ＯＢ会通信
２０１７年度

第一号

大阪府立大学陸上競技部
拝啓
梅雨明けが待ち遠しい今日この頃、ご壮健にてお過ごしのことと存じます。私たち陸上
競技部員は対校戦の勝利や各選手権大会での更なる活躍を目指して、日々の練習に励んで
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

三大戦開会式の様子（金岡陸上競技場にて） ２０１７年４月１５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
ことになりました川原知己です。どうぞよろしくお願いします。
さて、今回の第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。部員全員が自己ベストの更新を目標に厳しい冬季練
習を乗り越えてまいりました。今年は和歌山県の田辺スポーツパーク陸上競技場にて春
合宿が行われ、昨年同様大阪市立大学、和歌山大学、関西外国語大学、その他滋賀大学
や京都工芸繊維大学等からの参加もあり例年以上に広い大学間の関係性の下、充実した
合宿となりました。今シーズンの最初の対校戦となる大阪インカレでは中島（３）が５
位入賞、また前原（４）が十種競技においてベストを更新し、西日本インカレの標準突
破など冬季練習の成果が発揮された試合となりました。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位と悔しい結果に終わりました。主にフィールド種目におい
て専門の選手がいない種目が多く、選手層の広さが重要だと再確認しました。
５月１０日から１３日にかけて行われました関西インカレではベストを更新した選手
も多く、男子８００ｍ、男子４×４００ｍＲでは入賞を果たしました。しかし、総合得
点は６点、１６位とチーム全体としての実力不足を痛感させられる結果となりました。
最後に今年の新入生は人数は少ないものの、選手不足に悩まされていた長距離の選手
など経験、実力を持つ１回生が加入してくれました。この新しい部員達と共に首都大戦
に向けて切磋琢磨していきたいと思います。今後も府大陸上部を見守って下さいますよ
う、どうぞよろしくお願い致します。
文責 川原 知己（３）
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２．主要試合結果報告
☆は自己ベスト、★は大学ベスト

第６５回大阪学生陸上競技対校選手権大会
４月５～６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５日 曇り

２０．７℃

４月６日 曇り

２１．８℃

男子１００ｍ
嶋田 祥久 （Ｍ２） 予 １１″５３ （－５．３） （３着）
黒田 丈一郎（４）

予 １１″６３ （－１．８） （６着）

宮崎 喬平 （３）

予 ＤＮＳ

黒田（４）は走り方を変えて挑んだレースであった。フォームを最近変えたためか、
１１″６３（－１．８）とあまり記録には結びつかなかった。嶋田（Ｍ２）は風が強
く、思うように後半があまり伸びなかった。しかしながら持ち前のスピードで前の２
着と競っていた。惜しくも１１″５３（－５．３）の組３着で準決勝を逃すという結
果になった。
文責 谷澤 茜（２）

男子２００ｍ
嶋田 祥久 （Ｍ２） 予 ２２″７０ （－０．２） （４着）
準 ２２″６１ （＋０．８） （７着）
黒田 丈一郎（４）

予 ２３″２５ （＋０．０） （４着）

松田 恒輝 （２）

予 ２３″１４ （＋５．２） （４着）

黒田（４）は満足のいく練習を積められていない影響があり、思い通りの走りをす
ることが出来なかった。松田（２）は理想通り前半を落ち着いて入ることが出来たが、
後半の動きが小さくなってしまった。嶋田（Ｍ２）は準決勝にコマを進めることが出
来たものの、本来の実力を発揮することが出来ず、悔しい結果となった。
文責 中嶋 利騎（２）
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男子４００ｍ
中田 剣

（４） 予 ５１″４６ （４着）

千種 成尚 （３） 予 ５２″３４ （６着）
松田 恒輝 （２） 予 ５０″５８ （４着）
中田（４）は、序盤は自分のペースでのびのびと加速していったが、２００ｍを過
ぎた付近から腕の振りと足のテンポがずれてしまい、後半の伸びに繋がらなかった。
松田（２）は、終始自分の走りを自身でコントロールしてスムーズにレースを運んで
いくことが出来ていた。千種（３）は、１００ｍ通過辺りから周りに流されペースを
上げてしまい、３００ｍを過ぎてからは完全に失速してしまった。３名とも課題は明
確であるので、各自練習で意識を強化して更なる好記録を狙ってもらいたい。
文責 宮崎 颯人（２）

男子８００ｍ
駒井 智己 （４） 予 １′５６″０１ （２着）
決

１′５８″３７ （７位）

岡野 圭一郎（３） 予 ２′０５″３０ （６着）
小澤 一郎 （２） 予 １′５７″８１ （２着）
駒井（４）は最終コーナーまで先頭で引っ張る圧巻の走りを見せ、見事決勝に進出
した。決勝ではコンディションが良くないながらも力走し、７着でゴールした。岡野
（３）は１周目は集団に食らいついたものの２周目で徐々に離され、スピード面の強
化に課題が残る結果となった。小澤（２）は粘り強い走りを見せ、見事組２着でゴー
ルした。自己ベストに迫る記録であったため、更なるベスト更新に期待がかかる。
文責 藤沢 由香（２）
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男子１５００ｍ
岡野 圭一郎（３） 予 ４′２９″９０ （１２着）
小澤 一郎 （２） 予 ４′１８″６８ （８着）
中嶋 利騎 （２） 予 ４′１９″９６☆（８着）
岡野（３）は前半から積極的に前に出たが、後半で粘り切れずに大きくペースを落
としてしまった。中嶋（２）は公式戦では約２年ぶりの１５００ｍであったが、落ち
着いて自分のペースを乱さず走り抜いた結果、見事に自己記録を更新した。小澤（２）
は３月の学連競技会で自己記録を更新しており、さらなる記録の更新を狙って前半か
ら積極的に前に出たものの、ラストでペースを落としてしまった。３名とも冬季練習
は着実に積めているため、今後の活躍に期待したい。
文責 永野間

陸（２）

男子５０００ｍ
中嶋 利騎（２） １６′１８″２７ （１４位）
中嶋（２）は、関西インカレのＢ標準（１６′１５″００）を切ろうと意気込み臨
んだレースであったが、僅かに届かず悔しい結果となった。レースの中盤、集団から
遅れをとり孤立した時間帯におけるペースメイクなど、克服すべき課題が露呈した、
ある意味で実りのある試合であった。中嶋の走りは以前のそれから明らかに成長を遂
げており、関西インカレのＢ標準突破は勿論、生涯ベストの更新も決して難しいこと
ではないだろう。１５００ｍと併せて、今後の活躍が大いに期待できる。
文責 飯倉 陸（２）

男子１００００ｍ
久冨 優太（３） ３３′５０″５３ （１１位）
久冨（３）は序盤、第２集団についていたが徐々に疲労がたまっていき、３０００
ｍ付近で集団から離れてしまった。風が吹く中、終盤まで一人で走るという苦しいレ
ースとなった。しかし、残り１０００ｍ付近からペースを上げ、見事な追い上げを見
せた。怪我などにより練習量が減っていた影響がみられたので、今後の活躍に期待し
たい。
文責 中嶋 利騎（２）
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男子１１０ｍＨ
永野間 陸 （２）

