ＯＢ会通信
２０１５年度 第一号
大阪府立大学陸上競技部
拝啓
梅雨明けの待ち遠しい今日この頃、ＯＢ・ＯＧの皆様はいかがお過ごしでしょうか。私たち陸
上競技部員は対校戦の勝利や各選手権大会に向けて日々の練習に励んでおります。
さて、この度は４月７日から８日にかけて行われた大阪インカレ、４月１８日に行われた三大
戦、５月１４日から１７日にかけて行われた関西インカレの結果について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） ２０１５年４月１８日
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１．主将あいさつ
ＯＢ通信ではじめて接点を持つことになるＯＢ・ＯＧの方もいらっしゃると思いますので、こ
の場を借りて挨拶させていただきます。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
西田大です。どうぞよろしくお願いします。
さて、今年の第１回ＯＢ通信では大阪インカレ、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。今シーズンに向けて部員が一丸となって、厳しい冬を乗り越えてまい
りました。恒例となりました春合宿は今年も香川県の丸亀で開催されました。今年は大阪市立大
学、和歌山大学に加え、関西外国語大学、滋賀大学の一部のパートの方も加わり多くの選手と交
流することができました。普段の大学の練習ではなかなか得ることのできない緊張感や、あまり
取り組まないメニューなどをこなすことができ、とても有意義な合宿となりました。
今シーズン最初の大きな試合でありました大阪インカレでは、男子４００ｍで高田（４）、男
子走幅跳で大黒（Ｍ１）、男子十種競技で山口（４）が入賞を果たし、リレー種目でも男子４×
１００ｍＲ、４×４００ｍＲで決勝進出を果たすなど、短距離種目を中心に冬の練習の成果が見
られた結果になりました。
その後の大阪三大学対校戦では、男子総合３位、女子総合３位と今年も悔しい結果になってし
まいました。実力で拮抗している種目で得点を稼ぐことができず、府大の選手層の薄い種目で差
を広げられてしまいました。今年は府大が主管校でしたが、大きな事故もなく大会を終えること
ができました。部員一人一人が主管校としての責任を果たした結果だと思っています。
５月１４日から１７日の４日間にわたって開催されました関西インカレでは、大阪インカレで
も入賞を果たした男子４００ｍ、走幅跳、十種競技、そして４×４００ｍＲで入賞を果たしまし
た。しかし、入賞者の数は大阪インカレとほぼ変わらず、総合結果も２部で第１１位と、まだま
だチーム全体としての底上げが必要だと感じました。
最後に、今年の１回生は、部員減少に悩まされていた長距離の女子の選手など、実力のある１
回生がたくさん入ってきてくれました。この新しい部員たちとともに、まずは首都大戦に向けて
チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。今後も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
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西田 大（３）

２．主要試合結果報告
☆は自己ベスト、★は大学ベスト

第６３回大阪学生陸上競技対校選手権大会
４月７日～８日 ヤンマーフィールド長居
グランドコンディション
４月７日 曇り

１３．０℃

４月８日 雨

１１．５℃

男子１００ｍ
嶋田 祥久（４） 予 １１″２８ （＋１．０） （３着）
西田 大 （３） 予 １１″２０ （＋１．６） （３着）
中山 正哉（３） 予 １１″６２ （－０．２） （４着）
嶋田（４）は、スタートで飛び出したが、後半硬くなってしまい３着でのゴールとなった。西
田（３）は、後半追い上げたが僅差で３着となった。中山（３）は、スタートで出遅れてしまい、
思うようなレース展開ができなかった。３選手ともこれからの試合に向けて課題が見つかったレ
ースであった。
文責

前原 脩人（２）

男子２００ｍ
大村 駿弥 （４） ＤＮＳ
西田 大

（３） 予 ２２″３８ （＋２．７）★ （１着）
準 ２２″４８ （＋１．８）

（６着）

黒田 丈一郎（２） ＤＮＳ
西田（３）は予選でスムーズなスタートを切り、リラックスしてスピードに乗ることがで
き、追い風参考ながら２２″３８の好タイムをマークして準決勝に進んだ。準決勝では多少の
力みもあり後半うまく伸びなかったが、２２″４８をマークした。
文責 小寺 知輝（２）
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男子４００ｍ
高田 昌人（４） 予 ４９″９０ （２着）
準 ４８″９９ （２着）
決 ４９″８６ （第５位）
大村 駿弥（４） ＤＮＳ
中田 剣 （２） 予 ５０″８８ （３着）
４００ｍには高田（４）と中田（２）が出場した。高田は普段通り力を発揮し決勝まで進ん
だ。中田はベストを出すと意気込んでいたものの、本来の調子を出すことができなかった。シ
ーズンはこれから長いので、さらなる飛躍に期待したい。
文責 池田 美悠（２）

男子８００ｍ
駒井 智己（２） 予 １′５８″６７ （３着）
準 ２′００″７９ （６着）
三好 克典（２） 予 ２′２４″２４☆（７着）
駒井（２）は予選では４００ｍまで先頭をひっぱったが、ラスト２００ｍで離された。しかし
タイムで拾われ準決勝に進んだ。準決勝では前半のスローペースについていくもラスト２００ｍ
のスパート勝負に対応できず組６着であった。三好（２）は前半の４００ｍはまずまずのペース
であったが、後半に大きく失速した。今回のレースは力を出し切れなかったようだが次のレース
に期待したい。
文責 名越 彩佳（２）

男子１５００ｍ
二本松 立朗（４） ＤＮＳ
村上 将悟 （４） ＤＮＳ

男子５０００ｍ
大松 達也（４） １８′５８″３８ （２９着）
高本 雄太（３） １７′１９″９５ （２６着）
三上 賢吾（３） １６′１２″１５ （２１着）
大松（４）
、高本（３）
、三上（３）の３選手とも前半はペースを維持し、快調に走り続ける
ことができたが、後半になるにつれてペースが乱れ、自己ベストの更新とはならなかった。今
回のレースの反省を踏まえ、今後のよりよい記録に期待したい。
文責 西上 寧子（２）
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男子１００００ｍ
三上 賢吾（３） ＤＮＳ

男子４００ｍＨ
小川 潤（Ｍ２） 予 ５８″４８ （４着）
小川（Ｍ２）は好スタートを切ってスピードにのり、上手く初めのハードリングにつなげられ
ていたが、６台目の第４コーナーからのホームストレートで失速し、苦しみながらのゴールで結
果は組 4 着となった。後半を如何に維持して走るかを探究しつつ、次のレースに期待したい。
文責

中田 剣（２）

３０００ｍＳＣ
村上 将悟（４） １０′０５″３７（第１１位）
３０００ｍＳＣには村上（４）が出場した。今後、実習など授業の関係で練習できる機会が
減るため意気込んで臨んだレースであった。しかし自己ベスト更新とはならず、本人も結果に
は満足していないようであった。今後試合への出場機会は少なくなると思われるが、活躍に期
待したい。
文責 三好 克典（２）

