ＯＢ会通信
２０１２年度

第一号

大阪府立大学陸上競技部
拝啓
梅雨に入り、初夏を感じさせる蒸し暑い日が続いています。ＯＢ・ＯＧの皆様はいかが
お過ごしでしょうか。我々陸上部員一同は来たる首都大戦・各選手権大会に向けて日々練
習に励んでおります。
さて、この度は大阪インカレ、三大戦、関西インカレの結果についてご報告させていた
だきます。
敬具

三大戦集合写真（金岡陸上競技場にて） ２０１２年４月２２日
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１．主将あいさつ
ＯＢ通信ではじめて接点をもつＯＢ・ＯＧの方もいらっしゃると思いますのでこの場を
もってあいさつをさせていただきたいと思います。はじめまして。今年１年間主将を務め
させていただくことになりました前山龍平です。どうぞよろしくお願いします。
さて、今回の第１回ＯＢ通信は大阪インカレ、大阪三大学対校戦、関西インカレを中心
にご報告させていただきます。
シーズンインに向けて選手、マネージャー共に力を合わせ、厳しい冬期練習をしっかり
と乗り越えてきました。香川県の丸亀で行いました大阪市立大学、和歌山大学との合同合
宿もとても有意義なものとなりました。
４月の初旬にありました大阪インカレではシーズンはじめの試合だったこともあり際立
った結果は見受けられませんでした。その後の大阪三大学対校戦では私たちが主管校でし
たが、大きな事故がおきることもなく無事終えることができました。あいにくの雨の中、
選手一人一人が競技をしながら準備、片付け、補助員など精一杯運営に尽力出来た結果な
のではないかと思います。
そして、４月２５日、５月１０日から１３日で関西インカレが例年とは異なり、長居第
一競技場で開催されました。また今年の関西インカレも去年同様トラックの部が４日連続
で行われ、なかなかハードなスケジュールだったと思います。そんな中でも４×１００ｍ
Ｒでは初の４１秒台で府大新、１１０ｍＨでは第２位、三段跳では府大で第２位、３位を
とることができました。また、走幅跳でも第３位、走高跳では優勝をすることもできまし
た。他にも自己ベストを出したりなど、たくさんの活躍をみせてくれました。
また、このたび、やる気に満ち溢れた一回生もたくさん入ってきてくれました。この新
入生も含め、これからのシーズンもチーム一丸となって努力していきますので、府大陸上
部を見守ってくださるようどうぞよろしくお願いします。
文責

3

前山

龍平（３）

２．主要試合結果報告
☆は自己ベスト、★は大学ベスト

第６０回大阪学生陸上競技対校選手権大会
４月５日、６日 長居第二競技場
グランドコンディション
４月５日 晴れ

１８．７℃

４月６日 晴れ一時雨 １６．４℃

男子１００ｍ
内賀嶋 陽史（３） 予 １１″２９ （－０．４ｍ） （３着）
準 １１″２１ （＋０．５ｍ） （６着）
保科 政幸（３）
前山 龍平（３）

予 １１″７２ （－１．７ｍ） （５着）
ＤＮＳ

予選、内賀嶋（３）はスタートはまずまずだったものの持ち味である後半の強さを発揮
して組で３着となり、準決勝に進出した。タイムは、悪天候だったためにベストからは少
し遅いタイムだった。保科（３）はパワーを生かした力強い走りであったが、タイムが伸
びず組で５着という結果になってしまった。前山（３）は前日行われた２００ｍ走で足を
痛めてしまい棄権した。準決勝、内賀嶋は後半からの粘りを発揮したものの、スタートで
の遅れが響いてしまい６着という結果に終わった。
文責
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早川

哲史（２）

男子２００ｍ
前山 龍平（３） 予 ２３″２２ （－１．４ｍ） （５着）
準 ＤＮＳ
樫本 涼（２）

予 ２４″３１ （＋２．３ｍ） （４着）

早川 哲史（２） 予 ２３″７９ （－１．１ｍ） （６着）
早川（２）はいいスタートを決めたがホームストレートで力んでしまった。樫本（２）
は思うように走れなかったようで本人も悔やんでいた。前山（３）はアップで足を痛めて
いたようだが痛いなりに走れたようで関カレＢ標準を切る結果となった。
文責

中野

友揮（２）

男子４００ｍ
神農 伸治（３） 予 ５７″５４ （９着）
高原 裕樹（３） 予 ５６″０１ （６着）
松本 和也（Ｍ２）

ＤＮＳ

神農（３）は序盤から果敢に攻めていったが、中盤でばててしまい、他の選手に差をつ
けられてしまった。結果的にばててしまいはしたが、序盤の勢いは決して悪くはなかった
ため、今後の成長に期待がかかる。高原（３）は序盤スピードに乗り、周りの選手に付い
ていくが、２００ｍを過ぎたあたりから若干失速を始め徐々に差を開けられる。ラスト１
００ｍはスピードが落ち苦しいレースとなった。
文責

樫本 涼（２） 川越

俊幸（２）

男子８００ｍ
甲木 孝弘（４） 予 １′５８″１９☆（２着）歴代１２位！
佐原 敏基（３） 予 ２′１８″３０ （６着）
中野 友揮（２） 予 ２′０１″９９ （５着）
中野（２）は自身の目標でもあった関カレのＢ標準記録を何とか突破するも、まだ満足
のいく結果ではなかったようだ。関カレではその雪辱をぜひとも晴らしてもらいたい。佐
原（３）は１周目では集団に付いていくも、２周目に入った途端に一気にペースが落ち、
集団から１人離される展開となった。甲木（４）は最近の練習不足が懸念されていたが、
翌日の５０００ｍを含め２つの自己ベスト更新をし、新シーズンに向けて幸先の良いスタ
ートとなった。
文責
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北川

直昭（２）

男子１５００ｍ
甲木 孝弘（４） 決 ４′０６″９８ （第８位）
佐原 敏基（３） 決 ４′３９″８３ （３５位）
中野 友揮（２） 決 ４′１８″２６ （２４位）
２組目に出場した佐原（３）と中野（２）は、中盤まで集団に付き、中野は最後まで粘
るも関カレＢ標準まであと３秒という悔しい結果となり、佐原は前日の８００ｍがたたっ
てか終盤スピードが落ち、思うような走りができなかった。２人は今回の結果を重く受け
止めているようで、これからの活躍に期待したい。３組目に出場した甲木（４）は、熱戦
の中で序盤は集団後部に付くが徐々にその順位を上げ、結果総合８位となった。関カレＡ
標準まであと１秒という結果だが、ベストには届いておらず、本人にとっても納得のいく
ものではないようで、これからも期待大である。
文責