予 １５″５０ （－０．１）☆ （４着）

永野間（２）は、隣のレーンの選手に引っ張られる形で前半からピッチを上げてレ
ースを進めた。最後のトルソーも決まり、種目別標準を突破することができた。この
まま関カレＡ標準も突破してもらいたい。
文責 小澤 一郎（２）

男子３０００ｍＳＣ
久冨 優太 （３） １０′０１″９３ （９位）
スタート直後は先頭集団でいい位置について走っていたが、２周目中盤あたりから
徐々に前の選手と距離が開いてしまった。しかし、ラストスパートはいつも通り前の
選手を数人かわし、さすがのものだった。順位は昨年と同じく９位だったが、記録は
１０′０１″９３と昨年より速くなった。今後は９分台を見据えて頑張ってほしい。
文責 長野 夏子（２）

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学 （宮崎（３）―永野間（２）―川原（３）―黒田（４））
ＤＱ
メンバーを決めるのが遅くなり、練習が十分にできなかったためバトンパスのタイ
ミングが合わず、試合の緊張と周りの影響もあって、結果バトンが繋がらず失格とい
う形に終わった。個々の流れは悪くなかったので、練習次第で良い結果が期待できそ
うである。
文責 松田 恒輝（２）

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学 （松田（２）―駒井（４）―中田（４）―千種（３）
）
３′２１″２４（９位）
格上のチーム相手の厳しいレースであった。必死に前のチームに食らいついたが、
惜しくも組７着となり悔しさを滲ませていた。このメンバーでは初めてとなるレース
であったため、今後の飛躍に期待したい。
文責 藤沢 由香（２）
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男子走幅跳
木矢 裕貴 （３） ６ｍ３８ （－０．１） （１９位）
松浦 尚平 （３） ５ｍ５８ （＋０．０） （２９位）
宮崎 颯人 （２） ６ｍ３７ （＋１．３） （２０位）
松浦（３）は１回目は５ｍ３８（－０．６）、２回目は足が合わずファールであった。
３回目には記録を伸ばしたものの、６ｍには届かず５ｍ５８（＋０．０）と悔いの残
る結果となった。木矢（３）は１回目６ｍ３８（－０．１）
、２回目６ｍ３０（－０．
５）
、３回目６ｍ３８（－０．９）という結果に終わった。全ての跳躍で記録をマーク
できたものの、記録を伸ばすことはできなかった。宮崎（２）は１回目、２回目共に
ファール、３回目６ｍ３７（＋１．３）であった。１、２回目の試技で足が合わず、
３回目に思い切って跳躍できなかった。序盤の試技で確実に記録をマークすることで、
後半の跳躍に余裕を持たせることが今後の課題である。３選手とも以後の活躍に期待
したい。
文責 飯倉 陸（２）

男子三段跳
小寺 知輝 （４） １４ｍ２３ （＋２．６） （１５位）
木矢 裕貴 （３） １３ｍ６７ （＋０．９） （１８位）
宮崎 颯人 （２） １３ｍ０１ （＋０．６） （２４位）
小寺（４）は１本目からいい跳躍で、１４ｍ０３の記録を残した。木矢（３）は記
録には現れなかったが、いい動きの実感があったようだ。自己新記録への弾みとなる
跳躍であった。宮崎（２）は練習不足だったとしながらも、専門種目の幅跳びにつな
がる手応えを感じたようだ。
文責 長野 夏子（２）
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男子十種競技
前原 脩人（４） ６０５８点☆ （９位）
１００ｍ

：１１″７２ （＋１．２） ７０７点

前原（４）は、十種競技最初の種目であったが、スタートから周りの選手と競り合
うことができ、組３着でゴールした。
文責 小澤 一郎（２）
走幅跳

：６ｍ５４

（＋２．１） ７０７点

前原（４）は１本目の跳躍では向かい風が吹いていたため、足が合わず６ｍ２７と
まずまずの記録であったが、２本目に修正し６ｍ５４と自己記録に迫る記録をマーク
した。３本目は自己記録更新を狙って助走スピードを上げたものの、惜しくも足が合
わずファールとなった。今後の記録更新に期待したい。
文責 永野間
砲丸投

：９ｍ８１

陸（２）

４７４点

前原（４）は惜しくも自己ベストには届かなかったものの、調子の良さが窺える好
記録を残した。合宿や他大学での練習も多く積めているようなので、次回の関西イン
カレにも期待がかかる。
文責 藤沢 由香（２）
走高跳

：１ｍ７５

５８５点

１７０ｃｍ、１７５ｃｍの跳躍はどちらも１本目で決め、かなりいい流れであった
が、１８０ｃｍは最初の跳躍で失敗し、流れを活かせなかった。自己ベストには程遠
い記録で終わってしまったので、改善して次に繋げてもらいたい。
文責 宮崎 颯人（２）
４００ｍ

：５２″７３

６９３点

前半楽な入りをした後も、直線から曲線の切り替えもスムーズで３００ｍまでいい
流れのまま、ラスト１００ｍを踏ん張ることができた。今後さらなる期待ができる良
いレースだった。
文責 松田 恒輝（２）
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１１０ｍＨ ：１５″７３（＋０．２） ７６３点
人数が少なく隣に選手がいなかったため、比較的落ち着いて自分のレースができて
いた。２日目最初の種目で良い流れを作れたレースであり、今後のより大きな飛躍を
期待したい。
文責 松田 恒輝（２）
円盤投

：２９ｍ６５☆

４５８点

１投目で、自身が力を入れて練習してきた｢面での振り切り｣を体現できたとのこと
で、自己ベストを更新した。ただ他にも技術面での課題は残っているので、１つずつ
習得していってもらいたい。
文責
棒高跳

：３ｍ４０☆

宮崎

颯人（２）

４５７点

前原（４）は序盤の高さは１回目で成功し、３ｍ２０のベストタイを２回目でクリ
アした。その後、助走のスピードを上げ、ポールをより押し込めたことにより、試技
２回目で自己ベスト更新の３ｍ４０を跳んだ。関西インカレへの流れにつながる跳躍
になった。
文責 谷澤 茜（２）
やり投

：４６ｍ７５

５４１点

前原（４）は１投目でほぼ自己ベストという記録をマークした。そのため、２投目、
３投目は思い切った投擲が出来た。ブロックが少し浮いてしまったが、改善すること
で記録更新が期待される。
文責 中嶋 利騎（２）
１５００ｍ ：４′４１″１５

６７３点

前原（４）は、十種競技最後の種目だったが、前半から先頭集団についていき、ラ
スト２００ｍでスパートをかけた。最後はあと少しのところで組１着を逃し、組２着
だった。
文責 小澤 一郎（２）
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女子２００ｍ
森口 咲紀 （３） 予 ＤＮＳ
藤沢 由香 （２） 予 ２７″０６ （－１．５） （３着）
藤沢（２）はスタートは抑え目であったが、カーブを抜けた辺りからスピードに乗
っていた。前に食らいつき粘りながら後半をのばしていき、大学初の２００ｍのレー
スとして２７″０６（－１．５）と堂々とした走りを見せた。
文責 谷澤 茜（２）