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学 予（倉本（４）―西田（３）―高田（４）―中山（３））
決（嶋田（４）―西田（３）―高田（４）―中山（３））
予

４２″６６（３着）

決

４２″４９（第７位）
天候は良いがまだ肌寒く全員が本調子ではない中、９レーンで他大学から逃げる形ではあっ

たがバトンも上手くつながり、４２″６６の組３着で決勝に進出した。決勝では倉本（４）に
代わって嶋田（４）が好調のスタートを切るが、タイムにつながらず４２″４９で７着に終わ
った。これからのレースに期待したい。
文責
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中田 剣（２）

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学（中田（２）―駒井（２）―武田（３）―高田（４））
予

３′２３″７４ （２着）

決

３′２２″２３ （第７位）
予選では１走の中田（２）、２走の駒井（２）の力走で前半を首位で通過し、後半は後続の

大学に差を詰められるも２着で決勝進出を決めた。決勝では１走の中田、２走の駒井が良い位
置で回し、３走の武田（３）、４走の高田（４）が粘りを見せ、第７位となった。
文責 三好 克典（２）

男子走高跳
片岡 裕 （４） １ｍ８０ （第１５位）
前原 脩人（２） ＤＮＳ
片岡（４）は本人も練習不足と言っていたように、クリアランスにおいて、足でバーを落と
す試技が目立った。体が浮いていただけにもったいない跳躍であった。今後練習を重ねて、記
録更新を期待したい。
文責 小寺 知輝（２）

男子走幅跳
大黒 貴弘（Ｍ１）

７ｍ１９

（＋２．４）

（第３位）

走幅跳には大黒（Ｍ１）が出場した。気温が低く、天候も良くない中であったが、７ｍ１９をマ
ークし追い風参考ながら自己ベストを更新した。本人もこの結果に手ごたえを感じることができた
ようであり、今シーズンのさらなる活躍が期待される。
文責

三好

克典（２）

男子三段跳
小寺 知輝（２）

１３ｍ７２ （＋２．１） （第１５位）

大黒 貴弘（Ｍ１） ＮＭ
大黒（Ｍ１）は１３ｍ板だったために着地が入れることができずに、惜しくもＮＭと悔しい
結果になった。小寺（２）は悪天候であったが、セカンドベストをマークした。目標の１４ｍ
１０には届かなかったが次に繋がる試合となった。
文責 田中 亜美（２）
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男子十種競技
山口 裕太（４） ６００７点 （第７位）
前原 脩人（２） ５０２７点 （第２４位）
１００ｍ：山口 裕太（４） １１″８７ （＋１．５） （６７７）
前原 脩人（２） １２″０９ （＋１．１） （６３３）
山口（４）は追い風に恵まれたこともあり、上手くスピードに乗ることができ、まずまずの
タイムを残すことができた。前原（２）は前半から他の選手に前に出られる苦しいレース展開
となった。
文責 黒田 丈一郎（２）
走幅跳：山口 裕太（４） ６ｍ３７ （＋１．７） （６６８）
前原 脩人（２） ５ｍ９５ （＋２．３） （５７６）
山口（４）は追い風に恵まれたこともあり、３回目の試技で自己２番目の記録を残すことが
できた。前原（２）は追い風参考記録だったものの自己ベストに迫る記録をのこすことができ
た。
文責 黒田 丈一郎（２）
砲丸投：山口 裕太（４） １０ｍ７５☆ （５３１）
前原 脩人（２） ８ｍ８４

（４１６）

山口（４）は試技を重ねるごとに記録を伸ばしていき、３投目で自己ベストを記録すること
ができた。前原（２）も日ごろの練習の成果を発揮できた試技となった。
文責 黒田 丈一郎（２）
走高跳：山口 裕太（４） １ｍ７０ （５４４）
前原 脩人（２） １ｍ８０ （６２７）
山口（４）は納得のいく跳躍をすることができず、自己ベストには届かなかった。前原
（２）は専門種目ということもあって、自己ベストには届かなかったものの十種競技者の中で
は上位の記録を残した。
文責 黒田 丈一郎（２）
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４００ｍ：山口 裕太（４） ５２″４７ （７０４）
前原 脩人（２） ５６″３６ （５４５）
山口（４）は低い気温によるものか、あまり良い動きができず本人も納得していない様子で
あった。前原（２）は前半から前に出る積極的な走りを見せたが、２００ｍを過ぎたあたりか
ら失速し、他の選手に追い抜かれてしまった。
文責 黒田 丈一郎（２）
１１０ｍＨ：山口 裕太（４） １５″９０

（＋０．１） （７４４）

前原 脩人（２） １６″３８

（＋３．３） （６９１）

山口（４）と前原（２）が出場した。山口はキレのあるハードリングで１５秒台をマークす
ることができた。前原は追い風参考記録ではあるが、自己ベストを上回るタイムでゴールし
た。両選手とも、２日目最初の種目で勢いをつけた。
文責 駒井 智己（２）
円盤投：山口 裕太（４） ２７ｍ２０ （４１０）
前原 脩人（２） １９ｍ７１ （２６７）
山口（４）は冬季練習の成果が発揮され、力のある投擲をみせた。自己ベストとはいかなか
ったものの、さらなる記録更新をうかがえる投擲であった。前原（２）は１、２投目とファー
ルが続き、満足のいく記録を残すことができなかった。
文責 駒井 智己（２）
棒高跳：山口 裕太（４） ３ｍ８０ （５６２）
前原 脩人（２） ２ｍ６０ （２６４）
山口（４）は記録を伸ばしつつあるこの種目で３ｍ８０と、安定した記録を残した。本人は
まだまだ記録を伸ばせるという様子だったので、さらなる飛躍を期待したい。前原（２）は満
足に練習ができてない中で棒高跳初出場となったが、しっかりと記録を残すことができた。さ
らに練習を積んで大幅に記録更新することを期待したい。
文責 駒井 智己（２）
やり投：山口 裕太（４） ４３ｍ８３ （４９８）
前原 脩人（２） ３８ｍ３１ （４１８）
山口（４）は手応えがあり、大幅にベスト更新を狙えると言っていた中での試合であった
が、惜しくもベスト更新とはならなかった。しかし、さらなる記録向上がうかがえる投擲であ
ったので、次の自己ベスト更新に期待したい。前原（２）は綺麗な投擲をみせたが、惜しくも
40m を超えることができなかった。
文責 駒井 智己（２）
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１５００ｍ：山口 裕太（４） ４′４１″７３ （６６９）
前原 脩人（２） ４′５４″８５ （５９０）
山口（４）と前原（２）が出場。両選手とも落ち着いたペースで１周目を通過。山口は自己
ベストには遠く及ばない記録ではあるが、最後までペースを維持し、上位でゴール。前原は体
調が優れない中で、最後まで自分のペースを守り切った。
文責 駒井 智己（２）

