬雄（３） ５１″４
弓場 大介（３） ５２″９
小川 潤 （２） ５４″２
神農 伸治（２） ５８″１
川越 俊幸（１） ５２″９
９

１５００ｍ
＜男子＞
大林 航

（Ｍ１）５′４６″６

野々口 諒一（Ｍ１）４′３１″０
小槻 日出夫（１） ４′４６″３
＜女子＞
西村 実希子（３） ５′２０″２

５０００ｍ
逢坂 良樹 （Ｍ１）１７′１６″５
野々口 諒一（Ｍ１）１６′５６″３
赤坂 柾典 （３） １７′１４″７
山下 翔平 （３） １６′４２″５
遠藤 耀司 （１） １８′１４″８
北川 直昭 （１） １８′００″７
高尾 信成 （１） １９′１６″３
中野 友揮 （１） １７′２０″５

走幅跳
野本 健太（２） ６ｍ２５
保科 政幸（２） ６ｍ４６
大黒 貴弘（１） ６ｍ７９
仲西 穂高（１） ６ｍ３４

スウェーデンR
早川（１）―高原（２）―山中（３）―伊吹（４） ２′０８″７
甲木（３）―甲木（３）―甲木（３）－甲木（３） ２′４７″９

《応援・競技に参加して頂いたＯＢ・ＯＧの皆様》
吉武先生、二反田さん、逢坂さん、大林さん、野々口さん
お忙しい中、ありがとうございました。
１０

第２１回関西学生対校女子駅伝競走大会
９月２４日（土）神戸しあわせの村
今年も昨年と同様、大阪府立大学の単独での出場ができました。去年、襷をつなぐこと
のできなかった悔しさを胸に、今年こそはと、首都大戦後から毎日必死に練習に励んでき
ました。

総合結果
大阪府立大学ＤＳＱ（走路外インフィールド侵入による）
第１区（３．９ｋｍ）関岡

由希子（３）

１５′３１″

３年連続の一区を任された関岡（３）は前半オーバーペース気味に入ってしまい、後半
は苦しいレース展開になってしまった。専門ではなく、不慣れな距離であったが、声援を
力に変えて最後まで力強い走りを見せてくれた。今年で最後の駅伝となったが、来年出場
する選手には関岡の精神的な強さを見習ってより強い選手となってもらいたい。
文責

第２区（３．３ｋｍ）大石

真由香（４）

野本健太（２）

１２′１８″

今回、大石（４）は４回生ということもあり研究で忙しい中、合間を縫って自主トレに
励んでの出場となった。しかし、持ち前のスピードを生かした軽快な走りで好記録をマー
クした。これまでチームを牽引してきた選手だけあり、チームを勢いづけるすばらしい活
躍を見せた。
文責

第３区（６．５ｋｍ）西村

実希子（3）

野本健太（２）

26′05″

昨年と同じ距離の６.５ｋｍを走った西村（３）は前回の経験を生かし、落ち着いたレー
スを展開した。５０００ｍを過ぎたあたりから若干バテてしまったが、最後はパート長の
意地を見せて猛烈なスパートをかけた。
文責

第４区（６．５ｋｍ）前田

梨奈 （２）

野本健太（２）

２６′２４″

前田（２）はこれがラストレース。これまでの陸上への思いをぶつけるかの様な気迫の
こもった走りをした。練習でも意識している最後の粘りを十分に発揮し、去年のタイムを
上回り有終の美を飾った。
文責
１１

野本健太（２）

第５区（３．３ｋｍ）小池

徳子 （３）

１２′５５″

昨年の悔しい思いを忘れず練習を積んできた小池（３）は、努力の甲斐あり、以前から
課題としてきたスピードの向上に成功し、昨年の自己記録を３０秒も更新した。だが、５
区～６区でトップと１５分以上は離れてしまい襷リレーがかなわず悔しい結果となった。
来年こそはゴールまで襷をつなげてもらいたい。
文責

第６区（６．５ｋｍ）松本

迪子 （１）

野本健太（２）

ＤＳＱ

今年が初めての出場となる松本（１）は、経験したことのない距離に苦しい走りとなっ
た。また、最後の周回コースでインレーン侵入のため記録を残せなかった。一年目から駅
伝に出場した経験を生かし来年の活躍に期待したい。
文責