女子４００ｍ
森口 咲紀 （３） 予 ＤＮＳ
藤沢 由香 （２） 予 １′０２″１３ （５着）
藤沢（２）は前半から積極的なレースを行なったが、ラストの１００ｍで崩れてし
まい、惜しくも自己記録更新とはならなかった。ただ、１日目の２００ｍで自己記録
を更新していることから、スピードは着実についていると思われる。今後の活躍に期
待したい。
文責 永野間

陸（２）

女子８００ｍ
中島 咲歩（３） 予 ２′２３″１４ （３着）
決 ２′１９″１６ （第５位）
中島（３）は予選では安定した走りを見せ見事決勝に進出した。決勝では６００ｍ
付近まで２番手につけていたが、混戦の結果、ラストのスピード勝負となり５着でゴ
ールした。更なる飛躍が期待できるレースであった。
文責 藤沢 由香（２）
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女子１５００ｍ
中島 咲歩（３） ４′５１″４７ （第５位）
長野 夏子（２） ４′５６″８６ （９位）
中島（３）は前日の８００ｍの疲れが残る中、５着と健闘した。先頭集団のペース
が速く、自分でペースを作るのが難しいレースであったように感じられた。レースの
本数を重ねることで蓄積される疲労を克服し、好調を維持することが今後の課題とな
るだろう。長野（２）は後続する選手には約１８秒もの差をつけることが出来たもの
の、最後まで走り抜けた選手に僅差で競り負け９着に終わった。また中盤は失速がみ
え、序盤に溜まった疲れが感じられた。レースで競り勝つ力を伸ばし、自己記録及び
府大記録の更新に期待したい。
文責 飯倉 陸（２）

女子１５００ｍ決勝を走る中島（３）
（左から２番目）と長野（２）
（左から１番目）
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女子５０００ｍ
西上 寧子（４） ２０′５２″０６ （１２位）
西上（４）は研究室や院試勉強の合間をぬって練習し、区切りの気持ちでレースに
臨んだ。初めの３周までは前の選手に着いて良いペースで走っていたものの、記録は
２０′５２″０６と自己記録には届かず本人は悔しそうであった。
文責 長野 夏子（２）
≪応援・競技に参加していただいたＯＢ・ＯＧの方≫
嶋田さん
お忙しい中、お越し頂きありがとうございました。
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第６２回大阪三大学対校陸上競技大会
４月１５日 金岡公園陸上競技場
グランドコンディション 曇り

対校の部
男子１００ｍ
（＋０．４ｍ）
１．高津 良平 （市大）１０″７９

２．佐藤 弘樹（阪大）１０″８８

３．藤本 唄司 （阪大）１１″０３

４．嶋田 祥久（府大）１１″０４

５．黒田 丈一郎（府大）１１″２４☆

６．今井 凛太郎（市大）１１″４２

府大

５点

市大

７点

阪大 ９点

嶋田（Ｍ２）は練習ができない中、力まないことを意識して走ったが、レース終盤
まで走りきる体力がなかった。筋力は去年より上がっており、体力を戻すことで記録
更新が望めそうだ。シーズン中の活躍に期待したい。黒田（４）は１０秒台の選手達
に食らいつき、５位でゴールした。狙って調整したレースで、５年９ヶ月ぶりに自己
新記録を更新する素晴らしい走りを見せた。
文責 長野 夏子（２）

男子４００ｍ
１．佐藤 弘樹（阪大）４８″５０

２．徳田 和優（市大）４９″９６

３．佐野 佑城（阪大）５０″１５

４．松田 恒輝（府大）５０″７２

５．松下 怜矢（市大）５１″９９

６．千種 成尚（府大）５２″２３

府大

４点

市大

７点

阪大 １０点

男子対校に千種（３）、松田（２）が出場した。序盤から比較的ペースの速いレース
展開となり、最後まで粘りを見せた松田が４着となった。また、６着となった千種は、
自分のペースを意識するあまり、スタートしてすぐに前の集団から離れてしまってい
た。大阪インカレでは周囲に流されてペースを上げすぎてしまっていたので、どのよ
うなレース展開でも対応できるような力をつけることが課題となっている。
文責 宮崎 颯人（２）
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男子１５００ｍ
１．矢守 志穏（市大）３′５９″９６ ２．上田 啓太 （市大）４′０４″３０
３．藤 諒健 （阪大）４′０４″９０ ４．小澤 一郎 （府大）４′０８″９７☆
５．安部 光騎（阪大）４′２１″６２ ６．岡野 圭一郎（府大）４′３９″１５
府大

４点

市大

１１点

阪大 ６点

岡野（３）は最初の位置どりで最後尾に付いてしまい、周回を重ねる毎に集団から
遅れを取る、苦しいレース展開となった。終盤に競る相手を失ったことが、自身で満
足できない結果の要因になったといえる。小澤（２）は最初から積極的に先頭集団に
付き、序盤は理想的なラップタイムを刻むことができた。しかし終盤、その疲労が顕
著に表れ、ペースダウンが見られた。結果として、ひとつの目標であった関西インカ
レＡ標準突破とはならなかった。両選手とも各々の課題を克服し、記録の更新に期待
したい。
文責

飯倉 陸（２）

男子５０００ｍ
１．横谷 元

（阪大）１５′５８″４７

２．石井 正樹

（市大）１６′０１″４９

３．内田 瑞貴

（阪大）１６′０４″７１

４．久冨 優太

（府大）１６′０５″３９

５．中嶋 利騎

（府大）１６′２２″４３

６．伏本 カーディン（市大）１７′０７″３１
府大

５点

市大

６点

阪大 １０点

久冨（３）は終盤にさしかかるまで調子が上がらず、最後のペースを上げ始める距
離もいつもより短く、本人にとって悔いの残る内容となってしまった。中嶋（２）は
前半、中盤とペースを保ち、良い記録を狙えるかと思われたが、終盤、失速してしま
い、惜しくも関西インカレＢ標準を切ることができなかった。
文責 谷澤 茜（２）
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男子５０００ｍを走る久冨（３）
（左から１番目）と中嶋（２）
（左から３番目）

男子４×２００ｍＲ
１．大阪大学

（藤本―佐藤―大西―平松）

１′２６″８２

２．大阪市立大学（今井―高津―松下―中村）

１′３０″５５

３．大阪府立大学（嶋田―松田―駒井―黒田）

ＤＱ

府大

０点

市大

３点

阪大 ６点

各選手の走りは決して悪いものではなかったが、リレーとしては結果を残すことが
できなかったレースとなった。第１走者の嶋田（Ｍ２）から第２走者の松田（２）へ
のバトンが僅かに届かず、体勢を崩し横転した嶋田が他大学の走者の進路を妨害した
形になり、結果的にはＤＱとなった。タイムこそ残らなかったものの、バトンの受け
渡しを除けば各々ベストに近い走りが出来ていた。今後の各選手の個人種目に期待が
かかる。
文責
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飯倉 陸（２）