高尾

信成（２）

１５００ｍを走る佐原（３）
（写真左から３番目）と中野（２）（写真左から４番目）
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男子５０００ｍ
甲木 孝弘（４） 決 １５′２２″９２☆（１０位）歴代８位！
遠藤 耀司（２） 決 １６′５４″２２☆（２５位）
北川 直昭（２） 決 １７′１２″９９ （２６位）
北川（２）は、最初の１０００ｍを３分１３秒で走り、その後１周８０秒ペースをコン
スタントに刻み、このまま自己ベストにつながるかと思われたが、３０００ｍ付近で失速。
終盤にやや持ち直すも、自己ベストにはほど遠い結果に終わってしまった。今回の結果を
切実に受け止め、今後の練習に活かしてもらいたい。一方、遠藤（２）は序盤から終盤ま
で北川の後ろにつき、中盤で離されそうになるも安定した走りを見せ、ラストの１０００
ｍからロングスパートをかけ、北川を抜かし見事自己ベストを大きく更新し、１６分台を
たたき出した。春休みの練習の成果が遺憾なく発揮された走りであった。今後の成長にも
期待がかかる。甲木（４）は先頭集団についていき、３分０４秒で１０００ｍを回り良い
スタートをきった。その後も先頭集団についていき安定した走りを見せたが、ラスト２０
００ｍで先頭が上げ始めたため、やや厳しい展開になった。しかし、最後まで驚異的な粘
りを見せ、自己ベストを１０秒近く更新した。
文責

小槻

日出夫（２）

男子１００００ｍ
北川 拓哉（Ｍ１） 決 ３４′２３″３３ （１３位）
小槻 日出夫（２） 決 ３３′４０″３７☆（１１位）
高尾 信成（２）

決 ３７′０４″７９☆（２３位）

北川（Ｍ１）は第二集団の先頭を走っていたが、４０００ｍで抜かされた集団について
いけず悔しい結果となった。高尾（２）
、小槻（２）両者ともに冬季の走りこみの成果を出
し、両者ともに自己ベスト更新となった。これからのシーズンでさらなる記録向上に期待
したい。
文責
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遠藤

耀司（２）

男子１１０ｍＨ
内賀嶋 陽史（３） 予 １４″８４ （＋１．６ｍ） （２着）
決 １４″７７ （－０．７ｍ） （第４位）
内賀嶋（３）はスタート良く飛び出し、その勢いで１台目、２台目と軽快にハードルを
跳び越えていく。中盤少し失速するも後半持ち直し、隣のレーンの選手と競り合い、２着
でゴール。決勝進出を決めた。決勝では、同日行われた１００ｍの影響もあってか少し疲
れが見えたが、それでも力強い走りを見せ、予選よりも速いタイムを記録した。今季の自
己ベスト更新に期待がかかる。
文責

大黒

貴弘（２）

男子４００ｍＨ
小川 潤（３）

予 ５８″２５ （４着）歴代１０位！

川越 俊幸（２） 予 ５７″４０ （４着）歴代８位！
川越（２）は目標としていたハードル間の歩数などはほぼ達成できたようだ。しかし後
半失速したためわずかに関カレの標準を切ることができなかった。小川（３）は大学ベス
トに近い走りを見せたものの、最初の歩数が合わず全体的にキレのない走りとなってしま
った。技術や走力の向上などで、両者の今後の活躍を期待したい。
文責

宝徳

奈津美（２）

男子３０００ｍＳＣ
北川 拓哉（Ｍ１） 決 １０′００″０２ （９位）
山下 翔平（４）

決 １０′４７″７２ （１４位）

１組目に出場した山下（４）は、怪我明けということもあってか全体を通して一人で走
るという苦しい展開となり、残念ながらベストには遠い結果となった。２組目に出場した
北川（Ｍ１）は、レベルの高いメンバーの中で第２集団に付き、中盤に１人その集団を引
き離す走りを見せるも維持できず、最終的に団子状態でゴールした。２人とも満足のいく
結果が出なかっただけにこれからも頑張ってもらいたい。
文責
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高尾

信成（２）

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学（早川（２）－内賀嶋（３）－前山（３）－保科（３）
）
予 ４２″７７ （３着）歴代９位！
決 ＤＮＳ
天候はよかったものの、風が強く吹く中でのレースとなった。早川（２）が好調なスタ
ートを切り内賀嶋（３）
、前山（３）と好調にバトンパスを成功させた。その後の前山・保
科（３）間でのバトンパスがうまくいかなかったものの、保科が粘りのある走りを見せ、
４２″７７と組３着でのゴールとなり、決勝進出を果たした。残念ながら前山の足の怪我
で決勝は辞退した。
文責 宝徳

奈津美（２）

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学（川越（２）－早川（２）－樫本（２）－小川（２））
予 ３′２９″２０ （８着）
１走の川越はラップ５０秒の好走を見せ、いい順位でバトンを繋いだ。２走の早川は序
盤からスピードをだし、積極的なレース展開だった。３走の樫本は前走者との差を詰めき
れずにバトンを繋ぐ結果となった。４走の小川は終始一人で走る状況になってしまいラス
トで失速してしまった。
文責

中野

友揮（２）

男子走高跳
渡部 翔太（４） ＮＭ
田中 英和（３） ２ｍ００ （第１位！）
走高跳は雨の中での競技であった。渡部（４）は、忙しい中での出場であり、十分な練
習がつめていなかったのか、腰があまり浮かず最初の高さ１ｍ８５で３ペケに終わった。
田中（３）は、雨と低い気温に負けない力強い跳躍を見せ、１ｍ９５までを１回の失敗跳
躍のみで成功させる。２ｍ００は１本目、２本目と失敗するも、３本目に飛び越えこの時
点で優勝が決定。自己ベストである２ｍ０５に挑戦したが、成功とはならなかった。しか
し、本人は満足そうであった。好調を維持しているため、今後の活躍に期待したい。
文責
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大黒

貴弘（２）

男子走幅跳
保科 政幸（３） ＮＭ
矢野 達哉（３） ５ｍ３５ （＋１．９ｍ） （２９位）
大黒 貴弘（２） ６ｍ３７ （＋０．８ｍ） （２０位）
保科（３）は、４×１００ｍＲ後すぐの競技であったためか疲れが見え、この日の強風
の影響もあってかファール３つという悔しい結果であった。矢野（３）は、体のキレは良
かったものの足が合わず、２本目の不完全な着地による５ｍ３５以外はファールに終わっ
た。大黒（２）は、踏み切りに苦しみ、１本目に６ｍ３７を跳ぶも、その後はファール２
つと振るわなかった。
文責

大黒

貴弘（２）

男子三段跳
野本 健太（３） １２ｍ４５ （＋０．９ｍ） （２１位）
矢野 達哉（３） １３ｍ９３ （＋０．５ｍ） （１４位）
大黒 貴弘（２） １２ｍ７３☆（＋０．２ｍ） （２０位）
矢野（３）は１、２本目では動きが固く、持ち前のバネが生かせず納得のいく跳躍とは
ならなかった。しかし、３本目にはファールであったものの、この日で最も良い跳躍を見
せた。大黒（２）は初出場であったが、１本目こそファールしたものの、２本目では恐怖
心がなくなったのか、思い切った跳躍を見せて記録を残した。野本（３）は助走が詰まっ
てしまい、勢いを跳躍に生かせず、苦戦を強いられた。結果が良かったとは言えないが、
まだシーズン序盤であるので、今後の更なる躍進に期待したい。
文責