野本健太（２）

この試合を最後に陸上生活に終止符を打つと決めた前田（２）
《応援にお越し頂いたＯＢ・ＯＧの皆様》
志儀さん、木下さん、道家さん、岡本さん、上野山さん、黒川さん、西濱さん、松本さん、
大林さん、野々口さん、藤井さん、藤原さん
遠いところ、お越し頂きありがとうございました。

１２

びわ湖大学駅伝兼
第７３回関西学生対校駅伝競走大会予選会
１０月１日（土）滋賀県

皇子山陸上競技場

昨年よりもさらに１校増え、総勢１８校で行われ、各チーム上位８名の１００００ｍの
合計タイムで競い合いました。今年も大勢のＯＢ・ＯＧの方々が応援に駆けつけてくださ
いました。遠いところまで足を運んで頂き、ありがとうございました。雨は降らなかった
ものの、気温が低く、選手たちにとって非常に厳しいコンディションの中での試合となり
ました。この予選会に向け、選手一同、努力を続けてきました。しかし、年々高くなる壁
の前に、予選突破は叶いませんでした。この悔しい経験を忘れることなく、来年以降に活
かし、頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

総合結果
13 位/18 位大阪府立大 4 時間 33 分 30 秒 01(上位 8 名のタイム)

第1組
逢坂 良樹（Ｍ１）３４′０６″９８
高尾 信成（１） ３７′４３″１１
１組目には逢坂（Ｍ１）と高尾（１）が出場した。序盤、逢坂は集団の後ろにつけ一定の
ペースで刻み、集団がバラけ始めた後半では少し出遅れたものの、しっかりと先頭集団に
食らいつき粘りのレースを展開した。高尾は前半こそ集団についていたが、後半にこらえ
きれずにペースダウンしてしまい悔しい結果となってしまった。この経験を糧に来年の活
躍に期待したい。
文責

１３

野本健太（２）

第２組
北川 直昭（１） ３６′３７″０２
遠藤 耀司（１） ３７′００″２８
２組目には北川（１）と遠藤（１）が出場した。北川は本人も宣言していた通り、前半
から積極的に前の先頭集団について行っていた。しかし、中盤で最初のオーバーペースが
たたりばててしまい、大きく離され厳しい試合内容となった。前へ出る積極性を持ってい
るので今後の練習次第では更なる記録が期待される。遠藤は大学から陸上を始めた選手で、
まだ十分に練習を積めていなかったためか、序盤から先頭集団からも離されてしまい、本
人の目標としていた北川とも離れ、苦しいレースとなった。試合後には悔しさも見せてい
た。遠藤の終盤におけるスプリント力には目を見張るものがあるので、記録はまだまだ伸
びるだろう。
文責

大仲健司（２）

第３組
中野 友揮（１） ３４′５７″１６
スタート時から自分のペースで走ったが、５０００ｍを過ぎたころから顔が険しくなり、
苦しい走りになってしまった。そのままペースを持ちなおすことができずに終盤を迎えて
しまったが、最後の１０００ｍでスパートをかけ、なんとか３４分台で走りきることがで
きた。
文責

１４

田中英和（２）

第４組
野々口 諒一（Ｍ１） ３３′３８″００
赤坂 柾典 （３）

３４′３９″７１

スタート時、野々口（Ｍ１）は集団の真ん中に、赤坂（３）は後ろにそれぞれ位置取る。
集団がばらけはじめ、野々口は先頭集団にくらいつくも、途中からはその集団から落ちて
くる選手について走った。後半は抜きつ抜かれつの展開を見せ、最後は持ち前のスピード
を発揮してのゴールとなった。赤坂は第２集団についていくが、後半はペースが上がり、
着いて行くことが出来なかった。しかし最後は粘りの走りを見せゴールした。
文責 佐原敏基（２）