男子走高跳
１．大賀 春輝（阪大）１ｍ９５

２．釜谷 智貴（阪大）１ｍ８５

３．前原 脩人（府大）１ｍ８０

４．鳥海 直人（市大）１ｍ８０

５．中田 剣 （府大）１ｍ５５

６．大村 隆人（市大）１ｍ５０

府大 ６点

市大

４点

阪大 １１点

前原（４）は、専門種目での走高跳の出場となった。１ｍ８０までは１回目で成功さ
せていたが、１ｍ８５では３回とも成功せず、３位に終わった。しかし、シーズン序盤
から徐々に記録を伸ばしてきており、関西インカレでの十種競技ではさらなる記録向上
が見込まれる。中田（４）は、専門種目ではない走高跳の出場となった。１ｍ５５まで
は１回目で成功させていたが、１ｍ６０では３回とも成功せず、５位に終わった。突然
の雨もあり、記録を伸ばすことができなかったが、今後対校戦等で走高跳の出場があれ
ば、さらなる記録向上が見込まれる。
文責

小澤 一郎（２）

男子走幅跳
１．中谷 豪汰（阪大）７ｍ１３

２．藤本 一帆（阪大）６ｍ７５

３．鳥海 直人（市大）６ｍ６２

４．宮崎 颯人（府大）６ｍ４６★

５．大村 隆人（市大）６ｍ１８

６．松浦 尚平（府大）５ｍ８８

府大 ４点

市大

６点

阪大 １１点

松浦（３）は序盤、踏み切りの位置が合わなかったが、後半の跳躍では踏み切り位置
がはまり、良い跳躍となった。宮崎（２）は１回目から３回目までファールが続いたも
のの、踏切直前の助走スピードが以前より上がっていた。４回目から６回目の跳躍にか
けて記録を伸ばしていき、大学ベスト、そして関西インカレＢ標準を突破した。関西イ
ンカレへ向けての良い流れが出来たのではないかと思われる。
文責
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谷澤 茜（２）

男子三段跳
１．中谷 豪汰（阪大）１４ｍ６０

２．鳥海 直人（市大）１４ｍ３２

３．木矢 裕貴（府大）１４ｍ０３☆

４．吉村 直也（阪大）１３ｍ６６

５．大村 隆人（市大）１３ｍ２６

６．小寺 知輝（府大） ＮＭ

府大

５点

市大

７点

阪大 ９点

小寺（４）はステップの局面で以前から痛めていた踵を悪化させてしまい、競技が
続けられず途中棄権と悔しい結果に終わった。本人曰く、踵に大きな負担がかかる跳
び方になってしまっているとのことなので、今後はフォームの改善が課題となるだろ
う。木矢（３）はステップからジャンプの流れの練習をしっかり積んでいた成果もあ
って、１本目から自己記録に迫る跳躍で流れに乗り、３本目では１３ｍ９４と自己記
録を５ｃｍ更新。最終跳躍では１４ｍを超える跳躍で見事に関西種目別選手権の標準
記録を突破した。今後のさらなる飛躍に期待したい。
文責 永野間 陸（２）

男子砲丸投
１．重吉 比呂（阪大）１１ｍ２２

２．中嶋 義貴（市大）１１ｍ１１

３．野村 琢真（阪大）１０ｍ０８

４．前原 脩人（府大）８ｍ９７

５．中田 剣 （府大）８ｍ３６

６．茨

府大

５点

市大６点

勇太（市大）６ｍ５３

阪大 １０点

男子対校には前原（４）
、中田（４）が出場した。試合中に雨が降ってしまい、サー
クルの中の状態がかなり悪い中での競技となった。そのため、２人はあまり納得のゆく
記録を出すことが出来なかったと話していた。
文責
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宮崎

颯人（２）

男子円盤投
１．野村 琢真（阪大）３３ｍ０３

２．釜谷 智貴（阪大）３１ｍ６１

３．中嶋 義貴（市大）３０ｍ２２

４．前原 脩人（府大）２６ｍ４６

５．中田 剣 （府大）２５ｍ９５

６．茨

府大

５点

市大

５点

勇太（市大）２２ｍ１０

阪大 １１点

前原（４）は、関西インカレでの十種競技を想定して、多くの種目に出場した後、
最後の種目円盤投に出場した。疲労も見られ、記録を伸ばすことができなかったが、
この経験を関西インカレでの十種競技に活かしてもらいたい。中田（４）は、今回今
までに経験していないほど多くの種目に出場した後、最後の種目円盤投に出場した。
疲労も見られたが、他の種目で満足のいく結果が得られなかった分、円盤投では記録
を伸ばすことができた。多くの種目に出場したこの経験を、今後トラック種目でも活
かしてもらいたい。
文責 小澤 一郎（２）

男子やり投
１．野村 琢真（阪大）５２ｍ６８

２．中田 剣 （府大）４６ｍ８８

３．奥田 博之（阪大）４５ｍ９３

４．前原 脩人（府大）４４ｍ０４

５．鳥海 直人（市大）４３ｍ３３

６．中嶋 義貴（市大）３９ｍ９６

府大

８点

市大

３点

阪大 １０点

中田（４）は１投目で課題となったブロックに意識をおいて２投目以降に臨んだが、
そのことによってブロック以外の部分に乱れが出てしまった。目標としていた５０ｍ
には届かなかったものの、第２位と健闘した。前原（４）は自己ベストには及ばなか
ったものの４０ｍ中盤の記録をマークし、本人としてはまずまずの結果であったよう
だ。課題としていたブロックが今回も引き続き課題となり、悔しさが残る投擲となっ
た。
文責
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中嶋 利騎（２）

女子１００ｍ
（＋０．３ｍ）
１．藤原 郁美（阪大）１３″００

２．小田原 かれん（市大）１３″１９

３．小田 弥生（市大）１３″２７

４．藤沢 由香

（府大）１３″３１

５．山崎 真奈（阪大）１３″３２

６．池田 美悠

（府大）１３″６０

府大 １点

市大

５点

阪大 ４点

池田（４）は、スタートから周りの選手に食らいついたが、中盤で遅れ６位でゴール
した。藤沢（２）は序盤の加速で出遅れたが中盤から追い上げ、４位に食い込んだ。加
速次第でさらなる記録更新の可能性が感じられる走りであった。
文責 長野 夏子（２）

女子８００ｍ
１．中島 咲歩 （府大）２′２４″３０

２．長野 夏子（府大）２′２４″７７

３．三池 瑠衣 （阪大）２′３０″１６

４．秋山 美彩（市大）２′３０″８５

５．鈴木 亜未子（阪大）２′５４″０４
府大 ７点

市大

１点

阪大 ２点

中島（３）は序盤から良い位置取りをし、自分のレースに持っていき、先頭に立つと
そのままキープして見事１位になった。長野（２）は前半少し先頭から離れてしまう形
になったが、２周目からペースを上げ中島についていき、府大のワンツーフィニッシュ
を決めた。今回の良い流れをそのまま維持してくれることを期待したい。
文責