仲西

穂高（２）

男子砲丸投
奥野 照基（３） １０ｍ０７☆（１２位）
仲西 穂高（２）

７ｍ４６☆（１４位）

奥野（３）は一投目から安定した記録を残し勢いをつけ、４投目には１０ｍ０７という
自己ベスト更新かつ関カレＢ標準である１０ｍを突破した。仲西（２）は体が合わなかっ
たため、助走をせずに投げたが、７ｍ４６で本人の目標である８ｍには届かず課題の残る
結果となった。両者ともに専門ではない種目だが、今後に期待できる記録となった。
文責
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遠藤

耀司（２）

女子１００ｍ
草西 佑美（３） 予 １５″４３ （－０．７ｍ） （９着）
草西（３）はスタートしてすぐ上体が起き上がってしまい、うまく加速しきれなかった
が、中盤はスピードにのり、そのままゴールまで駆け抜けた。今回は惜しくも自己ベスト
とはならなかったが、今後のベスト更新に期待である。
文責

大黒

貴弘（２）

女子２００ｍ
石井 あかり（３） 予 ３２″１７ （－２．５ｍ） （５着）
宝徳 奈津美（２） 予 ２８″０７☆（－２．３ｍ） （５着）歴代４位！
石井（３）はスタートでうまくスピードに乗ることができず、そのまま中盤、後半と苦
しい走りとなり、自己ベストからは遠い記録に終わった。宝徳（２）は専門の４００ｍよ
りも短い距離ではあったが、持ち前のスピードと後半の強さを如何なく発揮し、府大歴代
４位の好タイムを記録した。今後の可能性を期待させる、良い走りであった。
文責

大黒

貴弘（２）

女子４００ｍ
宝徳 奈津美（２） 予 １′０１″８８☆（６着）歴代３位！
宝徳（２）はレベルの高い組だったこともあり、序盤は他の選手に置いて行かれるよう
な形になってしまったが、最後まで粘り強い走りを見せて自己ベストを更新し、無事に関
西インカレのＢ標準を突破することができた。今回、肌寒い気温の中での試合で好記録を
マークしただけに、今後の試合ではさらなる記録更新が期待できる。
文責

樫本

涼（２）

女子１５００ｍ
小池 徳子（４） 決 ５′４７″５３ （２２位）
松本 迪子（２）

ＤＮＳ

小池（４）は、序盤は集団に付くも、中盤から離されそのまま１人で走るという苦しい
展開となり、残念ながらベストまで１０秒ほど届かなかった。本人は１５００ｍに出場す
るのは最後と語っていただけに悔しい結果となった。これをまた１つの糧としてこれから
も頑張ってもらいたい。
文責
11

高尾

信成（２）

女子５０００ｍ
小池 徳子（４）

決 ２１′０１″４７ （１０位）

西村 実希子（４） 決 １９′５５″３８ （第８位）
松本 迪子（２）

ＤＮＳ

西村（４）は最初少し出遅れ、集団の後ろを走る。２０００ｍ付近で前の選手を抜かし、
安定した走りを見せるも、前方の集団には追い付かず、苦しいレースとなった。小池（４）
は序盤に集団から離れてしまい終始厳しいレース展開となった。終盤もなかなかペースが
上がらず自己ベストの更新にはこぎ着けなかった。次回良い走りをしてくれることに期待
したい。
文責
≪応援・競技に参加して頂いたＯＢ・ＯＧの皆様≫
松本さん、野々口さん、北川さん
お忙しい中、お越しいただきありがとうございました。
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小槻

日出夫（２）

第５７回大阪三大学対校陸上競技大会
４月２２日

金岡公園陸上競技場

グランドコンディション 雨

男子１００ｍ
大会記録 １０″９５
（－０．８ｍ）
１．脇田 和史（阪大）１１″１５

２．内賀嶋 陽史（府大）１１″１６

３．長野 良哉（阪大）１１″２５

４．大塚 健広 （市大）１１″３５

５．早川 哲史（府大）１１″４９

６．森 拓土

府大 ７点

阪大 １０点

市大

（市大）１１″６３

４点

雨の降る中行われた１００ｍは、スタートで少し早川（２）が遅れる。その後早川は力
みで立て直すことができずに５位と悔しい結果に終わった。中盤で力走を見せた内賀嶋
（３）は後半に先頭に食らいつくが惜しくも２位に終わった。
文責

川越

俊幸（２）

男子４００ｍ
大会記録 ４８″３９
１．亀坂 晃司（市大）４９″０３

２．高橋 勇理（阪大）４９″６１

３．寺尾 柊斗（市大）５０″６７

４．松本 和也（府大）５１″１２

５．鈴木 友之（阪大）５１″１５

６．川越 俊幸（府大）５１″７８

府大 ４点

阪大 ７点

市大

１０点

気温が低く、雨も降り続けているというコンディションの中、レースが行われた。松本
（Ｍ２）は、序盤はまずまずの出だしであったが、後半でややスピードを落とし、他の選
手に抜かれてしまった。しかしながら、最後まで粘り強い走りを続け、僅かな差で後続に
競り勝ち４位につけることができた。川越（２）は、やや抑え気味に走り始め、安定した
走りを見せたが、最後にスピードを上げきることが出来ず、悔しい結果になってしまった。
コンディションが良くなかったこともあってか、両名とも自己ベストからはほど遠い結果
となってしまったが、手応えはあったようなので、今後のレースに期待したい。
文責
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樫本

涼（２）

男子１５００ｍ
大会記録 ４′０２″７６
１．甲木 孝弘（府大）４′０７″３３

２．山根 裕樹（阪大）４′０７″５９

３．松井 健太（阪大）４′０７″８７

４．中野 友揮（府大）４′１４″５２

５．森脇 健介（市大）４′１５″００

６．前田 雄斗（市大）４′３１″７４

府大 ９点

阪大 ９点

市大

３点

スタートとともに阪大の選手が飛び出し、府大勢は序盤に集団から出遅れる形となった。
甲木（４）は、走る前に体調が悪いと言っており、レース中も表情には苦しさが感じられ
た。しかし、ラスト１周で驚異的なスパートを見せ、第１集団を抜かし、堂々の１位に輝
いた。中野（２）は安定した走りを続け、ラストスパートで前の選手を追い抜き４位とな
った。
文責