第５組
北川 拓哉（４）３２′１１″８５
山下 翔平（３）３４′３３″２０☆
第５組は１０００ｍの通過が３分という高速ペースで始まった。序盤は２つの集団にわ
かれる形となり、北川（４）は第一集団、山下（３）は第二集団についた。北川は４００
０ｍまで第一集団で走り、その後も上位数人は抜け出したが、なんとか集団にくらいつい
た。７０００ｍ付近から集団が解消されたが、大きく崩れることはなく３２分前半でゴー
ルした。山下は３０００ｍまでは第二集団についていったが、その後は大きく離されてし
まった。それでも粘り強い走りが生きて、３４分半ばの公認自己ベスト記録を出すことが
できた。
文責

１５

高原裕樹（２）

第６組
甲木 孝弘（３） ３２′４６″０６
各大学のエースが集う第６組。府大長距離パート長である甲木（３）は序盤、先頭集団
に付くも、大会前から悪化していた足首の怪我で上手く調整できなかった影響もあり、粘
りきることが出来ず徐々にペースは落ちていき、最終的には去年よりタイムを落としてし
まった。チームとしても長距離パート長としても、悔しさと課題が残る大会となった。
文責 内賀嶋陽史（２）

びわ湖予選会初出場の北川（１）ひだりから２番目
《応援にお越し頂いたＯＢ・ＯＧの皆様》
木下さん、道家さん、岡本さん、久保さん、黒川さん、西濱さん、二反田さん、逢坂さん、
大林さん、木村さん、新田さん、野々口さん、林さん、藤原さん
お忙しい中、誠にありがとうございました。
１６

第４８回関西学生陸上競技学年別選手権大会
兼第３３回関西学生混成選手権大会
１０月２５日（火）～２８日（金） 長居第２陸上競技場

男子１００ｍ
内賀嶋 陽史（２） 予 １１″２４（＋０．１ｍ）
前山 龍平 （２）

（４着）

ＤＮＳ

早川 哲史 （１） 予 １１″３８（－０．１ｍ）

（３着）

前山（２）は肉離れのため棄権した。内賀嶋（２）は数日前の日本ジュニアで１１０ｍ
Ｈに出場したため、疲労が抜けないままの試合となった。疲れからかキレの悪い走りをし
てしまったが、本人は今の状態の確認ができたと、専門種目であるハードルにすぐさま気
持ちを切り替えていた。早川（１）は夏の練習を経て、受験明けの体のなまりを完全に解
消してきた。同回生の中でエースの役割を担う早川には高校時代の記録に並ぶだけで満足
せず、意欲的にベストの更新を狙っていってもらいたい。
文責

野本健太（２）

男子２００ｍ
中野 智典（３） 予 ２２″２１（＋０．６ｍ）

（５着）★

樫本

（６着）★

涼 （１） 予 ２４″１１（＋０．９ｍ）

中野（３）は、前日の４００ｍ等の疲労をぬぐい去ることができなかったのか、序盤か
らレース争いに出遅れ、終始その劣勢を挽回できなかった。記録も自己ベストから多少遅
れてしまった。だが、３日間を通じたタフな活躍ぶりは我々を鼓舞してくれた。樫本（１）
は、同じ組の相手に差を開けられる形で、１人だけのつらい走りを強いられた。それでも
動揺せず、終始同じぐらいのペースで走り、見事好タイムをマークした。
文責

１７

神農伸治（２）

男子４００ｍ
松本 和也（Ｍ１） 予 ５１″３２

（４着）

中野 智典（３）

予 ４９″１１☆

（２着）

決 ５１″８３

（第６位）

弓場 大介（３）

予 ５３″１０

（８着）

川越 俊幸（１）

予 ５２″９７

（４着）

準 ４９″８０（４着）

松本（Ｍ１）は前半からとばしていくも、終盤では思ったように体が動かず不満の残る
レースとなった。中野（３）も前半から積極的なレース展開で３００ｍ付近まで１位をキ
ープした。ラストも安定した走りで、自己ベストを更新しての準決勝進出となった。準決
勝の組はレベルが高く、決勝進出は難しいと思われたが、粘りの走りで決勝の＋２枠を勝
ち取った。決勝では予選や準決勝の疲労が重なり、思うように動けず６位となった。弓場
（３）は周りに流されずに自分の走りに徹したが、納得のいかない結果となった。川越（１）
は５１秒のベスト記録を持っており、今回はその記録に及ばなかったが、来シーズンの完
全復活に期待したい。
文責