女子１００ｍ
池田 美悠（２） ＤＮＳ

女子２００ｍ
池田 美悠（２） 予 ２８″３０ （７着）
池田（２）はスタートでうまく飛び出せたが、その後思うように加速することができず、納
得できる記録を残せなかった。今後の試合での自己ベストの更新に期待したい。
文責 西上 寧子（２）

女子８００ｍ
炭谷 佳奈（３） 予 ２′２９″６２ （３着）
炭谷（３）は怪我で満足に練習もできず、アップもままならない状態での出場であった。レ
ースも序盤から先頭集団についていけず、奮闘したものの得意のラスト２００ｍからの粘りも
発揮できなかった。コンディションを合わせていくことが今後の課題である。
文責 名越 彩佳（２）
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女子８００ｍを走る炭谷（３）
（右から１番目）

女子やり投
星合 里香（４） ３０ｍ８０ （第１１位）
星合（４）は怪我の影響のため万全の状態で試合に臨むことができず、本来の実力を発揮で
きなかった。しかし、その中でも修正点を見つけることができたようなので、これからの活躍
に期待したい。
文責 黒田 丈一郎（２）

≪応援・競技に参加していただいたＯＢ・ＯＧの皆さん≫
小川さん、大仲さん、野本さん、大黒さん、川越さん
お忙しい中、ありがとうございました。
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第６０回大阪三大学対校陸上競技大会
４月１８日 金岡陸上競技場
グランドコンディション 晴れ

対校の部
男子１００ｍ
（＋１．０）
１．高津 良平（市大）１０″９４

４．藤原 宇央（阪大）１１″１８

２．和田 将志（阪大）１０″９７

５．西田 大 （府大）１１″２０

３．嶋田 祥久（府大）１１″１７

６．堀

府大 ６点

阪大

８点

広樹 （市大）１１″４７

市大 ７点

嶋田（４）
、西田（３）の両選手とも前半は格上の選手に遅れを取らない走りであった。し
かし６０ｍを過ぎたあたりから２人とも１０秒台を記録した選手に離されてしまった。両選手
とも順位、記録に納得していない様子であったが、自分自身の走りを見直す良いきっかけとな
ったようだ。
文責 黒田 丈一郎（２）

男子４００ｍ
１．高田 昌人（府大）４８″１６

４．首藤 太志（市大）４９″８７

２．高塚 誠司（阪大）４９″２１

５．小野 礼 （阪大）５０″２４

３．井上 裕貴（市大）４９″３２

６．中田 剣 （府大）５５″５６

府大 ７点

阪大

７点

市大 ７点

高田（４）はスタートからスピードに乗り、２００ｍ地点ですでに他選手を大きく引き離し
終始リードを保ったまま好タイムで優勝した。中田（２）は疲労のせいか２００ｍ付近で足が
つり、後半はスピードを落とす形でのゴールとなった。
文責 小寺 知輝（２）
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男子１５００ｍを走る駒井（２）（左から１番目）と村上（４）
（左から２番目）

男子１５００ｍ
１．三根 亨 （阪大）３′５９″６２

４．小倉 涼太（市大）４′０４″９９

２．出原 祥磨（市大）４′００″９６

５．村上 将悟（府大）４′０５″５８☆

３．藤 諒健 （阪大）４′０３″５５

６．駒井 智己（府大）４′０８″９５☆

府大 ３点

阪大

１０点

市大 ８点

村上（４）
、駒井（２）の両選手ともスタートから終盤まで集団について走ることができ
た。両選手とも自己ベストを更新する好記録を残すことができたが、終盤でのスピードで実力
の違いを見せつけられる形となり５着、６着という結果になった。今後の記録に期待したい。
文責 西上 寧子（２）
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男子５０００ｍ
１．石井 正樹（市大）１５′３１″９６

４．塩見 圭史（阪大）１５′５３″２９

２．山口 雄也（市大）１５′４４″９２

５．村上 将悟（府大）１６′２２″３９

３．西 慶一郎（阪大）１５′５３″２９

６．三上 賢吾（府大）１６′４０″１７

府大 ３点

阪大

７点

市大 １１点

全体的に順位は５位、６位と残念な結果になってしまったが、走りはまずまずといったとこ
ろであった。村上（４）は持ち前の粘りで３０００ｍからのペースの乱れをなんとか持ちこた
えた。しかし、前の集団についていくことが出来ず最後のラストスパートで挽回を試みるが惜
しくも５位でゴールした。三上（３）は疲労も溜まったためか３０００ｍから失速し、そのま
まペースを戻すことが出来ず記録も伸ばすことが出来なかった。主管として臨んだ三大戦であ
ったが、運営、試合両方とも満足にこなせる体力をつけることがこれからの課題であろう。
文責 田中 亜美（２）

男子４×２００ｍＲ
１．大阪市立大学（高津―堀―森川―深井）
２．大阪大学

１′２８″４０

（國田―藤原―高塚―井面） １′２８″６３

３．大阪府立大学（嶋田―西田―中山―高田） １′２８″６５
府大 ０点

阪大

３点

市大 ６点

１走の嶋田（４）が力強い走りで流れを作り、２位でバトンをつないだ。４走の高田（４）がラ
スト追い上げたが、惜しくも３位でゴールした。タイムも良く、収穫の多いレースであった。
文責

前原 脩人（２）

男子走高跳
１．片岡 裕

（府大）１ｍ９０

４．前原 脩人 （府大）１ｍ８０

２．田谷野 義季（阪大）１ｍ９０

５．生野 雄大 （阪大）１ｍ７０

３．香川 裕統 （市大）１ｍ８５

６．村上 隆一郎（市大）１ｍ６５

府大 ９点

阪大

７点

市大 ５点

走高跳には片岡（４）と前原（２）が出場した。フィールド勢は冬季練習であまり競技場練
習ができていなかったため、記録が低調なものとなった。これからシーズンに入るにつれて冬
の成果が出ることに期待したい。
文責 池田 美悠（２）
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男子走幅跳
１．村上 隆一郎（市大）６ｍ８６

４．藤林 祥大（阪大）６ｍ４４

２．小口 伸

（阪大）６ｍ８０

５．山口 裕太（府大）６ｍ１８

３．岡本 勇輝 （市大）６ｍ４８

６．大黒 貴弘（府大）５ｍ９１

府大 ３点

阪大８点

市大 １０点

大黒（Ｍ１）は上がり調子の中で迎えた試合であったが、１回目の跳躍で足にアクシデント
があり、２回目以降の跳躍をパスした。治療に専念し、１日でも早い復帰を期待したい。山口
（４）は勢いのある助走だったが、跳躍に高さが出ず、満足のいく記録を残すことができなか
った。
文責 駒井 智己（２）