松田 恒輝（２）

女子３０００ｍ
１．中島 咲歩（府大）１０′２５″３４ ２．三池 瑠衣（阪大）１０′２６″３６
３．長野 夏子（府大）１０′３６″４１ ４．浅野 眞代（市大）１１′５４″４６
府大 ６点

市大

１点

阪大 ３点

中島（３）は先頭を走る阪大の選手につき２位をキープし、ラストスパートで一気に
差をつけ１位でゴールした。長野（２）が後半で離されてしまい目標のワンツーフィニ
ッシュとはならなかったが、両選手とも大いに健闘した。
文責
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藤沢 由香（２）

女子４×２００ｍＲ
１．大阪大学

（藤原―山崎―今川―西村）

１′４８″１８

２．大阪市立大学（小田原―小田―河口―秋山）

１′４８″４８

３．大阪府立大学（池田―藤沢―中島―長野）

１′５１″４０

府大

０点

市大

２点

阪大 ４点

第１走者池田（４）
、第２走者藤沢（２）と短距離を専門とする両選手は、他の選手と
勝るとも劣らない素晴らしい走りを見せた。今後の、専門種目における記録更新が期待
できる。一方、第３走者中島（３）、第４走者長野（２）の長距離を専門とする両選手に
とっては苦しいレースとなった。このレースの前に走った３０００ｍと８００ｍの疲れ
が見え、他大学の短距離選手と２００ｍという距離を競い合うことは難しかったようだ
った。
文責

飯倉

陸（２）

女子走幅跳
１．今川 尚子（阪大）５ｍ２２

２．河口 悠（市大）４ｍ７９

３．山口 綾香（阪大）４ｍ６２

４．田島 実（市大）４ｍ６０

５．藤沢 由香（府大）４ｍ１９
府大

０点

市大

４点

阪大 ６点

藤沢（２）は今回走幅跳初出場であった。練習時間が少ないながらも、本番では着実
に記録を残し、これからの成長の余地を感じる跳躍であった。
文責

谷澤

茜（２）

女子砲丸投
１．神代 結（阪大）８ｍ３８

２．河口 悠 （市大）７ｍ７９

３．田島 実（市大）７ｍ０５

４．長野 夏子（府大）６ｍ１８

府大

１点

市大

５点

阪大 ４点

長野（２）は、悪条件のなか目標としていた６ｍを超える投てきができ、練習の成果
が出ていたようだ。
文責
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宮崎 颯人（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

１８

４１

３４

トラック順位

３

１

２

フィールド合計

３３

６２

３１

フィールド順位

２

１

３

総合得点

５１

１０３

６５

総合順位

３

１

２

大阪府立大学

大阪大学

大阪市立大学

トラック合計

１４

１３

９

トラック順位

１

２

３

フィールド合計

１

１０

９

フィールド順位

３

１

２

総合得点

１５

２３

１８

総合順位

３

１

２

女子対校

オープンの部
１００ｍ

岡本 真 （府大ＯＢ）

ＤＮＳ

倉本 惇嗣（Ｍ２）

ＤＮＳ

前原 脩人（４）

１２″１０（－１．２）

木矢 裕貴（３）

１１″５０（－０．９）

千種 成尚（３）

１１″８４（－１．８）

宮崎 喬平（３）

１１″５４（＋０．５）

川原 知己（３）

ＤＮＳ

永野間 陸（２）

１１″６３（－１．２）
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２００ｍ

８００ｍ

５０００ｍ

１１０ｍＨ

４✕２００ｍＲ

嶋田 祥久 （Ｍ２）

２３″０３（＋２．２）

黒田 丈一郎（４）

２３″２８（＋０．０）

宮崎 喬平 （３）

２３″３７（＋０．６）

川原 知己 （３）

ＤＮＳ

藤沢 由香 （２）

２６″９６（－０．９）☆

村上 将悟 （府大ＯＢ）

ＤＮＳ

駒井 智己 （４）

１′５６″５２

木下 健次 （府大ＯＢ）

１８′１５″５３

村上 将悟 （府大ＯＢ）

１６′１９″１７

勝見 涼一 （Ｍ２）

１７′５０″４５

三上 賢吾 （Ｍ１）

１７′１８″０８

前原 脩人 （４）

ＤＮＳ

永野間 陸 （２）

１５″６０（＋１．０）

勝見（Ｍ２）―三上（Ｍ１）―村上（府大ＯＢ）―山口（市大ＯＢ）
１′４９″１７

走幅跳

やり投

小寺 知輝 （４）

５ｍ８８（＋０．５）

松田 恒輝 （２）

５ｍ６６（＋１．１）

星合 里香 （６）

３２ｍ１７

≪応援・競技に参加して頂いたＯＢ・ＯＧの皆さん≫
山口さん、木下さん、渡辺さん、嶋田さん、倉本さん、勝見さん、村上さん、三上さん、
炭谷さん
お忙しい中、お越し頂きありがとうございました。
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第９４回関西学生陸上競技対校選手権大会
４月２０日 ヤンマーフィールド長居付設長距離走路
５月１０日～１３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１０日 晴れ

２４．５℃

５月１１日 晴れ

２４．２℃

５月１２日 晴れ

２７．０℃

５月１３日 曇り

２１．０℃

男子１００ｍ
嶋田 祥久 （Ｍ２） 予 １０″９７ （－０．２）
準
黒田 丈一郎（４）

（４着）

１０″８５ （＋１．１）☆ （５着）

予 １１″２９ （＋０．３）

（６着）

嶋田（Ｍ２）は予選、前半の流れは良かったがラストで伸びず、タイムでなんとか準決
勝に繋げた。準決勝では調子も良く、見事自己ベストを更新した。最後の関カレで結果を
残す強さは本当に見習うべきところである。黒田（４）は、４回生になって自己ベストを
更新しそこで臨んだレースであったが、練習時間もあまり取れず悔いの残る試合となった
ようだ。しかし、タイムはベストに近かったため今後さらなる飛躍を期待したい。
文責 松田 恒輝（２）

男子２００ｍ
宮崎 喬平（３） 予 ２２″５５ （＋０．３）★ （５着）
前半から突っ込む走りをし、格上の選手についていく形になった結果、見事大学ベスト
で走ることができた。怪我明けということもあり、少し後半落ちてしまった部分があるの
で、さらに練習を積んだ後のレースに期待したい。
文責 松田 恒輝（２）
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男子４００ｍ
中田 剣 （４） 予 ５１″２９

（６着）

松田 恒輝（２） 予 ５０″１０★ （３着）
中田（４）は万全な状態ではないながらも周りの選手に食らいついたが、記録には繋が
らなかった。今シーズンでの飛躍を期待したい。
松田（２）は前半からリラックスして自分の走りができていた。その分周りの流れに乗れ
なかったと話していたが、シーズンインとして、これからの弾みになるレースであった。
文責 長野 夏子（２）