高原裕樹（２）

男子８００ｍ
中野 友揮（１） 予 ２′０９″６３

（６着）

中野（１）は 1 周目から先頭に離されて、２周目もスピードをあげられず、終始苦しい
レースとなってしまった。高校時代の記録が良いだけに高いレベルを求められてしまうが、
周囲のプレッシャーに負けず、来シーズンに好記録を出せるように頑張ってほしい。
文責

田中英和（２）

男子１１０ｍＨ
内賀嶋 陽史（２） 予 １５″０１（＋１．３）
決 １４″６３（＋３．１）

（４着）
（第５位）

内賀嶋（２）は中間疾走でうまくスピードに乗りきることができず思うようなレースが
できなかった。本調子には遠く及ばないが地力のある内賀嶋は辛くも予選突破。決勝では
終盤に強風でバランスを崩されたものの、勝負強さを発揮して好記録をマークした。
文責
１８

野本健太（２）

男子５０００ｍ
北川 直昭

（１） 予 １７′２０″４７

（第３４位）

小槻 日出夫 （１） 予 １７′３７″４４

（第４０位）

小槻（１）は初の５０００ｍ出場であった。二人ともかなり苦しいレースとなったが、
小槻は目標の１８分切りが達成できた。北川（１）は目標が１７分切りだったので悔しい
結果となった。レースの前半は二人とも後ろの何人かの集団の中にいたが、２ｋｍあたり
で小槻は少し離され、一方北川は前に人がいなくなり、北川は精神的にもペースを上げる
ことが難しくなった。しかし、二人ともいい走りをしているので今後の伸びに大きな期待
がかかる。
文責

小川潤（２）

男子１００００ｍ
高尾 信成（１） ＤＳＱ ＜オーバータイム＞
唯一の１００００ｍ出場となった高尾（１）は、ハイレベルな選手が集まるなか、最初
から果敢についていく。しかし、途中から疲れが来たのかペースが落ち始める。後半は一
定のペースを刻んだが、残り１周で３５分の制限タイムを超えたため無念の打ち切りとな
った。走り切れば自己ベストだったと思われるだけに悔しい結果となった。この悔しさを
忘れず、今後の走りにつなげてもらいたい。
文責 佐原敏基（２）

男子３０００ｍＳＣ
北川 拓哉（４） 決

９′３６″８９

（第 ４ 位）

山下 翔平（３） 決 １０′１６″８６☆

（第１０位）

北川（４）は最初、抑え目で入ったが徐々に選手を拾っていく。最後にスパートを見せ
るも、表彰台には一歩届かず悔しさを見せていた。しかし、関西インカレの標準を切るこ
とは出来た。山下（３）は第一集団についていくも、ペースが速かったのか途中から離れ
てしまう。そこからは苦しい走りとなったが最後は粘りを見せ、２秒ほど自己ベストを更
新した。
文責 佐原敏基（２）
１９

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学Ａ （早川（１）―内賀嶋（２）―中野（３）―山中（３）
）
予

４２”５３

（３着）

大阪府立大学Ｂ （伊吹（４）―保科（２）―高原（２）―渡部（３））
予

４４”８５

（５着）

大阪府立大学Ａの内賀嶋（２）
、中野（３）の両名は疲れを押し切って男子４×１００ｍ
リレーに臨み、怪我による選手の入れ替えなどもあったがしっかりバトンも渡り、全員が
持てる力を全て出し切ることが出来た。大阪府立大学Ｂは即興のメンバーにも関わらずバ
トンパスに成功し、走りきることが出来た。
文責 前山龍平（２）

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学Ａ （松本（Ｍ１）―中野（３）―前山（２）―川越（１））
予

３′２５″１３

（５着）

大阪府立大学Ｂ （小川（２）―早川（１）―高原（２）―武田（４））
予

３′３４″６１

（７着）

大阪府立大学Ａは、１走の松本（Ｍ１）が快調な走りをみせ２走の中野（３）にバトン
パス。中野は試合疲れもありベストな状態ではないものの安定した走りであった。前山（２）
は後半、怪我をしてしまい失速。４走の川越（１）は大学に入ってからのラップタイムが
ベストという力走をみせた。大阪府立大学Ｂは、小川（２）は前半少し力んでしまったが
２走の早川（１）へ。早川は後半粘りのある走りをみせた。３走の高原（２）はラスト１
００ｍで少しばてたものの、前半積極的に飛ばしていった。武田（４）は練習にあまり顔
を出せない中の出場でありキレのある走りはできなかったらしいが、見事走りきった。冬
季に更なる経験を積む彼らに来シーズンも期待したい。
文責