男子三段跳
１．吉村 直也（阪大）１４ｍ３３

４．村上 隆一郎（市大）１３ｍ１６

２．小寺 知輝（府大）１４ｍ０４☆

５．松森 達也 （市大）１３ｍ１２

３．門脇 駿 （阪大）１４ｍ０２

６．片岡 裕

府大 ６点

阪大

１０点

（府大）１２ｍ４７

市大 ５点

小寺（２）はホップ、ステップとうまくいき１４ｍ台を記録した。ジャンプの腰が潰れてしま
ったが、見事自己ベストを更新した。しかし本人は負けてしまったことに悔しそうであった。今
後さらに活躍することに期待がかかる。
文責 名越 彩佳（２）

男子砲丸投
１．山口 裕太 （府大）１０ｍ９２☆

４．香川 裕統（市大）１０ｍ１４

２．北 悠汰

（阪大）１０ｍ５２

５．芦田 凛 （市大）９ｍ４３

３．古場 凛太郎（阪大）１０ｍ２１

６．前原 脩人（府大）８ｍ１４

府大 ７点

阪大

９点

市大 ５点

山口（４）は練習投擲で１１ｍ近くと自らのベストを超え、その調子で最初２投は力が伝わ
らず１０ｍ程度であったが、他大学との競り合いの中でその後の調整がうまくいき、１１ｍ近
くを連続でマーク。結果は１０ｍ９２の自己ベストで終えた。１０種の点数に繋がることにお
おいに期待したい。前原（２）は練習投擲では約９ｍ台をマークしていたが、１投目を境に調
子を崩し、２投目からはファールを連発。結果は１投目の記録のみに終わった。押し出しを上
手くするなど、多くの反省を次に活かして欲しい。
文責
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中田 剣（２）

男子円盤投
１．古場 凛太郎（阪大）３４ｍ０５

４．芦田 凛

（市大）３０ｍ８０

２．山口 裕太 （府大）３２ｍ６０☆

５．中田 剣

（府大）２６ｍ９２

３．北 悠汰

６．松森 達也 （市大）２３ｍ６６

府大 ７点

（阪大）３１ｍ４９
阪大

１０点

市大 ４点

山口（４）は自己ベストを更新する投擲を見せ２位となり、府大の得点に大きく貢献した。
今後、専門の十種競技での得点の向上が期待される。中田（２）は４００ｍでのアクシデント
の後の競技であり、満足な結果を残すことができず、５位になった。今後の活躍に期待した
い。
文責 三好 克典（２）

男子やり投
１．神田 直仁（阪大）６８ｍ１２

４．芦田 凛 （市大）３８ｍ０２

２．中田 剣 （府大）４６ｍ１４

５．前原 脩人（府大）３５ｍ７８

３．西岡 勇人（市大）４２ｍ９６

６．山中 統吾（阪大）ＤＮＳ

府大 ７点

阪大

６点

市大 ７点

中田（２）は目標としていた５０ｍには届かなかったが好記録を残し２位になった。前原
（２）は試合直前に体調を崩し万全な状態でない中であり、記録も思うように伸びなかった。
二人とも今回の結果には満足できていないようであった。今後の飛躍に期待したい。
文責 三好 克典 （２）

女子１００ｍ
（－０．１）
１．河口 悠

（市大）１２″７３

４．江角 香菜（市大）１３″１９

２．脇本 沙友美（阪大）１２″７８

池田 美悠（府大）ＤＮＳ

３．山下 真由子（阪大）１３″１９

星合 里香（府大）ＤＮＳ

府大 ０点

阪大

５点

市大 ５点
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女子８００ｍ
１．寺田 理絵（阪大）２′２２″０１

４．前田 千晶（阪大）２′２６″９９

２．山崎 真侑（市大）２′２４″２４

５．斎藤 陽香（市大）２′３９″３９

３．炭谷 佳奈（府大）２′２５″７７

６．西上 寧子（府大）２′５６″１５

府大 ２点

阪大

５点

市大 ３点

炭谷（３）は怪我の影響で練習がつめていなかったもののまずまずの好タイムであった。し
かし本人は関西インカレの標準記録を突破できず悔しそうであった。西上（２）はトラックで
の大学初レースということもあって緊張した様子であったが、しっかりと正選手としての役割
を全うした。
文責 黒田 丈一郎（２）

女子３０００ｍ
１．置塩 綾乃（市大）１０′４２″６５

４．青木 聡子（市大）１１′１７″８６

２．森瀬 奏子（阪大）１０′５０″５５

炭谷 佳奈（府大）ＤＮＳ

３．土岐 慧子（阪大）１１′０７″１２

西上 寧子（府大）ＤＮＳ

府大 ０点

阪大

５点

市大 ５点

女子４×２００ｍＲ
１．大阪市立大学（山崎―江角―福岡―河口）１′４５″５８
２．大阪大学（脇本―山下―藤原―畑中）

１′４６″５５

３．大阪府立大学（池田―炭谷―名越―星合）１′５４″９０☆ 府大記録！
府大 ０点

阪大

２点

市大 ４点

４選手とも授業、故障等で十分に練習時間が取れない中でのレースであったが、各自持てる
力を発揮し、大会記録をマークした他大学には及ばなかったものの見事府大新記録を樹立し
た。今後の記録更新にも期待したい。
文責 小寺 知輝（２）
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女子走幅跳
１．今川 尚子（阪大）５ｍ３２

４．江角 香菜（市大）４ｍ７２

２．畑中 杏佳（阪大）４ｍ９９

５．星合 里香（府大）４ｍ１９

３．河口 悠 （市大）４ｍ８９
府大 ０点

阪大

７点

池田 美悠（府大）ＤＮＳ

市大 ３点

星合（４）は専門ではない種目であったが健闘した。しかし、練習を積むことができなかっ
たこともあり得点につなげることはできなかった。本人にとっても悔いの残る結果になってし
まったようだ。
文責 名越 彩佳（２）

女子砲丸投
１．星合 里香（府大）８ｍ７０

４．森田 葵 （阪大）７ｍ４５

２．高岡 侑未（市大）７ｍ６２

西上 寧子（府大）ＤＮＳ

３．河口 悠 （市大）７ｍ５０
府大 ４点

阪大

１点

市大 ５点

大会記録を持つ星合（４）は８ｍ７０で１位となった。しかし、目標としていた記録の更新
は達成することができなかった。今後の大会での記録更新に期待したい。
文責 西上 寧子（２）
総合得点
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