男子８００ｍ
駒井 智己 （４） 予

１′５６″９７

（２着）

準

１′５４″５３

（２着）

決

１′５５″５０

（第５位）

岡野 圭一郎（３） 予

２′１２″２９

（８着）

小澤 一郎 （２） 予

１′５５″４５☆ （４着）

準

１′５６″５８

（５着）

駒井（４）は予選では徐々に順位を上げていき、残り１００ｍで更に加速し２着で準決
勝進出を決めた。準決勝では２番手の位置をしばらく１人で走るという展開が続いたが、
２周目に入ると後方集団が追い上げ、接戦となった。ラストスパートで巻き返しを見せ、
ゴール手前で２番手を追い抜き、決勝進出を決めた。決勝では後方からのスタートとなっ
た。２周目のバックストレートから徐々に追い上げ、５位入賞を果たした。岡野（３）は
試合１週間前に怪我をし、練習があまり積めていない状態で試合に臨むこととなった。そ
のため体力が戻っておらず、１周目は集団についていたが２周目は失速してしまった。小
澤（２）は格上の選手相手に積極的なレースをした。残り１００ｍ手前の時点では２番手
につけていたがラストスパートで勝ち切ることが出来なかった。しかし、自己ベストをお
よそ２秒も更新し、タイムで準決勝進出を決めた。準決勝は予選の疲労もあり、苦しいレ
ースであったが、以前の自己ベストより速いタイムで走ることができ、大きな自信となる
試合であった。
文責 中嶋 利騎（２）
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男子８００ｍ決勝を走る駒井（４）
（左から１番目）

男子１５００ｍ
小澤 一郎（２） 予 ４′０９″７７ （１０着）
小澤（２）は序盤は落ち着いてレースを展開し、先頭集団についていったが、ラストス
パートで先頭集団のペースが大幅に上がり、集団から離れてしまった。持久力は確実につ
いているため、今後はレース展開の面を見直す必要があるだろう。
文責 永野間
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陸（２）

男子１００００ｍ
久冨 優太（３） ３３′２８″７２

（２５位）

久冨（３）は２０００ｍ付近まで集団についていたが、徐々に集団のペースについてい
けなくなり、３０００ｍ付近で集団から離れてしまった。次第にペースが落ちていったが、
４０００ｍ以降はほぼ一定のペースを刻んだ。残り１０００ｍ付近からペースを上げてい
き、残り１周で更にスパートをかけ、２人を追い抜いた。今回見つかった課題を克服し、
今後記録を更新していくことに期待したい。
文責 中嶋 利騎（２）

男子１１０ｍＨ
永野間 陸（２） 予 １５″３７ （－０．９） （６着）
永野間（２）はスタートで足がつってしまい、自分の力を出し切ることが出来ないとい
う悔しいレースとなった。実力を発揮することは出来なかったものの、向かい風という条
件でのこの記録は、確実に力を伸ばしていることを感じさせるものであった。今後の記録
更新が期待される。
文責 中嶋 利騎（２）

男子４×１００ｍＲ
大阪府立大学（黒田（４）―松田（２）―中田（４）―嶋田（Ｍ２）
）
予

４３＂４４ （５着）
１走の黒田（４）は好スタートで後半も加速し、２走の松田（２）も抜群のタイミング

でスタートし、スムーズにバトンが渡った。しかし、松田（２）―中田（４）の区間でバ
トンが届かず、中田（４）―嶋田（Ｍ２）の区間でもバトンが詰まってしまい、悔しい結
果となった。個々の走力は上がっているので、バトンパスの練習量を積めば、好記録を十
分に狙えると思われる。今後の活躍に期待したい。
文責 永野間

27

陸（２）

男子４×４００ｍＲ
大阪府立大学（嶋田（Ｍ２）―松田（２）―宮崎（３）―駒井（４）
）
予

３′１６″０９ （１着）

決

３′１６″８８ （７位）
予選では、急遽出場となった１走の嶋田（Ｍ２）が懸命な走りを見せた。更に２走から

４走の松田（２）
、宮崎（３）
、駒井（４）も順位を着実に１つずつ上げ、組１着で決勝進
出を勝ち取る見事なレース展開であった。決勝ではエースの駒井（４）が８００ｍを計３
本走った後で挑んだ。中でも松田（２）は予選よりラップタイムを上げ、今後に期待がか
かる素晴らしい活躍を見せた。
文責 藤沢

男子４×４００ｍＲを走る松田（２）（左から１番目）
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由香（２）

男子走幅跳
大野 寛季（４） ６ｍ３８ （＋０．８） （１９位）
宮崎 颯人（２） ６ｍ３９ （＋０．３） （１８位）
大野（４）はスピードは戻ってきていたが踏み切りに少し抵抗があり、また緊張もあっ
て思うような跳躍ができなかった。今後イメージを取り戻した時の跳躍に期待したい。宮
崎（２）は直前の助走練習からスピードにも乗っていて調子が良かったが、本番のプレッ
シャーが大きく安定した助走ができず、悔しい結果となった。周りの空気に飲まれない思
い通りの跳躍ができればベスト更新はそれほど難しくはないだろう。
文責 松田 恒輝（２）

男子三段跳
小寺 知輝（４） １３ｍ６３ （＋１．２） （１８位）
木矢 裕貴（３） １３ｍ３２ （－０．５） （１９位）
小寺（４）と木矢（３）が出場した。風の変化が大きく、読むのが難しかったことや、
普段とは違う独特の雰囲気などからか、両者ともファールが目立ち、練習通りの自分の跳
躍が出来なかった。また怪我の影響もあるため、自分を見つめ直して次に繋げてもらいた
い。
文責 宮崎 颯人（２）

男子十種競技
前原 脩人（４） ＤＮＦ
１００ｍ

：１１″７３ （－１．１） ７０５点

前原（４）は第１種目である１００ｍで自己ベストに近いタイムを出し、残りの種目へ
の良い流れを作ることができた。
文責 藤沢 由香（２）
走幅跳

：６ｍ６５

（－１．７） ７３２点

１本目の試技ではかなりの好記録が見込まれる跳躍が出来たが、残念ながらファールと
なった。しかしその後２本目、３本目にはしっかりと修正し、記録に繋げることができた。
自身の持ち味を発揮できた種目となった。
文責 宮崎 颯人（２）
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砲丸投

：９ｍ４９

４５５点

練習の成果を出しきれず悔しい結果となった。投げ込み不足、試合形式の実践練習不足
といった課題が見つかり、西カレに向けて実りのある試合になったであろう。
文責 藤沢 由香（２）
走高跳

：１ｍ８５

６７０点

１ｍ８５までは１回目で成功していたが、１ｍ９０では３回とも成功せず、自己ベスト
を更新することはできなかった。西日本インカレでは、自己ベストを更新して、さらなる
記録向上が見込まれる。
文責 小澤 一郎（２）
４００ｍ

：５２″４５☆

７０５点

前半から周りの選手を追う展開となったが、最後粘りを見せ、見事自己ベストを更新し
た。１日目最後の種目で粘ることができたこの経験を西日本インカレでも活かしてもらい
たい。
文責 小澤 一郎（２）
１１０ｍＨ ：１６″７４ （－０．５） ６５２点
前日の疲労が残っていて、スタートも出遅れる展開となり、最後までペースが上がらな
いままゴールする結果となった。今後２日間通して体力を維持する力をつけてもらい、西
日本インカレで活かしてもらいたい。
文責 小澤 一郎（２）
円盤投