２０

草西佑美（２）

走幅跳
仲西 穂高（１） 決 ６ｍ１８（＋２．１ｍ）

（第１９位）

大黒 貴弘（１） 決 ６ｍ６６（＋２．７ｍ）

（第１２位）

保科 政幸（２） 決 ５ｍ８６（＋２．１ｍ）

（第２０位）

山中 敬雄（３） 決 ７ｍ０６（＋１．３ｍ）

（第 ５ 位）

仲西（１）は１本目２本目を続けてファールしてしまい、３本目で思い切った踏切を出
来ず悔いの残る結果となった。今季、対抗戦で非公認ながらベストを出した大黒（１）は
７ｍ越えを狙っていたものの、動きが上手く噛み合わず、ベスト８にあと一歩届かなかっ
た。保科（２）は対抗戦や怪我の影響もあり、シーズン通して跳躍練習を積めておらず、
思い通りの跳躍が出来なかった。試合前に「みんなの前で７ｍ跳ぶ」と公言していた山中
（３）は宣言通り５本目で７ｍ０６を記録し、見事５位入賞を果たした。しかし４位と４
０ｃｍ以上も離されていたこともあり嬉しい半面、悔しさをにじませていた。
文責 内賀嶋陽史（２）

三段跳
矢野 達哉（２） 決 １４ｍ６３（＋２．２ｍ）☆ （第２位）
山中 敬雄（３） 決 １４ｍ５１（＋１．０ｍ）

（第９位）

矢野（２）はこの試合の直前まで調子が悪いと言っていたが、跳躍に問題はなく走りを
活かせたこともあり、自己ベストを更新するに至った。山中（３）は、調子が悪いわけで
はなかったが選手たちのレベルが高く、３回の試技で終わってしまい良い結果を残せなか
った。
文責

保科政幸（２）

走高跳
渡部 翔太（３） 決 １ｍ８５

（１３位）

田中 英和（２） 決 １ｍ８５

（ ６ 位）

渡部（３）は試技の最中に足首を痛めるというアクシデントにより、満足のいく跳躍が
できず、田中（２）は試合が続いたためか、疲労が見られた。また、同時刻に競歩が行わ
れており、集中しづらい状況であったことも記録が思わしくなかった原因として考えられ
る。この悔しさをバネに冬季練習でそれぞれの弱点が克服されることを期待したい。
文責
２１

矢野達哉（２）

砲丸投
西野 駿作（３） 決 １４ｍ６６☆ （第２位）
現府大記録保持者である西野（３）は１投目から１４ｍ５１と好発進し、そのままの勢
いで１４ｍを超える好記録を出し続けた。そして最終投擲で府大記録でもある自己ベスト
を上回る１４ｍ６６をだし２位という素晴らしい結果だった。終わってみると６投中４投
が１４ｍを越えており調子が良かったといえる。西野はこの試合で就職活動のため引退で
あるが、最後の最後に素晴らしい投擲を見せ有終の美を飾った。
文責

奥野照基（２）

女子４００ｍ
宝徳 奈津美（１） 予 １′０２″９７

（７着）

宝徳（１）は、前半は自分のペースを守って走り、後半もしっかりと粘りを見せた。ベ
スト記録には僅かに及ばなかったが、受験期のブランクをほぼ乗り越えたと思っていいだ
ろう。来シーズンの爆発的な記録の伸びに期待したい。
文責

高原裕樹（２）

女子８００ｍ
金堂 奏

（１） 予 ２′５４″４９

（６着）

関岡 由希子（３） 予 ２′３０″５１

（６着）

金堂（１）関岡（３）の両選手は８００ｍに出場する１時間ほど前に４×４００ｍに出
場していたということもあり、序盤から疲労を隠せない走りであった。しかし、関岡は自
己ベストで走ることができたら決勝出場も見えたので、来年には決勝に出場してほしい。
文責