１９

３５

３９

トラック順位

３

２

１

フィールド合計

３９

５０

３６

フィールド順位

２

１

３

総合得点

５８

８５

７５

総合順位

３

１

２

18

女子対校
大阪府立大学

大阪大学

大阪市立大学

トラック合計

２

１７

１７

トラック順位

３

１

１

フィールド得点

４

８

８

フィールド順位

３

１

１

総合得点

６

２５

２５

総合順位

３

２

１

※１位、２位は優勝種目数の差により決定

オープンの部
１００ｍ

岡本 真

（府大ＯＢ）

１２″４６（－１．３）

渡部 翔太 （府大ＯＢ）

１１″３５（＋０．０）

内賀嶋 陽史（府大ＯＢ）

１１″７１（－０．１）

小川 潤

１１″８８（－０．１）

（Ｍ２）

倉本 惇嗣 （４）

１１″５６（－１．１）

中山 正哉 （３）

１１″６２（＋０．６）

岡本 真 （府大ＯＢ）

２４″７９（＋０．７）

倉本 惇嗣（４）

２３″９９（＋０．６）

嶋田 祥久（４）

２２″７９（＋０．３）

西田 大 （３）

２２″７９（＋０．３）

４００ｍ

武田 匠平（３）

５３″６６

５０００ｍ

小槻 日出夫（Ｍ１）

１７′５６″９０

高本 雄太 （３）

１７′１９″８１

木下 健次 （府大ＯＢ）

１７′５９″６４

４００ｍＨ

小川 潤（Ｍ２）

５６″０８

４×２００ｍＲ

アラサー

２００ｍ

（角谷（市大６）－内賀嶋（府大ＯＢ）－小川（Ｍ２）―
渡部（府大ＯＢ）
）
１′３３″６６
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あーちゃんず
（古場（阪大４）－山口（４）－北（阪大４）－吉田（神大４）
）
１′３１″２１
走高跳

渡部 翔太（府大ＯＢ）

２ｍ００

走幅跳

前原 脩人（２）

５ｍ８３

小寺 知輝（２）

６ｍ０２

≪応援・競技に参加していただいたＯＢ・ＯＧの皆さん≫
山口さん、南田さん、辻本さん、木下さん、岡本さん、渡部さん、内賀嶋さん、大仲さん、
小川さん、奥野さん、大黒さん、小槻さん、仲西さん、早川さん
お忙しい中、ありがとうございました。
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第９２回関西陸上競技対校選手権大会
４月２２日 ヤンマーフィールド長居・長居周回コース
５月１４日～１７日 ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
グランドコンディション
５月１４日 晴れのち雨

２７．５℃

５月１５日 晴れ

２８．０℃

５月１６日 雨

２４．０℃

５月１７日 晴れ

２７．０℃

男子１００ｍ
嶋田 祥久（４） 予 １０″９８ （＋０．３） （２着）
準 １１″０５ （＋０．４） （７着）
中山 正哉（３） 予 １１″３３ （―０．９）☆（５着）
西田 大（３）

ＤＮＳ

嶋田（４）は足首を痛めていて、完治とはいかず少し気にかけていたが、スタートも決ま
り本来の自分の実力を発揮し力強い走りで約８ヶ月ぶりの１０秒台をマークし、２着で準決
勝にコマを進めた。準決勝ではスタートで足首に力が入らず１１″０５で７着に沈んだ。中
山（３）は少しスタートで上位者と差をつけられ、向かい風の影響もあり追い付けず５着に
終わったが、自身の自己ベストを０．０３秒上回り、コンディションから次につながる自信
を持てたようだ。次のレースに期待したい。
文責 中田 剣（２）

男子２００ｍ
嶋田 祥久（４） 予 ２２″２２
文山 知之（１） ＤＮＳ
２００ｍには嶋田（４）が出場した。決勝には進めなかったものの、予選では自己ベスト
を更新することができた。調子は上がってきているので、府大歴代記録の更新に期待がかか
る。
文責 池田 美悠（２）
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男子４００ｍ
高田 昌人（４） 予 ４８″２２

（１着）

準 ４８″６８

（１着）

決 ４８″２３

（第２位）

中田 剣（２）

予 ４９″３３☆ （３着）
準 ４９″９４

（６着）

高田（４）は予選から決勝まで全て４８秒台で走り、実力を見せ付けた。決勝では前半から飛
ばしていき、後半も粘り強い走りを見せ見事２位でゴールした。今後４７秒台にも大きく期待さ
れる。中田（２）は８レーンであり周りの選手が見えなかった中でも序盤からスピードを上げ、
積極的なレース展開をした。その結果大幅に自己ベストを更新する記録で準決勝へと進んだ。準
決勝では少し天候が悪かったがその中でも４９秒台で走れたのは大きな収穫であった
文責 前原 脩人（２）

男子８００ｍ
駒井 智己（２） 予 １′５７″２５ （５着）
８００ｍには駒井（２）が出場した。前半の４００ｍはゆっくりとしたペースでレースが
始まり、後半ではスピードを上げラストのホームストレートでは周りの選手と競り合うも、
組５着でのフィニッシュとなり準決勝進出とはならなかった。しかし、後半４００ｍのラッ
プタイムはシーズンベストをマークし、復調の兆しを垣間見ることができたレースであっ
た。
文責 三好 克典（２）

男子１５００ｍ
二本松 立朗（４） 予 ４′２３″４５ （１４着）
二本松（４）は前半落ち着いて集団の後方でペースを刻むが、残り６００ｍ地点で集団か
ら離されてしまう。そこから粘りを発揮することができず、集団に追いつくことができなか
った。本来の実力とは程遠い結果となったが、本人は調整した結果であり、またスタジアム
での試合だからこそ得られるものもあったと捉えていた。
文責 駒井 智己（２）
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男子５０００ｍ
三上 賢吾（３） １６′１１″６７ （２１位）
三上（３）は自己ベストを更新すると意気込んで臨んだ試合であった。スタート直後は集団
の後方についてペースを刻み、中盤で順位を上げていき３０００ｍ付近では先頭に立ち集団を
引っ張った。しかしその後は後続の選手に追い越されるも粘りを見せることができず、組４着
でゴールした。今回のレースでは課題を見つけることができたものの、本人は結果に悔しそう
であった。今後の活躍に期待がかかる。
文責 三好 克典（２）

男子４００ｍＨ
小川 潤（Ｍ２） 予 ５６″４０ （６着）
山口 裕太（４） 予 ５４″５７ （４着）
小川（Ｍ２）は５台目まではハードリングもうまく行き順調ではあったが、６～７台目で少
しもたついて減速してしまった。体力は少し余っていて追い上げるもスピードを改めて乗せき
ることができず、６着に終わった。今回のレースを反省して次のレースにつなげて欲しい。山
口（４）は６台目までは好調の走りをしていたが、十種競技の疲労と近日の後半が上がらない
部分が出てしまい、ホームストレートでさされ４着に沈み決勝には上がれなかった。今回の反
省を糧に次回のレースに期待したい。
文責