：２６ｍ７４

４０１点

前種目での怪我を引きずりながらの投擲であった。結果、棒高跳び以降の種目を棄権す
ることとなり、関西インカレを非常に悔しい形で締めた。
文責 藤沢 由香（２）
棒高跳

：ＤＮＳ

やり投

：ＤＮＳ

１５００ｍ ：ＤＮＳ
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女子１００ｍ
池田 美悠（４） 予 ＤＮＳ

女子２００ｍ
藤沢 由香（２） 予 ２６″３５ （＋０．１）☆ （８着）
練習の調子も上がってきて、良い状態で迎えるレースとなった。周りが速い中、良い影
響をもらってしっかり自分の走りができていた。その結果見事大幅に自己ベストを更新す
る素晴らしいレースとなった。今後の２００ｍ、さらには４００ｍのベスト更新にも注目
したい。
文責 松田 恒輝（２）

女子４００ｍ
森口 咲紀（３） 予 １′０３″５０

（８着）

森口（３）は怪我のため１ヶ月間練習が思うようにできず、万全な状態での出場とはな
らなかった。しかし現時点での実力を出し切る力強い走りを見せた。怪我から復帰後の更
なる飛躍に期待ができるレースとなった。
文責 藤沢 由香（２）

女子８００ｍ
中島 咲歩（３） 予 ２′１６″１４★ （３着）
準 ２′１７″８５

（６着）

長野 夏子（２） 予 ＤＮＳ
中島（３）は予選では積極的な走りを見せ、１周目は第２集団を引っ張るレース展開と
なった。その後先頭に追い付き、５人の集団での争いとなった。その中でラストスパート
をしっかりかけることができ、準決勝に進出した。準決勝では格上の選手相手に位置取り
が思うようにできず、後方からのスタートとなった。ラストスパートで追い上げを見せた
が、思い通りのレース展開をさせてもらえず、悔しいレースとなった。予選では大学ベス
トと府大歴代２位となる走りを見せ、２本目となる準決勝でも好記録を残しているので、
今後の府大記録更新に期待したい。
文責 中嶋 利騎（２）
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女子１５００ｍ
中島 咲歩（３） 予 ４′４４″６２ （７着）
長野 夏子（２） 予 ４′５１″２０ （１１着）
中島（３）は集団の中盤からのスタートとなった。やがて集団が分かれ第２集団となり、
その中での順位変動はあったが、リズムを乱さず自分のペースで走ることが出来た。ラス
トで競った相手にも勝ち、大学ベスト、府大記録に迫る好記録を残した。長野（２）は後
方からのスタートとなった。前を走る選手とは距離が開き、後ろについている選手を引っ
張るという苦しいレース展開が続いた。苦しいレースであったがラストは切り替え、ペー
スを上げることが出来た。２人で切磋琢磨し、記録を更新していくことが期待される。
文責 中嶋 利騎（２）

≪応援・競技に参加していただいたＯＢ・ＯＧの皆さん≫
山口さん、加藤さん、木下さん、黒川さん、倉本さん、嶋田さん、勝見さん、三上さん、
炭谷さん
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
大阪陸協長距離第２回記録会 １２月３日（土） ヤンマースタジアム長居
男子３０００ｍ

男子５０００ｍ

女子５０００ｍ

駒井 智己 （３）

９′２９″７８☆

岡野 圭一郎（２）

９′５３″９７

小澤 一郎 （１）

９′１０″１３☆

久冨 優太 （２）

１５′１７″０３☆

中嶋 利騎 （１）

１６′１７″６４★

西上 寧子 （３）

２０′３７″３５

中島 咲歩 （２）

１８′１４″９０

第６回京産大記録会 １２月１７日（土） 京都産業大グラウンド
男子１００００ｍ

久冨 優太（２）

３１′４６″３１☆

第５回神戸市長距離記録会 １２月１７日（土） 神戸市ユニバー記念競技場サブトラック
男子３０００ｍ

小澤 一郎（１）

９′１５″７３

第７１回堺市民駅伝 １月２２日（日）大泉緑地
一般男子 大阪府立大学Ａ
１区 ６．１０ｋｍ 久冨 優太（２）

１９′２１″

２区 ３．０５ｋｍ 駒井 智己（３）

１０′２１″

３区 ３．０５ｋｍ 小澤 一郎（１）

９′４５″

４区 ３．０５ｋｍ 中嶋 利騎（１）

９′３７″

５区 ３．０５ｋｍ 勝見 涼一（Ｍ１）

１０′０２″

総タイム

５９′０６″
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（第２位）

一般男子 大阪府立大学Ｂ
１区 ６．１０ｋｍ 三上 賢吾 （４）

２１′５３″

２区 ３．０５ｋｍ 岡野 圭一郎（２）

１０′３１″

３区 ３．０５ｋｍ 姫野 拓真 （市２）

１０′２５″

４区 ３．０５ｋｍ 西上 寧子 （３）

１２′４５″

５区 ３．０５ｋｍ 三好 克典 （３）

１２′１３″

総タイム

１：０７′４７″（１４位）

一般女子 市大・府大・奈女大
１区 ３．０５ｋｍ 石田 奈央 （奈女１） １０′５７″
２区 １．６８ｋｍ 斎藤 陽香 （市３）
３区 ３．０５ｋｍ 中島 咲歩 （２）

６′５２″
１１′１５″

４区 １．６８ｋｍ 秋山 美彩 （市２）
５区 ３．０５ｋｍ 長野 夏子 （１）

６′４０″
１１′０６″

総タイム

４６′５０″

（第１位）

第２回学連競技会 ３月１３日（月）～１４日（火） ヤンマーフィールド長居
男子１００ｍ

男子２００ｍ

男子８００ｍ

男子１５００ｍ

男子１００００ｍ

嶋田 祥久 （Ｍ１）

ＤＮＳ

前原 脩人 （３）

ＤＮＳ

黒田 丈一郎（３）

１１″６５（－０．４）

嶋田 祥久 （Ｍ１）

２２″７５（＋１．６）

黒田 丈一郎（３）

２３″３９（＋６．１）

松田 恒輝 （１）

２３″１５（＋４．６）

駒井 智己 （３）

１′５８″８９

小澤 一郎 （１）

１′５９″７１

高本 雄太 （４）

ＤＮＳ

久冨 優太 （２）

４′１２″０６

岡野 圭一郎（２）

４′３６″０８

小澤 一郎 （１）

４′０９″８３☆

三上 賢吾 （４）

３５′４６″５４

中嶋 利騎 （１）

３３′２６″０３☆
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男子１１０ｍＨ 前原 脩人（３） １５″７８（＋１．９）
男子走幅跳

松浦 尚平（２） ５ｍ７０（＋４．２）
宮崎 颯人（１） ＮＭ

女子４００ｍ

藤沢 由香（１） １′０２″７１

女子８００ｍ

炭谷 佳奈（４） ２′２５″８３

女子１５００ｍ 中島 咲歩（２） ４′４５″７４
長野 夏子（１） ４′５３″６９
女子５０００ｍ 西上 寧子（３） ２１′０３″９３
第６回大体大競技会 ３月１８日（土） 浪商学園陸上競技場
男子三段跳