２２

田中英和（２）

女子５０００ｍ
松本 迪子 （１） 決 ２０′５２″８３

（第３２位）

西村 実希子（３） 決 １９′１６″３８

（第１８位）

松本（１）は初のトラックレースとなった。１ｋｍまでは後ろ集団の中で走っていたが、
１ｋｍあたりからは最後尾になってしまった。全体的に苦しいレースであった。本人自身
も苦しかったようだ。しかし、課題もたくさん見つかり、冬季練習に意気込みを見せてい
る。
西村（３）は、前半から最後尾の３人の集団で走っていた。途中、抜きつ抜かれつのレ
ース展開を見せたが、最後は離されてしまい、最下位となってしまった。女子駅伝からの
調整がうまくいっておらず、また、気持ちでも負けてしまったらしく、自己ベストより４
０秒以上遅い結果となった。西村はこれから学業の面で忙しくなるが、来シーズンも頑張
ってほしいと思う。
文責

小川潤（２）

女子４×１００ｍＲ
大阪府立大学 （草西（２）―宝徳（１）―金堂（１）―石井（２）
）
予 ５６″７２

（６着）

宝徳（１）が一回生ながらエースとしてチームを引っ張り、他のメンバーもそれぞれが
ベストを尽くし力強い走りを見せた。短距離チームにおける女子部員の数がきわめて少な
い中でリレーを組むというのは大変であるが、今後とも女子リレーチームの活躍にも期待
していきたい。
文責

２３

前山龍平（２）

女子４×４００ｍ
大阪府立大学（宝徳（１）－関岡（３）－石井（２）－金堂（１））
予 ４′３４″５７

（７着）

メンバー全員がマイル初出場ということだったが、本人たちはレースを楽しめたようだ
った。宝徳（１）は４００ｍの府大記録の更新を期待できる選手なので、今後のリレーの
キーパーソンとなることは間違いないだろう。また金堂（１）も専門は中距離だが短距離
にも興味を示しており、まだ１回生ということで、今後宝徳とともに府大女子を引っ張っ
ていける存在となることに期待したい。
文責

《応援にお越し頂いたＯＢ・ＯＧの皆様》
岡本さん、西濱さん、松本さん、中谷さん、野々口さん、山本（僚）さん
お忙しいところ、応援して頂き、ありがとうございました。