中田 剣（２）

男子３０００ｍＳＣ
村上 将悟（４） ＤＮＳ

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学（倉本（４）－嶋田（４）－中田（２）－高田（４））
予

４２″６１ （４着）
１走の倉本（４）が力走を見せ２走の嶋田（４）につないだが、２走から３走、３走から４

走の間でバトンの受け渡しでミスしてしまい、４２秒台の結果を残したものの惜しくも決勝進
出を逃した。今回の反省を活かして今後の記録に期待したい。
文責 西上 寧子（２）
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男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学 （中田（２）－駒井（２）－武田（３）－高田（４）
）
予

３′１９″６９ （２着）

決

３′１５″２１ （第６位） 歴代２位！
予選では１走の中田（２）が積極的にスピードを出す走りを見せ２位で２走の駒井（２）に

バトンパスした。駒井は１位の選手の後方につき２位を維持したまま３走の武田（３）にバト
ンパスした。武田は３位、４位の選手に抜かれる苦しい展開となったが持ち前の粘りのある走
りで４走の高田（４）にバトンパスした。高田はあたりでチームの順位を２位に押し上げそこ
から驚異の粘りを見せ見事２着でゴールし決勝進出を決めた。予選と同じメンバー、走順で挑
んだ決勝では、１走の中田が４８秒台のラップタイムを記録する見事な走りを見せ２走の駒井
にバトンパスした。駒井も４７秒台のすばらしいラップタイムを記録し５位で３走の武田にバ
トンパスした。武田は後続の選手に抜かれはしたものそこから粘りを見せ７位でアンカーの高
田にバトンパスした。高田は今大会６レース目となり疲労蓄積が心配されたが、それを感じさ
せない走りで順位を１つ上げ６位でゴールした。このレースは上位３チームが大会記録を更新
するハイレベルなレースであったため、その中での６位入賞は非常に価値があるといえるだろ
う。この時記録した３分１５秒２１のタイムは府大歴代２位である。これからはこのメンバー
で府大記録の更新を目指してほしい。
文責 黒田 丈一郎（２）
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４×４００ｍＲを走る武田（３）（右から３番目）と高田（４）
（右から４番目）

男子走高跳
片岡 裕（４）

１ｍ９０ （第１０位）

１ｍ８５、１ｍ９０の試技では余裕をもって跳ぶことができ今回はベストを期待できると思
われたが、１ｍ９５の試技では助走速度が落ち、それまでに比べ腰がのらず高さも出なかっ
た。しかし、3 回目はうまくいったと思ったが足でバーを落としてしまい、惜しくも自己ベス
ト更新とはならなかった。本人は調子も上がってきたと言っているので次に繋がる試合になっ
ただろう。
文責 田中 亜美（２）

男子走幅跳
大黒 貴弘（Ｍ１） ７ｍ００ （＋０．０） （第４位）
脚の状態に不安の残る中での出場となった大黒（Ｍ１）であったが、３本目の跳躍で７ｍ００
の自己ベストタイの記録を残した。４本目以降の跳躍で自己ベスト更新が期待されたが全てファ
ールとなってしまった。しかしファールにはなったものの実測では７ｍをこえていたようなので、
これからの自己ベスト更新に期待できる試合となった。
文責 黒田 丈一郎（２）
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男子走幅跳に出場した大黒（Ｍ１）の跳躍

男子三段跳
小寺 知輝（２） ＮＭ
小寺（２）はアップの時点で調子の良さを感じていたようだが、助走距離を調子に合わせて
調整することができずＮＭとなった。本人も調子が良かっただけに非常に悔しそうであった。
今後の試合での活躍が期待される。
文責 三好 克典（２）

男子棒高跳
山口 裕太（４） ４ｍ００ （第９位）
棒高跳には山口（４）が出場した。普段練習場所を確保できない中、元主将かつ４回生とし
ての意地をみせた。跳んでいたら自己ベスト更新であった高さで、ポールが折れるというハプ
ニングに見舞われてしまったのが非常に残念であった。今後もこのことがトラウマにならずに
ベスト更新を狙ってほしい。
文責 池田 美悠（２）

26

男子十種競技
山口 裕太（４） ６３０２点☆ （第２位）
１００ｍ：１１″６６☆ （７１９）
スタートから力強い走りを見せ、自己ベストを更新した。第１種目でいい流れを作ることがで
きた。
文責 前原 脩人（２）
走幅跳：６ｍ４１ （６７７）
助走からしっかりと走れており、課題としていた着地も上手くいき、１００ｍに続きこちらも
自己ベストを更新することができた。
文責 前原 脩人（２）
砲丸投：１０ｍ３６ （５０７）
１０ｍを超えたものの、目標としていた１１ｍには惜しくも届かなかった。だが記録は安定
しており今後に期待できる。
文責 前原 脩人（２）
走高跳：１ｍ８５ （６７０）
最近不調気味だった走り高跳びであったが、ダブルアームのタイミングもぴったり合い、１ｍ
８５まできれいに跳び、得点を稼ぐことができた。
文責 前原 脩人（２）
４００ｍ：５１″０１ （７６９）
同じ組に４７秒台で走った選手がおり、ペースを少し乱されたが必死に食らいつき好タイム
を出した。
文責 前原 脩人（２）
１１０ｍＨ：１６″０３ （７２９）
２日目最初の種目であったが、力んでしまいインターバルをしっかりと走ることができなか
った。
文責 西上 寧子（２）
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円盤投：２８ｍ９６ （４４４）
自己ベストを更新した三大戦の時に比べフォームをまとめることができず、上手く力を伝え
ることができなかった。
文責 西上 寧子（２）
棒高跳：３ｍ８０ （５６２）
調子は良かったものの頂点が合わせることができず、本来の実力を発揮することができなか
った。
文責 西上 寧子（２）
やり投：４３ｍ２９ （４９０）
力を伝えることができたが投げる角度が低くなってしまい、満足のいく結果が得られなかっ
た。
文責 西上 寧子（２）
１５００ｍ：４′３１″４０☆ （７３５）
序盤から先頭に飛び出し終始一人でレースを走ったが、ペースを崩すことなく最後まで走り
きり見事に自己ベストを更新した。
文責 西上 寧子（２）