小槻

日出夫（２）

男子５０００ｍ
大会記録 １４′５５″０６
１．酒井 健 （阪大）１４′５８″２３ ２．近田 昌志（市大）１５′０５″３９
３．北川 拓哉（府大）１５′３０″５６ ４．有本 啓 （阪大）１５′４２″５３
５．甲木 孝弘（府大）１５′４４″４４ ６．森脇 健介（市大）１６′３５″８１
府大 ６点

阪大 ９点

市大

６点

北川（Ｍ１）は先頭集団で走っていたが、３０００ｍで徐々に離れ始め、一人になって
からは持ち直すことが出来ず悔しい結果となった。甲木（４）は２０００ｍを過ぎたあた
りで先頭集団から離れてしまい、苦しい走りとなってしまった。両者は院生、４回生であ
るため練習量の減少も否めないが、今後の走りに期待したい。
文責
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遠藤

耀司（２）

男子４×２００ｍＲ
大会記録 １′２８″３２
１．大阪大学（長野―脇田―山田―大家）

１′２９″９０

２．大阪市立大学（木野―亀坂―田中―奥）

１′３１″０５

３．大阪府立大学
（早川（２）―内賀嶋（３）―川越（２）―小川（３）
）１′３１″３９
府大 ０点

阪大 ６点

市大

３点

早川（２）から内賀嶋（３）
、川越（２）と順調に１位でバトンを繋いでいったが、３走
目で必死に粘りの走りを見せたが３位まで落ちてしまい、小川（３）が懸命な追い上げを
見せたが３位と惜しい結果となってしまった。より練習を積み重ね、さらなる記録向上を
目指していきたい。
文責

遠藤

耀司（２）

男子走高跳
大会記録 ２ｍ１６
１．田中 英和 （府大）１ｍ９０

２．渡部 翔太（府大）１ｍ８５

３．田谷野 義季（阪大）１ｍ８５

４．竹澤 直樹（市大）１ｍ７５

５．森 拓土

６．吉武 真人（阪大）ＤＮＳ

府大 １１点

（市大）１ｍ６５
阪大４点

市大

５点

走高跳は大カレに続き雨の中で行われた。渡部（４）は１ｍ８０から跳び始め、１ｍ８
０、１ｍ８５と力強い跳躍を見せるも、腰が浮ききらず１ｍ９０は惜しくも跳ぶことはで
きなかった。田中（３）は１ｍ８５から跳び始め、１ｍ８５、１ｍ９０と安定した跳躍を
見せ、優勝を決めた。その後、１０ｃｍ高い２ｍ００に挑戦するも、３本とも腰がバーを
掠り跳ぶことはできなかった。しかし、１位２位を獲得し、府大に大きく貢献した。
文責

15

大黒

貴弘（２）

男子走幅跳
大会記録 ７ｍ４４
１．大黒 貴弘（府大）６ｍ８８☆

２．菅沼 佑太 （市大）６ｍ７９

３．西田 拓展（阪大）６ｍ７０

４．長末 慎之介（市大）６ｍ６６

５．中野 翔 （阪大）５ｍ９１

６．矢野 達哉 （府大）５ｍ５３

府大 ７点

阪大 ６点

市大

８点

矢野（３）は助走の足が合わず、本来の力を発揮できなかった。大黒（２）は自己ベス
トを２センチ更新する跳躍を見せ、見事一位を勝ち取った。関西インカレのＡ標準の６ｍ
９０を惜しくも超えることはできなかったが、次の関西インカレでの標準記録突破に期待
したい。
文責

仲西

穂高（２）

男子三段跳
大会記録 １５ｍ３２
１．矢野 達哉 （府大）１４ｍ３３☆

２．山中 敬雄（府大）１３ｍ９７

３．長末 慎之介（市大）１３ｍ５０

４．菅沼 佑太（市大）１２ｍ７８

５．松崎 通弘 （阪大）１２ｍ６６

６．中野 翔 （阪大）１２ｍ６４

府大 １１点

阪大 ３点

市大

７点

山中（４）は就活で忙しかったためか身体が万全ではない状態での出場であり、ステッ
プと着地に苦しみ、惜しくも１４ｍ越えとはならなかったが、２位を獲得した。一方、矢
野（３）はスピードに乗った助走から着地まで非常に完成度の高い跳躍を見せ、見事に自
己ベストを更新し、１位を獲得した。雨というコンディションの中での自己ベスト更新に
本人も喜んでいた。両者とも非常に高い技術を持っているので、今後の活躍に期待したい。
文責
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大黒

貴弘（２）

男子砲丸投
大会記録 １４ｍ１０
１．福井 康大 （阪大）１１ｍ７３

２．鶴崎 晋也（阪大）１０ｍ９１

３．芦田 尚郁実（市大）１０ｍ８４

４．奥野 照基（府大）１０ｍ５６☆

５．田中 貴大 （市大） ９ｍ２８

６．大仲 健司（府大） ８ｍ２１☆

府大 ４点

阪大 １１点

市大

６点

奥野（３）は肩の不調を訴えていたが、１投目から見事、自己ベストとなる投擲を見せ
た。当日は天候も悪かったので、今後の更なる更新が期待できる。大仲（３）は短距離選
手ながらも、奮闘したが６位という結果に終わった。練習次第で記録の更新がまだまだ期
待できるので、今後の対校戦での活躍に期待したい。
文責

仲西

穂高（２）

男子円盤投
大会記録 ４０ｍ０２
１．鶴崎 晋也 （阪大）３４ｍ４６

２．中澤 密 （阪大）３４ｍ２７

３．芦田 尚郁実（市大）２７ｍ３２

４．田中 貴大（市大）２４ｍ１８

５．中野 友揮 （府大）２１ｍ４８

６．矢野 達哉（府大）１９ｍ６１

府大 ３点

阪大 １１点

市大

７点

両選手とも専門ではなかったが中野（２）はなんとか２１ｍ台にのせた。矢野（３）は
三段跳びと競技時間が重なってしまい２投しか投げられなかったが記録には満足な様子だ
った。
文責

中野

友揮（２）

男子やり投
大会記録 ６２ｍ８４
１．中澤 密 （阪大）６０ｍ６５

２．神田 直仁（阪大）５８ｍ７６

３．大黒 貴弘（府大）４３ｍ０４

４．上野 智博（市大）４０ｍ３９

５．保科 政幸（府大）４０ｍ２９

６．角谷 明洋（市大）３５ｍ８１

府大 ６点

阪大 １１点

市大４点

大黒（２）
、保科（３）は共に専門外でありながら４０ｍを超える投擲を見せた。これか
らの対校戦での活躍にも期待したい。
文責
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北川

直昭（２）

女子１００ｍ
（－０．９ｍ）
１．馬越 茉鈴 （阪大）１３″３６

２．巌 恵理

３．宝徳 奈津美（府大）１３″６１

４．岡澤 佑香璃（阪大）１３″６５

５．石飛 沙織 （市大）１３″９８

６．石井 あかり（府大）１５″５８

府大 ２点

阪大 ５点

市大

（市大）１３″４７

３点

石井（３）は雨の影響もあってか動きが硬く、スタートから出遅れてしまい本来の走り
ができなかった。宝徳（２）は、１００ｍは専門外ではあるが、中間疾走からスピード感
のある走りを見せ、１３″６１という好タイムを記録し３位に食い込んだ。大阪インカレ
での２００ｍに続き、短い距離でも良いタイムが出せること証明したレースであった。
文責