２４

大仲健司（２）

３．その他の記録
全日本インカレ ９/１０ ｉｎＫＫＷＩＮＧ
１１０ｍＨ
内賀嶋 陽史（２）

１４″８６（＋２．０ｍ）

姫路選手権 ９/１１ ｉｎ姫路市立
４００ｍ
松本 和也 （Ｍ１） 予 ５１″３１
準
中野 智典 （３）

５０″８９

予 ５０″５３
準

４９″４４

体大記録会 ９/１８ ｉｎ体大浪商
１００ｍ
奥野 照基 （２）

１２″０７（＋０．３ｍ）

４００ｍＨ
小川 潤

（２）

５８″８７

兵庫秋季記録会 １０/８-９ ｉｎ神戸ユニバー
２００ｍ
松本 和也 （Ｍ１）

２３″２０（＋１．３ｍ）

中野 智典 （３）

２２″７２（＋１．３ｍ）

４００ｍ
松本 和也 （Ｍ１）

５０″９５

中野 智典 （３）

４９″８５

走幅跳
山中 敬雄 （３）

６ｍ５５（－１．０ｍ）

大黒 貴弘 （１）

ＮＭ

走高跳
田中 英和 （２）

１ｍ９０

２５

堺市民オリンピック １０/１０ ｉｎ金岡
１００ｍ
伊吹 惇

（４） 予

１１″７０

決

１１″７４

（第４位）

日本ジュニア １０/２１-２３ ｉｎ瑞穂
１１０ｍＨ
内賀嶋 陽史（２） 予１４″４２（－０．４ｍ）☆
準１４″４４（＋０．５ｍ）
決１４″５３（＋０．７ｍ）

（第８位）

走高跳
田中 英和 （２）

１ｍ９５

第３回尼崎ナイター記録会 ９/２９ ｉｎベイコム
１００ｍ
松本 和也 （Ｍ１） １１″６５（＋０．５ｍ）
走幅跳
大黒 貴弘 （１）

６ｍ７７（＋１．７ｍ）☆

２６

４．今後の目標と反省
短距離パート
短距離パートは夏の鍛錬を経て、秋シーズンのそれぞれの試合では多くの選手が力を発
揮し、それぞれが結果を出したと思います。また、秋シーズン最大で１部校との戦いもあ
る学年別選手権でも、上のラウンドに進む・入賞するという力を見せた選手もいました。
その一方でリレー種目では両種目とも決勝に絡むこともできず、強豪校との力の差を実感
しました。しかし男子は両種目Ａ・Ｂと２チーム、女子は４継・マイル両種目出場と、数
は確保できるようになってきています。新パート長 前山龍平のもと、さらなる質の向上を
目指して冬期練に臨んでいきたいと考えていますので、応援よろしくお願いします。
文責 短距離パート長 中野智典（３）

中距離パート
今年の夏も男女とも長距離パートと合同で関西女子駅伝、びわ湖駅伝予選会を目指して
練習を積んできました。男女とも、全力を出し切りましたが残念な結果となりました。学
年別選手権では４名が出場しましたが、全員満足のいく結果は出ませんでした。しかし、
来季に向けて課題を見つけることができました。冬季練習では各自が自分の課題克服を目
指し、新パート長である佐原を筆頭に１回生の中野、金堂らと共に練習に励みたいと思い
ます。最後になりますが、１年間パート長を務めさせて頂き本当にありがとうございまし
た。支えて下さった方には女子中距離パート長の関岡ともども感謝いたします。来シーズ
ンも今シーズンと変わらぬご声援をよろしくお願いします。
文責 中距離パート長 赤坂柾典（３）

２７

長距離パート
長距離パートにとってびわ湖駅伝出場をかけた予選会が１０月１日に行われました。今
年の順位は１３位でタイムも昨年より約１０分遅く、順位・タイム共に昨年より大幅に落
ちてしまいました。昨年は予選会が１００００ｍで行われるようになってから最も速いタ
イムであったのですが、その時のメンバーが５人抜けた分を全く補うことができませんで
した。今回の結果に終わってしまった原因は初心者の１回生を出さざるを得なかったこと
もありますが、それ以外のメンバーが自分の力を出し切れなったことにあると思います。
しかし、仮に昨年のタイムで走れたとしても結果は１１位で予選通過ラインの８位には届
かず、予選会のレベルが上がっていることも確かです。来年は今年のメンバーが抜けるこ
とはない（はず）なので、本戦出場のチャンスの年になると思います。これから冬季練に
入るのですが、来年の予選会通過を目指して、今まで以上に走り込んでいきます。
今年もお忙しい中多くのＯＢ・ＯＧの皆様に応援に駆け付けていただき、本当にありが
とうございました。来年はより成長した走りを見せられるよう練習に励みますので、暖か
いご声援よろしくお願いします。
文責 長距離パート長 甲木孝弘（３）

中・長距離女子パート
昨年、惜しくも襷をつなぐことができず、悔しい思いをしました。引退するつもりでい
た４回生の先輩方を巻き添えにし、この１年間、駅伝のことを考えて練習に励んできまし
た。今年は、中長距離に２人の１回生が入部してくれ、にぎやかになりました。
個々の競技力がバラバラで、勉学が忙しいこともあり中々、全員で集まって練習するこ
とが出来ず、お互いの気持ちがわからなくなり、悩んだこともありました。
みんなで話し合いをし、先輩方にアドバイスをいただいて、徐々にチームとしてのまと
まりが出てきました。思うような結果を得ることはできませんでしたが、私たちには、ま
だまだ足りない部分が山のようにあるということを再認識する良い機会となりました。
この駅伝を境に中長距離女子の人数は、約半数になってしまい、後輩たちには、迷惑を
かけると思いますが、各々が目標を高く設定し、これからに繋げていきたいと思います。
文責 長距離女子パート長