女子やり投
星合 里香（４） ３５ｍ３１ （２５位）
星合（４）は腕の怪我もあって、満足な練習を積むことができていなかったが、１投目に３
２ｍ９１を記録し、２投目にはシーズンベストの３５ｍ３１を記録した。３投目は２投目には
及ばない記録であったが、３４ｍ８１を記録した。安定したフォームで全て３０ｍ台を記録す
ることができていた。また２投目の記録は自身のベストである３７ｍ８８に続き、府大の歴代
記録の２位に該当する。腕の調子も良く、気持ち良く投げることができていたようだ。
文責 名越 彩佳（２）
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≪応援・競技に参加していただいたＯＢ・ＯＧの皆さん≫
山口さん、谷口さん、北川さん、小池さん、関岡さん、中野さん、渡部さん、内賀嶋さん、
大仲さん、小川さん、奥野さん、高原さん、田中さん、野本さん、大黒さん、小槻さん、
川越さん、仲西さん、早川さん、林さん、宝徳さん
お忙しい中、ありがとうございました。
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３．その他の試合結果
第８回京都陸協記録会

１１月２３日 西京極陸上競技場

男子５０００ｍ

小槻 日出夫（４）１６′５６″６１
大松 達也（３） １８′０１″２４
村上 将悟（３） １５′３１″７０
勝見 涼一（３） １６′５０″８２
高本 雄太（２） １６′４６″０５

第７回大阪体育大学中長距離競技会

１１月２９日 浪商学園陸上競技場

男子５０００ｍ

大松 達也（３） １８′０９″６０

男子１５００ｍ

川越 俊幸（４） ４′４６″９５☆
西川 亮（３）

４′１８″３２

大阪ロードレース １１月３０日 ヤンマーフィールド長居・長居周回コース
男子３０ｋｍ

村上 将悟（３） １：４８′３４☆ 府大記録！
勝見 涼一（３） １：５８′０６☆

第９回京都陸協記録会 １２月７日 西京極陸上競技場
男子５０００ｍ

山下 翔平（Ｍ２）

１７′４９″０８

村上 将悟（３）

１５′４９″４３

高本 雄太（２）

１６′３２″１２

大阪陸協第２回長距離記録会
男子５０００ｍ

関西学院大学競技会
男子５０００ｍ

１２月１３日

ヤンマーフィールド長居

大松 達也（３）

１９′２４″８３

高本 雄太（２）

１６′１９″３４☆

駒井 智己（１）

１６′５８″７３

１２月２０日 関西学院大学第２フィールド
勝見 涼一（３）

１６′２６″６２
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男子１００００ｍ

村上 将悟（３）

３３′４１″３５☆

高本 雄太（２）

３３′４７″５２☆

学連ロード競技会 ２月１２日 長居周回コース
男子ハーフマラソン

村上 将悟（３）

１：１２′２４″

勝見 涼一（３）

１：１６′０８″

三上 賢吾（２）

１：２０′５８″

第２回学連競技会 ３月１６日～１７日 西京極陸上競技場
男子１００ｍ

嶋田 祥久（３）

１１″２５ （＋０．７）

中山 正哉（２）

１１″４６ （＋１．６）

男子２００ｍ

渡部 翔太（Ｍ２）

２２″５７ （＋０．０）

男子４００ｍ

川越 俊幸（４）

５２″０２

武田 匠平（２）

５３″７６

中田 剣（１）

５０″８３

男子８００ｍ

駒井 智己（１）

１′５７″８１

男子１５００ｍ

甲木 孝弘（Ｍ２）

４′１３″６７

男子５０００ｍ

山下 翔平（Ｍ２）

１７′４６″７８

高本 雄太（２）

１７′３６″４６

三上 賢吾（２）

１６′５０″１０

村上 将悟（３）

３３′１３″１２☆

三上 賢吾（２）

３３′５６″５０

山口 裕太（３）

１６″２１ （－１．２）

前原 脩人（１）

１６″４８ （－０．９）

山口 裕太（３）

１ｍ８０

男子１００００ｍ

男子１１０ｍＨ

男子走高跳
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片岡 裕（３）

ＮＭ

前原 脩人（１）

１ｍ８０

男子棒高跳

山口 裕太（３）

３ｍ６０

男子三段跳

小寺 知輝（１）

１３ｍ６３ （－０．５）

女子１００ｍ

池田 美悠（１）

１３″５５ （＋０．７）

女子２００ｍ

池田 美悠（１）

２８″５５ （－１．３）

女子８００ｍ

名越 彩佳（１）

２′３８″７６☆

第７回大阪体育大学競技会
男子１００ｍ

３月２７日 浪商学園競技場

渡部 翔太（Ｍ２）

１１″０７ （０．０）

小川 潤（Ｍ１）

１１″６６ （－０．５）

男子２００ｍ

渡部 翔太（Ｍ２）

２３″０３ （＋０．３）

男子４００ｍＨ

小川 潤（Ｍ１）

５６″７８

川越 俊幸（４）

５６″５４

小寺 知輝（１）

１３ｍ１３ （＋１．２）

男子三段跳

奈良陸上競技協会第１回強化・普及記録会 ４月４日 鴻ノ池陸上競技場
男子１００ｍ

倉本 惇嗣（４） １１″３５ （＋０．９）
中山 正哉（３） １１″３６ （＋１．６）

男子４００ｍ

中田 剣（２）

４９″９２☆

男子三段跳

小寺 知輝（２） １３ｍ８８☆
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大阪陸上競技協会第１回記録会
男子２００ｍ