大黒

貴弘（２）

１００ｍを走る石井（３）
（写真左端）と宝徳（２）
（写真左から２番目）

18

女子８００ｍ
１．平川 菜央 （阪大）２′２８″３１ ２．巌 恵理

（市大）２′２８″８０

３．宝徳 奈津美（府大）２′３７″３３ ４．藤沢 祐里子（阪大）２′３７″５０
５．松本 迪子 （府大）２′４０″８１ ６．高石 真紀 （市大）２′４８″８３
府大 ２点

阪大 ５点

市大

３点

宝徳（２）
、松本（２）両者ともに始めの４００ｍは後方で走って体力を温存し、残りの
４００ｍでスパートをかけた走りを見せた。宝徳は最後に阪大を抜き３位となったが松本
は少し離れ、５位という結果となってしまった。両者とも専門種目ではないが、今後の活
躍を期待できる走りだった。
文責

遠藤

耀司（２）

女子３０００ｍ
１．藤沢 佑里子（阪大）１１′１１″３７ ２．西田 侑以（市大）１１′１９″０４
３．平野 真由子（市大）１１′２７″９２ ４．浅野 恵海（阪大）１１′４５″５６
５．西村 実希子（府大）１１′４５″６７ ６．小池 徳子（府大）１２′２３″７７
府大 ０点

阪大 ５点

市大

５点

西村（４）
、小池（４）は序盤集団に付くも、中盤から離れ、西村は４位の選手に粘って
最後まで付くが抜くには至らず、小池は一人になりながらも走り切ったが、結果は５位、
６位であった。二人とも存分に練習に参加できない、またはこれからできなくなる、とい
うことであるだけに悔しい結果となった。これからも頑張ってもらいたい。
文責
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高尾

信成（２）

女子４×２００ｍＲ
１．大阪大学（岡澤―馬越―平川―川守田） １′５２″９０
２．大阪市立大学（森本―巌―石飛―高石） １′５７″９５
３．大阪府立大学
（草西（３）―石井（３）―宝徳（２）―松本（２）
）２′０４″５９
府大 ０点

阪大 ４点

市大２点

草西（３）は１００ｍ地点で他大学の選手に離されるも、粘りの走りを見せ第二走者で
ある石井（３）にバトンを渡した。その石井は１００ｍでの疲れもあってか苦しいレース
となったが、スピードを落とすことなく宝徳（２）にバトンを繋いだ。宝徳はこのリレー
の他３種目に出場していたが、力を振り絞って２００ｍを駆け抜け、アンカーにバトンを
託した。アンカーの松本（２）は長距離の選手であり、馴染みのない距離のランであった
が、最後まで全力で走り切った。惜しくも得点を獲得できなかったが、去年、一昨年の三
大戦よりも速いタイムを記録した。
文責

大黒

貴弘（２）

女子砲丸投
１．國信 奈苗 （市大）８ｍ６４

２．馬越 茉鈴（阪大）７ｍ６８

３．小西 由夏 （阪大）７ｍ７５

４．巌 恵理 （市大）７ｍ２１

５．宝徳 奈津美（府大）６ｍ０３

６．小池 徳子（府大）５ｍ２８

府大 ０点

阪大 ５点

市大

５点

小池（４）は長距離選手にもかかわらず奮闘したが、６位という結果に終わった。宝徳
（２）は今大会、４種目の出場であったが、その疲れを感じさせることのない奮闘ぶりを
見せた。結果は５位であったが、今後の対校戦でも幅広い活躍が期待できる。女子選手は
投擲を専門としている選手がいないため苦戦を強いられたが、練習次第ではまだまだ順位
を上げられると思うので今後の対校戦での活躍に期待したい。
文責
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仲西

穂高（２）

総合成績
男子対校
大阪府立大学

大阪大学

大阪市立大学

トラック合計

２６

４１

２６

トラック順位

２位

１位

２位

フィールド合計

４２

４６

３７

フィールド順位

２位

１位

３位

総合得点

６８

８７

６３

総合順位

２位

１位

３位

大阪府立大学

大阪大学

大阪市立大学

トラック合計

４

１９

１３

トラック順位

３位

１位

２位

フィールド合計

０

９

１１

フィールド順位

３位

２位

１位

総合得点

４

２８

２４

総合順位

３位

１位

２位

女子対校

オープンの部
１００ｍ

２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

谷口 裕幸

（京大・Ｍ２） １１″３３（＋０．１ｍ）

奥野 照基

（３）

１２″１０（＋０．１ｍ）

岡本 真

（府大ＯＢ）

１２″０５（－０．４ｍ）

谷口 裕幸

（京大・Ｍ２） ２２″６８（＋０．２ｍ）

中野 智典

（４）

２２″８５（＋０．７ｍ）

高原 裕樹

（３）

２４″６８（－０．５ｍ）

樫本 涼

（２）

２３″９０（－０．５ｍ）

中野 友揮

（２）

５２″９１

小川 潤

（３）

５３″８９

岡本 真

（府大ＯＢ）

５４″９３

神農 伸治

（３）

２′１９″９３
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１５００ｍ

５０００ｍ

遠藤 耀司

（２）

４′３３″７６

佐原 敏基

（３）

４′１９″８３

藤原 英司

（府大ＯＢ）

４′３４″８０

野々口 諒一 （Ｍ２）

４′３０″４６

逢坂 良樹 （府大・Ｍ２）

１７′４６″０９

山下 翔平 （４）

１６′５２″１７

小槻 日出夫（２）

１６′４１″３１

北川 直昭 （２）

１６′５５″１９

高尾 信成 （２）

１７′２３″６９

藤原 英司 （府大ＯＢ）

１６′５９″４４

木下 健次 （府大ＡＣ）

１７′３０″４１

４×２００ｍＲ さみしいよ、まりえ…
（北川（Ｍ１）－甲木（４）－中野（４）－山中（４）
）
１′３８″８０
大阪府立大学Ａ
（大黒（２）－樫本（２）－中野（２）－仲西（２））
１′３６″２７
走幅跳

山中 敬雄 （４）

４ｍ３７（＋０．０ｍ）

野本 健太 （３）

６ｍ２０（＋０．０ｍ）

保科 政幸 （３）

６ｍ１５（＋１．９ｍ）

仲西 穂高 （２）

６ｍ１２（＋１．２ｍ）

砲丸投

船引 規正 （府大ＯＢ）

ＮＭ

円盤

南田 太

（府大ＯＢ）

２８ｍ０３

やり投

南田 太

（府大ＯＢ）

３８ｍ２０

≪応援・競技に参加して頂いたＯＢ・ＯＧの皆様≫
山口さん、船引さん、岡田さん、南田さん、辻本さん、木下さん、雲財さん、岡本さん、
松本さん、谷口さん、逢坂さん、二反田さん、野々口さん、藤原さん、小川さん、
北川さん、武田さん、中田さん、乗京さん
お忙しい中、お越しいただきありがとうございました。
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第８９回関西学生陸上競技対校選手権大会
４月２５日