小寺 知輝（３） １３ｍ９０（＋０．９）

第９回大体大中長距離競技会 ３月２５日（土） 浪商学園陸上競技場
男子８００ｍ

駒井 智己（３） １′５９″４９

女子８００ｍ

炭谷 佳奈（４） ２′２６″２３

第７回奈良市記録会 ３月２８日（火） 鴻ノ池陸上競技場
男子１００ｍ

宮崎 喬平（２） １１″４８ （＋２．１）

男子１１０ｍＨ 永野間 陸（１） １５″８６ （－０．４）
男子走幅跳

宮崎 颯人（１） ６ｍ３３ （±０．０）

男子三段跳

木矢 裕貴（２） １３ｍ４１ （＋１．４）

女子１５００ｍ 中島 咲歩（２） ４′５７″７７
長野 夏子（１） ４′５９″７３
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第１回強化・普及記録会 ４月１日（土） 鴻ノ池陸上競技場
男子４００ｍ

千種 成尚（３）

５２″５２

第２回大阪陸上競技記録会 ４月９日（日）

ヤンマーフィールド長居

男子３０００ｍＳＣ 久冨 優太（３）

１０′１６″２３

茨木市民陸上競技大会 ４月２２日（土） 万博記念競技場
男子２００ｍ

前原 脩人（４）

２３″３９（＋１．８）

男子棒高跳

前原 脩人（４）

３ｍ２０

男子走幅跳

木矢 裕貴（３）

６ｍ６４（＋１．７）☆

大阪陸上競技カーニバル ４月２３日（日）
男子８００ｍ

ヤンマーフィールド長居

駒井 智己（４） 予 １′５６″７６
決 １′５５″１０

男子１１０ｍＨ

永野間 陸（２） 予 １５″３３（＋０．１）☆
決 １５″２７（＋０．１）☆

奈良競技記録会 ５月２０日（土） 鴻ノ池陸上競技場
男子４００ｍＨ

永野間 陸（２）

５８″９３

男子走幅跳

小寺 知輝（４）

６ｍ４５（＋１．７）

松浦 尚平（３）

５ｍ７１（－１．５）

宮崎 颯人（２）

６ｍ３１（－０．５）

第２回大体大競技会 ５月２０日（土） 浪商学園陸上競技場
男子１００ｍ

西田

大 （Ｍ１）

１１″５２（＋２．２）

黒田 丈一郎（４）

１１″４１（－０．２）
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男子２００ｍ

西田

大 （Ｍ１）

ＤＮＳ

黒田 丈一郎（４）

２３″２２（＋１．２）

第２回大体大中長距離競技会 ５月２０日（土） 浪商学園陸上競技場
男子１００００ｍ 三上 賢吾（Ｍ１） ３５′２８″３２
中嶋 利騎（２）

３３′３３″９３
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４．今後の目標と反省
短距離パート
失礼します。昨年秋より短距離パート長をさせていただいております、３回生の千種で
す。さて、本年度のシーズンも始まり、大阪インカレ、三大戦、関西インカレの試合が終
わりました。三大戦では、目立った結果を残すことができませんでしたが、大阪インカレ
におきまして、嶋田祥久（Ｍ２）が２００ｍで準決勝に出場を果たしました。また、関西
インカレにおきましても、嶋田祥久（Ｍ２）が１００ｍで予選を突破して準決勝に出場し、
自己ベストをマークしましたが、惜しくも決勝進出を逃しました。また、４×４００ｍＲ
におきましても、予選を突破し、決勝で第７位に輝きました。ですが、活躍の中心が４回
生や院生であったことや、関西のライバル校との差を痛感させられることもありました。
この悔しい経験を忘れず、首都大戦、六公立戦などの対校戦や、新人戦などの試合に向け
て、短距離パート全体で頑張って行きたいと思いますので、これからも応援よろしくお願
いします。
文責 短距離パート長 千種

成尚（３）

中距離パート
今シーズン前半の大きな試合である大阪インカレ、三大戦、関西インカレが終了しまし
た。大阪インカレには全員で出場し駒井（４）と中島（３）が８００ｍで決勝に進出し、
また他のメンバーの成長も感じられました。関西インカレにも中距離パート全員が出場し
ました。８００ｍでは駒井（４）が決勝に進出し第５位、小澤（２）が府大歴代４位の記
録で準決勝に進出、中島（３）が準決勝に進出し、中距離パートの強さを感じることがで
きました。関西インカレを通し、各々の課題を見つけられました。来年までにより強くな
って来年は今年よりも上のステージに進めるように頑張っていきます。
現在中距離パートでは主に男子３人女子２人で練習しています。人数が少ないですが、
練習の工夫や他大学との合同練習を通して強い府大中距離パートを作り上げていきたいと
思います。今後も応援よろしくお願いいたします。
文責 中距離パート長 岡野 圭一郎（３）
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長距離パート
春の主要な大会が終わり、季節も夏に移り変わってくる頃となりました。
長距離から久冨（３）
・中嶋（２）の２人が出場した大阪インカレでは、中嶋が１５００
ｍで自己ベストを更新したものの、目標タイムには届きませんでした。三大戦では、久冨
が２０００ｍ過ぎに集団から脱落するなど不甲斐ない走りで、４位、５位という結果に終
わりました。また関西インカレでは、長距離の出場者は１００００ｍの久冨 1 人にとどま
り、そのレースも到底上位で闘えるものではありませんでした。今春の大会では、長距離
は思うような結果を全く残せませんでした。パート長として長距離をまとめる私の責任を
大きく感じます。申し訳ございません。今後は１人１人が自分の課題を認識して練習に臨
み、パート全体で上を目指す意識を持つことで、少しでも多く府大に貢献ができるように
していきます。
さて、今年は西坂（１）、若松（１）の２人が新しく長距離パートに入りました。２人と
も今後の成長に期待がもてる選手です。まだまだ層が厚いとは言えませんが、この２人を
加え、対校戦の勝利、ベストの更新、標準記録の突破、そして１１月の丹後駅伝出場に向
けて更に精進していきます。今後とも、ご声援のほど宜しくお願いいたします。
文責 長距離パート長 久冨

優太（３）

フィールドパート
大阪インカレ、三大戦、関西インカレの春の主要な大会が終了しました。大阪インカレ
では前原（４）が十種競技でベストを、三大戦では木矢（３）が三段跳でベストを更新し
ました。関西インカレでは選手の怪我が目立ち、思うような記録を残すことができず、競
技力だけでなく主要な大会で結果を残す調整力がまだまだ未熟であると痛感させられまし
た。また、今年は残念ながらフィールドパートには新入生が加わらず、新戦力に期待でき
ないという状況です。しかし、今ある戦力を更に高めることができれば、主要な大会でも
十分に爪痕を残すことができると確信しています。全員が高い目標と意識を持ち、次の首
都大戦に向けてフィールド一丸となり、自己ベスト更新を目指していきます。今後とも応
援のほど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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松浦 尚平（３）