４月５日 ヤンマーフィールド長居

嶋田 祥久（４） ２２″５５ （＋１．９）
西田 大（３）

２２″４７ （＋２．２）

中山 正哉（３） ２３″１０ （＋２．９）
男子１５００ｍ

村上 将悟（４） ４′１３″６９
駒井 智己（２） ４′１６″５５

男子走幅跳

小寺 知輝（２） ６ｍ０９ （＋１．７）

女子８００ｍ

名越 彩佳（２） ２′３７″６２☆

大阪陸上競技協会第２回記録会

４月１１日～１２日 ヤンマーフィールド長居

男子１００ｍ

大黒 貴弘（Ｍ１）

１１″３３☆（－０．３）

男子４００ｍ

武田 匠平（３）

５３″７１

男子５０００ｍ

村上 将悟（４） １６′４２″８３
高本 雄太（３） １６′５９″４７
三上 賢吾（３） １６′４１″９１

男子三段跳

小寺 知輝（２） １３ｍ１１ （＋０．８）

女子１００ｍ

池田 美悠（２） １３″６１ （＋２．５）

第７９回京都学生陸上競技対校選手権大会 ４月１２日～１３日 西京極陸上競技場
男子４００ｍＨ

山口 裕太（４） ５５″１１

京都陸上競技協会第２回記録会

４月１９日

西京極陸上競技場

男子２００ｍ

嶋田 祥久（４） ２２″７５ （－０．５）

男子４００ｍＨ

小川 潤（Ｍ２） ５７″３８
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男子走高跳

大阪陸上カーニバル

前原 脩人（２） ＮＭ

４月２６日 ヤンマーフィールド長居

男子１００ｍ

西田 大（３）

女子やり投

星合 里香（４） ３１ｍ５７

奈良県陸上競技選手権大会

１１″２８ （－１．４）

５月４日～５日

鴻ノ池陸上競技場

男子４００ｍ

久住 健一（１） ５２″８７

男子三段跳

小寺 知輝（２） １３ｍ６２ （＋１．１）

男子十種競技

前原 脩人（２） ５３６８点
１００ｍ

１１″９６ （＋０．５） ６５９点

走幅跳

６ｍ２５☆（＋０．６）

６４１点

砲丸投

８ｍ５４

３９８点

走高跳

１ｍ８７☆

６８７点

４００ｍ

５４″４２☆

６２２点

１１０ｍＨ １６″４１ （－０．８） ６８７点
円盤投

２２ｍ７７

３２４点

棒高跳

２ｍ７０☆

２８６点

やり投

４０ｍ５４

４５０点

１５００ｍ ４′５０″７６

第１回大阪体育大学競技会

５月２３日 浪商学園陸上競技場

男子１００ｍ

中山 正哉（３） １１″４７（＋１．７）

男子２００ｍ

中山 正哉（３） ２３″７１（＋１．０）

第４７回茨木市民陸上競技大会
男子走高跳

５月２３日～２４日 万博記念競技場

前原 脩人（２） １ｍ９０☆
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６１４点

男子やり投

前原 脩人（２） ４６ｍ０７☆

第２回大阪体育大学中長距離競技会

５月２４日 浪商学園陸上競技場

男子８００ｍ

久住 健一（１） ２′０１″３３☆

男子５０００ｍ

高本 雄太（３） １７′２８″５３

男子１００００ｍ

三上 賢吾（３） ３３′０５″７６☆

女子８００ｍ

炭谷 佳奈（３） ２′２１″５９★ 歴代２位！
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４．今後の目標と反省
短距離パート
２０１５年の新たなシーズンが始まり、大阪インカレや大阪三大学対校戦、関西インカレの
大きな３つの大会がこれまでに終わりました。短距離パートとしては４００ｍの高田（４）や
中田（２）など、短長種目での健闘が目立っています。しかし、怪我人や本来の走りをできて
いない選手も多く、冬場の練習の成果を発揮できていない選手も多くいます。こういった選手
が夏以降の試合でしっかり自己ベストを更新していけるように、短距離パートとして頑張って
いきたいと思っています。
対校戦では、他校と同点であったり若干負け越したりと、得点を稼ぐことができませんでし
た。首都大戦以降では、短距離が得点で他のパートを引っ張っていけるようにしたいと思いま
す。また、高田（４）に得点面では頼っていたところが大きいと思いますので、４回生のいな
いアウェイの首都大戦では、２，３回生もしっかり点が取れるようにしたいと思います。
まずは、首都大戦に向けて、精一杯頑張っていきますので、これからも暖かい応援をよろし
くお願いします。
文責 短距離パート長 西田

大 （３）

中距離パート
中距離パートは昨年までと変わって新入生にめぐまれ、また炭谷（３）の復帰などもあり、
男子４人女子４人の大人数で今シーズンをむかえられました。春先に行われた試合では、駒井
（２）が三大戦において１５００ｍで自己ベストを更新するも８００ｍで思うようなタイムが
出ず、また炭谷が惜しくも関西インカレの参加標準記録を突破できなかったなど、苦しいシー
ズンインとなりました。その反面、三好（２）
、名越（２）は自己ベストを大きく更新し、練
習の成果が見られました。しかし、去年度の関西インカレでは男子８００ｍに３人での出場を
果たしたのに対し、今年度は駒井１人での出場となり、駒井も予選敗退とチームとして関西の
レベルに全く通用しないことを痛感しました。来年こそは３人での出場、悲願の決勝進出へ向
けてこれから１年間頑張っていきたいと思います。大人数を活かしてメンバー全員で切磋琢磨
し、夏以降の首都大戦や六公立戦、新人戦や秋の種目別選手権で大きな結果を残し、府大に貢
献したいと思います。今後とも応援よろしくお願いします。
文責 中距離パート長 駒井
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智己（２）

長距離パート
春の主要な試合である、大阪インカレ、三大戦、関西インカレが終わりました。大阪インカ
レには４名が出場しましたが、全体的に低調な結果となりました。三大戦では１５００ｍに村
上（４）と中距離パートの駒井（２）が出場し、周りのレベルが高く５、６位ではありました
が共に自己ベストと健闘しました。５０００ｍには村上と三上（３）が出場しましたが、他大
学の選手に全く歯が立たず、長距離パートとして府大に貢献することができませんでした。関
西インカレは２名のみの出場となり、層の薄さが目立ちました。三上はシーズンベストの走り
を見せましたが、自己ベストまであと一歩届かず、悔しい結果となりました。来年はより多く
の選手が標準を切って出場できるよう、また、ここしばらく獲れていない対校得点を獲得でき
るよう、精進致します。
また、今年は酒井（１）、久冨（１）の２人の新入生が新しく入ってくれました。共に練習
熱心で今後に期待できる２人です。昨年度走ったメンバーにこの２人と中距離パートの岡野
（１）を加えたチームで、丹後駅伝予選会の突破を目指して４ヶ月間努力して参ります。今後
とも長距離パートへのご声援をどうぞよろしくお願い致します。
文責 長距離パート長

三上 賢吾（３）

フィールドパート
春の主要大会である大阪インカレ、三大戦、関西インカレが終わりました。真冬並の寒さと
なった大阪インカレでは各選手思うように記録が伸びず、苦しい戦いとなりました。そのよう
な中で大黒（Ｍ１）が追い風参考ながら自己ベストを上回るジャンプを見せ３位入賞を果たし
ました。次の三大戦では天候にも恵まれ、三段跳で小寺（２）が、砲丸投と円盤投で山口
（４）が自己ベストを更新しました。フィールドパートは３９点を獲得し、市大に勝利するこ
とができました。しかし、関西インカレにおいては走幅跳、三段跳、走高跳、棒高跳、やり投
各１人と昨年同様過去最小人数での出場となり、入賞も走幅跳の大黒のみという寂しい結果に
なってしまいました。また、これらの結果を見ても分かるように上回生に頼ってしまっている
のが現状です。今年は走幅跳、三段跳の１回生が複数名入部してくれたのでフィールドパート
も久しぶりに賑わいが戻ってきました。関西インカレへの全員出場を目標に２回生以上は記録
の底上げ、１回生は体力を戻すことを目指して練習に励んでいきたいと思います。今後とも応
援よろしくお願いします。
文責 フィールドパート長
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小寺 知輝（２）