長居周回

５月１０日、１１日、１２日、１３日

長居第一競技場

グランドコンディション
４月２５日

晴れ

２７．５℃

５月１０日

晴れ

２３．５℃

５月１１日

曇り

１７．９℃

５月１２日

曇りのち晴れ １７．７℃

５月１３日

晴れのち曇り ２１．７℃

男子１００ｍ
前山 龍平（３） 予 １１″２１ （＋１．３ｍ） （３着）
準 １１″２６ （＋１．０ｍ） （６着）
直前まで足の怪我の状態が心配されたが、スタート、レース展開ともによく、全体的に
力むことなくリラックスした走りを見せた。その結果、見事準決勝に進出することができ
た。次の日の準決勝でも、終始リラックスした走りを見せたが、結果は１１″２６で決勝
に進むことはできなかった。しかし両レースとも体のキレ、状態ともに十分１０秒台を狙
える走りだった。今シーズン、これからの活躍に期待したい。
文責

宝徳

奈津美（２）

男子２００ｍ
中野 智典（４） 予 ２２″９８ （＋０．４ｍ） （４着）
中野（４）は、序盤でやや出遅れてしまい、後半で持ち前のスピードを活かして大きく
追い上げはしたものの、結果としては４着に終わってしまい、記録としても自己ベストか
らはほど遠いものという悔しい結果になってしまった。この悔しさを忘れずに今後も練習
を重ね、さらなる成長を見せてくれることを期待したい。
文責
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樫本

涼（２）

男子４００ｍ
松本 和也（Ｍ２） 予 ５１″２２ （５着）
中野 智典（４）

予 ５１″４７ （６着）

前半でいい飛び出しを見せた松本（Ｍ２）は２５０ｍ辺りまで先頭を争っていたが、後
半で失速し不完全燃焼に終わったレースとなった。中野（４）は前半から中盤まで勝負を
いつ賭けるかとうかがっていたが、後半になると動きが少し重くなりスパートを掛けれず
に不完全燃焼なレースとなってしまった。
文責

川越

俊幸（２）

男子８００ｍ
中野 友揮（２） 予 １′５９″５４★（７着）
１周目から先頭が５９秒を出す中、中野（２）もラップは６０秒と、いいスタートを見
せた。２周目に入り、集団がバラけるかと思われたがゴールまでほぼ団子状態が続いたレ
ースであった。２周目のラップも５９秒であり、大学に入って初の２分切りを見せたが、
惜しくも準決勝に進むことはできなかった。しかし今シーズンに入り、スピードの面では
短距離にも負けていないので、今後のレースに期待したい。
文責

宝徳

奈津美（２）

男子１５００ｍ
甲木 孝弘（４） 予 ４′０２″４９ （５着）
決 ４′０７″４２ （１１位）
村上 将悟（１） 予 ４′２３″４５ （１４着）
１５００ｍには甲木（４）と村上（１）が出場した。甲木は豊富な経験からのうまいレ
ース展開で決勝へ進出した。決勝では疲労が見え惜しくも入賞はならなかった。村上はこ
れが大学デビュー戦で緊張が見えたがそれなりのタイムはでたようだ。今後の活躍に期待
したい。
文責
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中野

友揮（２）

男子５０００ｍ
甲木 孝弘（４） 決 １５′２７″２２ （１９位）
甲木（４）は前半、先頭集団につき良いペースを刻んでいたが、３０００ｍを越えてか
ら集団から離されてしまいずるずるとペースが落ちていった。残り１０００ｍに差し掛か
ったところで後方から選手が来たが、何とかペースを上げて持ちこたえることができた。
前日に１５００ｍを予選、決勝と走って疲れが残っての試合だったため、次回での走りに
期待したい。
文責

北川

直昭（２）

男子１００００ｍ
甲木 孝弘（４） 決 ３４′０６″８０ （３１位）
甲木（４）は序盤先頭集団についていき、良いペースを刻む。しかし、前日までの疲れ
のためか中盤辺りから徐々に失速して集団から離れてしまい、その後はかなり苦しいレー
スが続いた。ラストに上げるも悔しい結果に終わった。
文責

小槻

日出夫（２）

男子１１０ｍＨ
内賀嶋 陽史（３） 決 １４″５３ （＋１．５ｍ） （第２位）
内賀嶋は（３）は、スタートをうまく切り、良い流れで１台目へと突入した。しかし、
ハードリングが上手くいかずに流れに乗ることが出来なかった。流れが悪いままレースは
進みフィニッシュでは全身を投げ出しながらゴールしたものの、惜しくも２位となってし
まった。試合前の調子は良く、特にスプリントはかなり仕上がっていただけにとても悔し
い結果となってしまった。
文責

早川

哲史（２）

男子４００ｍＨ
川越 俊幸（２） 予 ５７″１８ （６着）
川越（２）は試合前に足を痛めたせいか、前半から攻めずに落ち着いた走りをしていた。
４台目までは順調に走っていたのだが、５台目で足が合わなくなった結果、リズムを崩し
てしまい後半は上手く走ることが出来ずにそのままゴールとなった。本人は自分を見失っ
たと語っており、慣れない舞台でも安定した走りをすることが新たな課題として出てきた。
文責
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早川

哲史（２）

男子３０００ｍＳＣ
北川 拓哉（Ｍ１） 決 ９′３８″１６ （第７位）
北川（Ｍ１）は走る前のコンディションはなかなか良いと語っており、記録にも期待が
かかるレースとなった。最初の１０００ｍを３分３秒で走り好スタートをきった。しかし、
中盤にスピードが落ちてしまう。最後の水壕を越えたあたりからラストスパートをかけゴ
ールした。７位入賞となったが、記録としてはやや物足りない結果に終わってしまった。
文責

小槻

日出夫（２）

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学（早川（２）－内賀嶋（３）－前山（３）－山中（４）
）
予 ４１″９６☆（３着）