２８

西村実希子（３）

フィールドパート
六公立戦では、全てのフィールド種目で１位をとることができました。やり投げには専
門外の選手が出場しましたが、出場が決まってから練習に励んでくれたおかげで勝ち越す
ことができました。また、専門種目におきましても自己ベストを出す選手や、自己ベスト
に近い記録を出す選手が多々見られました。夏期の練習の成果が表れたものと考えていま
す。
関西学年別選手権では、３・４年砲丸投において西野駿作が１４ｍ６６の府大新記録を
出し、２位になりました。また、２回生の矢野達哉が三段跳で追い風参考ではありますが、
自己記録を上回る記録を出すことができました。この２名を除いて、６名が出場しました
が、６名とも結果は各々納得のいく結果ではありませんでした。この結果を真摯に受け止
め、来シーズンに向けて、冬期練習に励んでいきます。
１１月を持ちましてパート長は引き継ぎをしました。２年間つとめさせていただきまし
た。１年目は片手で数えることができるほど少なかったフィールドパートですが、今では
９名と少しずつではありますが大きくなってきました。私がパート長を務めて、パートに
良い影響を与えることができたかどうかは分かりませんが、私自身にとっては貴重な経験
を積むことができました。ありがとうございました。次期パート長には現２回生の田中英
和が就任しました。田中のもとこれからも、ますますフィールドパートは発展していきま
すので、ＯＢ・ＯＧの皆さん、今後とも温かく見守ってください。
文責 フィールドパート長

２９

山中敬雄（３）

５．連絡事項


１２月１７日（土）に大阪府立体育館多目的ホール A におきまして、幹部交代式、Ｏ
Ｂ総会を開催いたします。



同日の１８：００より、難波の「北の家族」千日前店にて忘年会を開催いたします。



１月２２日（日）に堺市民駅伝が行われます。

ご都合がよろしければ御参加のほどよろしくお願いします。

３０

＜ＯＢ会費納入者リスト＞
平成 23 年度納入者
宮阪敏男

坂井諄一

前山卓三

赤峰純弥太

南武史

小川昌宏

笠井正樹

北川正明

藤野国美

鹿島幹夫

志儀和明

吉藤忠夫

小寺俊英

笹部隆夫

白井啓次

三木啓治

坂野由規子

脇田和樹

山口尚夫

加藤広和

森登志雄

井上知

三木成夫

宮田光章

小寺隆弘

村岡隆幸

橘昇二

松本一彦

中村俊幸

濱谷修一

西村美晴

西村吉邦

南田太

辻本隆宏

外山哲明

道家樹

北野政明

杉本昌樹

山田直美

明井政博

小林友

中川智克

土井佐規

川瀬勝

中嶌遼

門垣大樹

岡本真

宮本綾子

澤善弘

富永明日香

松本和也

森口理恵

逢坂良樹

大林航

新田真也

林伸明

藤井嵩久

山本裕章
敬称略

１１月 10 日現在、以上のＯＢ、ＯＧのみなさんからご支援をいただきました。
また、太字で下線のついた方は、新たに納入して下さった方です。多くのご支
援、ご協力、本当にありがとうございます。さて、先日も関西女子駅伝、びわ
湖駅伝予選会におきまして、個人が全力を出し切るも目標を達成することはで
きませんでした。また、学年別選手権では１回生のフレッシュさを感じました。
このフレッシュさに刺激を受け、上回生ともども冬季練習に励んでいきたいと
思います。これで今シーズンの主要な大会は終了しました。応援に来て頂いた
ＯＢ、ＯＧの皆さま本当にありがとうございました。
ＯＢ会では会費納入方法について会員の納入手続きの簡便のため、またＯＢ
会での事務処理軽減のため金融機関からの自動引き落としを推奨しています。
銀行、郵便局、農協などほとんどの金融機関の利用が可能です。 ご希望の方は
以下の連絡先までご連絡ください。自動振込利用申込書をお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
連絡先：
住所 〒599-8531
堺市学園町 1 番 1 号 大阪府立大学

陸上競技部ＯＢ会

お振り込みの際は、今回同封させて頂いた振り込み用紙をお使い下さい。
１口１０００円で、社会人の方は８口以上、院生の方は６口以上でよろしくお
願いいたします。
３１