府大新記録！

決 ＤＳＱ
早川（２）は緊張もあってか少し動きが硬かったが、スピードのある走りで１００ｍを
駆け、バトンゾーンギリギリではあったが、なんとか内賀嶋（３）にバトンを渡した。試
合前、調子が良いと語っていた内賀嶋は圧巻の走りで後続の選手からリードを作り、第３
走者である前山（３）にバトンを繋いだ。事前の１００ｍで準決勝に残った前山は勢いそ
のままにカーブを走り抜け、アンカーである山中（４）にバトンを託した。バトンを受け
取った時点で３位であった山中は隣のレーンの２位の選手に食らいつき、じわじわ差を詰
めるも惜しくも及ばず、そのまま３着でゴールした。「府大歴代最速４継」と期待された４
人は、その期待に応え見事４１秒台を出し、府大新記録を樹立した。
決勝では、早川は予選とは打って変わって硬さのとれた素晴らしい走りで、内賀嶋にバ
トンを繋いだ。この日も調子が良い語った内賀嶋はバックストレートをすさまじいスピー
ドで駆け抜け、前山へバトンをパスしようとした。しかし、内賀嶋のスピードが予想以上
だったのか、間が詰まってしまい、バトンを落としてしまった。更なる府大記録の更新に
期待がかかっていただけに、非常に悔しいレースとなった。今後このメンバーで４継を走
ることがあれば、この決勝の結果を糧に再び府大記録更新を目指して頑張ってほしい。
文責
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大黒

貴弘（２）

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学（松本（Ｍ２）－中野（４）－早川（２）－中野（２）
）
予 ３′２４″１２ （５着）
１走の松本（Ｍ２）は良い流れをつくるために、前半から突っ込んでいき、大きくペー
スを落とすことなく、２走の中野（４）へ。中野は、他の選手と競り合いつつ、最後まで
粘り強い走りをみせた。３走の早川（２）は最初から思い切って突っ込んでいったが、途
中でばててしまい、やや失速してしまった。４走の中野（２）は、前を走る選手を抜くた
めに序盤から果敢に攻めていったが、ペースを上げすぎたのか、終盤で失速してしまった。
目標として掲げていた決勝進出を達成できず、メンバー全員が悔しさを滲ませる結果とな
ってしまったが、この悔しさをばねにして各人がさらなる成長を遂げることを期待したい。
文責

樫本

涼（２）

男子走高跳
渡部 翔太（４） １ｍ９０ （１０位）
田中 英和（３） ２ｍ００ （第１位！）
渡部（４）は、初めの１ｍ８０からミスがあり、調子がつかめないまま自己ベストに届
かず、記録は１ｍ９０であった。最近調子が良くなってきたと語っていただけに悔しい結
果となった。田中（３）はミスも少なくとんとん拍子に進み、２ｍ００という大台をクリ
アしたが、２ｍ０４で惜しくも体が触れ、成功とはいかなかった。２ｍ００より高く跳ぶ
と意気込んでいただけに、本人としては腑に落ちない様子であったが、結果としては第１
位と府大に大きく貢献した。
文責
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高尾

信成（２）

走高跳にて見事優勝した田中（３）の跳躍

男子走幅跳
山中 敬雄（４） ６ｍ７７ （－１．５ｍ） （第６位）
大黒 貴弘（２） ６ｍ９３☆（＋０．５ｍ） （第３位）
大黒（２）は最初から最後まで６ｍ後半の安定した跳躍を出し続け、最後の６本目で自
己ベストとなる６ｍ９３をマークし、見事関西インカレＡ標準を突破した。今後の７ｍ突
破が注目される。山中（４）は調整不足からか、思うような跳躍ができず苦戦を強いられ
た。それでも６位に食い込む跳躍を見せたのはさすがである。今後も更なる活躍に期待し
たい。
文責
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仲西

穂高（２）

男子三段跳
山中 敬雄（４） １４ｍ３６ （－１．０ｍ） （第２位）
矢野 達哉（３） １４ｍ２３ （－２．０ｍ） （第３位）
山中（４）は、持ち前のスピードを生かした力強い跳躍で１本目、２本目と１４ｍを超
え、３位でベスト８に進出した。ベスト８では、４本目でファウルするも、５本目で１４
ｍ３６を跳び、２位に浮上する。６本目はファウルしたため、結果これが最終的な記録と
なり、２位で競技を終えた。矢野（３）は１本目、２本目とファウルしたが、３本目でき
っちり踏み切りを合わせ、１４ｍ２３を跳び、ベスト８に２位で通過した。しかし、４本
目、５本目、６本目と納得のいくホップ、ステップができなかったのか着地までもってい
けず、予選で跳んだ１４ｍ２３で競技を終え３位となった。２位３位と良い結果を残した
２人であったが、両者とも「もっと跳べた」と悔しそうであった。
文責

大黒

貴弘（２）

男子砲丸投
奥野 照基（３） ９ｍ５７ （１３位）
奥野（３）は関カレ直前にケガをしてしまい、思うような投擲ができなかった。本人も
悔しがっていた。今後の活躍に期待したい。
文責

中野

友揮（２）

女子４００ｍ
宝徳 奈津美（２） 予 １′０１″４２☆（７着）
比較的走りやすい気候で迎えた女子４００ｍで宝徳（２）は前半で少し周りの選手に離
される。しかし後半に入ると粘りを見せ、見事自己ベストを更新したが、本人の目標タイ
ムには届かず悔しさが残った。
文責
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川越

俊幸（２）

対校得点結果
男子２部総合得点

大阪府立大 ４０点 第５位

男子２部トラック得点

大阪府立大 １０点 第１１位

男子２部フィールド得点 大阪府立大 ３０点 第４位

≪応援・競技に参加して頂いたＯＢ・ＯＧの皆様≫
志儀さん、山口さん、木下さん、松本さん、大林さん、新田さん、野々口さん、藤原さん、
北川さん、武田さん、中田さん
お忙しい中、お越しいただきありがとうございました。
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３．その他の試合結果
平成２３年度学連ロード長距離記録会 ２月１１日（土） 長居周回コース
男子ハーフマラソン

北川 拓哉（４） １時間０９分４０秒☆ 歴代３位！
甲木 孝弘（３） １時間１２分４１秒☆ 歴代１０位！
北川 直昭（１） １時間２２分４９秒
高尾 信成（１） ＤＮＳ

女子１０Ｋｍロード

小池 徳子（３） ４３′４２

第３回学連記録会 ３月１８日、１９日 西京極総合運動公園陸上競技場
男子１００ｍ

早川 哲史（１） １１″５７（＋１．２ｍ）
奥野 照基（２） １１″９３（＋０．５ｍ）
前山 龍平（２） ＤＮＳ

男子２００ｍ

松本 和也（Ｍ１）２３″７６（＋０．０ｍ）

男子４００ｍ

中野 友揮（１） ５４″１８
神農 伸治（２） ５９″７２
松本 和也（Ｍ１）５３″６７

女子４００ｍ

宝徳 奈津美（１）１′０３″５８

男子８００ｍ

中野 友揮（１） ２′０５″５２
佐原 敏基（２） ２′０５″４３☆

男子１５００ｍ

佐原 敏基（２） ４′３８″２１
甲木 孝弘（３） ４′０６″８９

女子３０００ｍ

西村 実希子（３）１１′２６″０４
松本 迪子（１） ＤＮＳ

男子５０００ｍ

遠藤 耀司（１） １７′３１″９７
小槻 日出夫（１）１６′４７″２７☆
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女子５０００ｍ

小池 徳子（３） ２１′２７″６９

男子１００００ｍ

北川 直昭（１） ３５′５７″７０

男子４００ｍＨ

小川 潤（２）

男子３０００ｍＳＣ

北川 拓哉（４） ９′４８″８８

男子走高跳

田中 英和（２） １ｍ８５

男子走幅跳

大黒 貴弘（１） ６ｍ１２（＋１．２ｍ）

５９″６０

仲西 穂高（１） ５ｍ７０（＋２．０ｍ）

兵庫陸上競技春季記録会 ４月７日 ユニバー記念競技場
男子１００ｍ

松本 和也（Ｍ２）１２″０９（－２．６ｍ）

男子２００ｍ

松本 和也（Ｍ２）２３″７０（－０．４ｍ）

第一回大体大競技会 ４月１４日 浪商学園陸上競技場
男子１００ｍ

仲西 穂高（２） １１″８２（＋２．３ｍ）

男子４００ｍＨ

小川 潤（３）

５７″５０

川越 俊幸（２） ５６″６７
男子走幅跳

仲西 穂高（２） ６ｍ０２（＋２．４ｍ）
大黒 貴弘（２） ６ｍ８６（＋１．３ｍ）

第二回大体大中長距離競技会 ５月１９日 浪商学園陸上競技場
男子５０００ｍ

山下 翔平（４） ＤＮＳ
北川 直昭（２） １６′４９″５７
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尼崎中長距離記録会 ５月２５日 尼崎市記念公園（ベイコム）陸上競技場
男子８００ｍ

中野 智典（４） ２′０５″７３
山中 敬雄（４） ２′０６″７０

第二回大体大競技会 ５月２６日 浪商学園陸上競技場
男子１００ｍ

奥野 照基（３） ＤＮＳ

男子４００ｍ

松本 和也（Ｍ２）５１″１１
中野 友輝（２） ５２″０６

男子４００ｍＨ

小川 潤（３）

５９″１０

川越 俊幸（２） ５７″０８
男子走幅跳

保科 政幸（３） ６ｍ１６（－０．１ｍ）
野本 健太（３） ６ｍ４６（＋１．４ｍ）
仲西 穂高（２） ５ｍ３９（＋０．６ｍ）
大黒 貴弘（２） ＤＮＳ

第一回尼崎ナイター記録会

６月９日 尼崎市記念公園（ベイコム）陸上競技場

男子１００ｍ

松本 和也（Ｍ２）１１″７４（－０．６ｍ）

男子２００ｍ

松本 和也（Ｍ２）２３″３４（±０．０ｍ）

男子走幅跳

大黒 貴弘（２） ６ｍ８４（＋０．６ｍ）
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４．今後の目標と反省
短距離パート
短距離パートは来るシーズンに向けて一人一人がしっかり考えて練習に取り組んできま
した。その成果もあり自己ベストをだしている選手もいます。４×１００ｍＲでは初の４
１秒台を出すことも出来ました。しかし、まだまだこれからだと思っています。また、一
回生の若い力も入ってきてくれているので、部内で切磋琢磨しながらより高みを目指して
いきたいと思います。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。
文責

短距離パート長 前山

龍平（３）

中距離パート
冬期練、春合宿を終え、トラックシーズンが始まりました。今年から関西インカレの無
条件枠の廃止、Ｂ標準の新設により、まずパートとしてＢ標準を切ることが目標となりま
した。標準突破のチャンスであった大阪インカレは、８００ｍで中野（２）が標準を切る
ことが出来ましたが、１５００ｍは誰も標準突破はかないませんでした。三大戦では１５
００ｍで大阪大と同点１位となりました。しかし未だに甲木（４）など上回生に頼らなけ
ればならず、パート全体の底上げが必要だと痛感しました。関西インカレは８００ｍに中
野が出場し、予選突破はなりませんでしたが大学ベストを更新し、徐々に調子を取り戻し
ている様に感じました。２～４回生の中距離パートは３人と少ないですが、今年は新入生
が多く入り活気づいています。現在、練習はびわ湖駅伝予選会を目指す選手は長距離と、
秋に中距離で結果を残そうとする選手は主に短距離としており、中距離としての練習はあ
まり行えていません。しかし７月の首都大戦はパート一丸となって勝ち越し、府大全体の
勝利に貢献したいと思いますので、応援よろしくお願いします。
文責 中距離パート長 佐原 敏基（３）
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長距離パート
新シーズンに入ってから大阪インカレ、三大戦、関西インカレと３つの大きな試合が終
わりました。大阪インカレでは目標どおりの結果を出せなかったものが多い中、甲木（４）
が出場した３種目中２種目のベストを更新し、シーズン初めに幸先のいいスタートを切り
ました。三大戦では５０００ｍで北川（Ｍ１）が３位、甲木が５位と市大とは同点、阪大
には負け越しという結果でした。関西インカレは今年からＢ標準が設置された代わりに無
条件出場枠が消えたため、例年よりも出場する選手が少なくなりました。５０００ｍ、１
００００ｍでは甲木、３０００ｍＳＣには北川のみが出場し、ハーフマラソンの出場者は
なしと選手層の薄さを感じました。これら３つの試合を振り返るとすべての試合で甲木一
人に任せている傾向があるため、チーム全体での底上げが必要だと感じました。
長距離は１０月に行われるびわ湖駅伝予選会を最大の目標とし練習に励んでいます。今
年は有望な新入生が多く入部したので、チームを引っ張るべき２，３回生が練習中でもよ
り一層高い競争心を持ち、チーム全体の実力を上げて本選出場を目指します。応援よろし
くお願いします。
文責

長距離パート長 北川

直昭（２）

フィールドパート
大阪インカレでは今年初試合という選手が多く、実力を発揮できずに終わってしまいま
した。この調整ミスと専門練習の少なさを改善して挑んだ三大戦では、跳躍種目では、大
阪大学と大阪市立大学に大勝できました。また、今年は投擲専門の選手が不在でしたが、
投擲種目も善戦したと思います。関西インカレでは走り幅跳び、走り高跳び、三段跳びに
それぞれ２人ずつという出場人数でしたが、全員表彰台、フィールド総合３位を目標に挑
みました。結果としては幅では大黒（２）が２位、山中（４）が６位、高では田中（３）
が１位、渡部（４）が１０位、三段では山中が２位、矢野（３）が３位、総合では４位と
なり、ほぼ全員が入賞でき、嬉しい結果となりました。ただ、昨年と一昨年に引き続きフ
ィールド総合４位という結果に終わったのが非常に悔しいです。フィールドパートとして
は夏の大会、秋の学年別で全員が自己ベストを更新できるように一丸となって練習に励み
ます。今後とも応援よろしくお願いします。
文責
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フィールドパート長

田中

英和（３）

