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         写真：（左上から）酒井、大竹、三根、有本、梅本、松井（予選会にて） 
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１１１１．．．．びわ湖びわ湖びわ湖びわ湖駅伝駅伝駅伝駅伝展望展望展望展望        長距離パート長 酒井健（基４） 

朝夕冷え込む季節となりましたが、OB･OG の皆様にお変わりありませんでしょうか。来る

11 月 17 日、びわ湖西岸にて 2012 びわ湖大学駅伝が開催されます。なお、資金難のために

場所を移すということで私自身も思い入れのあるびわ湖駅伝も本大会が最後となります。 

長距離男子は昨年の予選会敗退以降、その悔しさを晴らすべくこの駅伝を常に意識して練

習してきました。今季は 5000m で多くの選手が記録を伸ばし、力のある 1 回生が入部して

確実にチームは成長しました。しかし、予選会ではそれが結果に結びつかず、通過はしま

したが苦戦しました。予選会の 10000m の出来が駅伝の結果に少なからず反映されると私

は考えているので、苦しい戦いとなりますが各人持てるものを全てびわ湖に置いてきます。 

目標はライバルであり予選会上位の神戸大学に勝つこと、びわ湖駅伝の阪大最高記録 4 時

間 29 分 03 秒を更新することです。OB･OG の皆様、日頃より暖かいご支援・ご声援あり

がとうございます。阪大陸上部一丸となって頑張りますので、変わらぬご支援・ご声援を

よろしくお願いいたします。 

 

 

1 区（１１．１㎞） 酒井 健（基４）   （３０′５０″０７） 

 長距離パート長としてチームを引っ張っています。2 年前もこの 1 区を走っていますがそ

の時はチームの足を引っ張り悔しい思いをしました。今年は他大学のエース級が並ぶこの

区間で力走し、チームに良い流れをもたらしてくれることを期待しています。 

 

2 区（７．３㎞） 大竹 宏明（工２）   （３２′０７″１７） 

 筋肉質でキックの強い選手です。1500m3 分台に迫るスピードを活かして前半から積極的

に走ります。1 区の酒井が出遅れない限り、周りに選手が多い状況が予想されます。持ち味

を生かして、喰らいついてほしいと思います。 

 

3 区（１１．０㎞） 三根 亨（工１）   （３２′２６″０４） 
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1500m でインターハイ決勝に進出した期待のルーキーです。長い距離への順応が課題です

が、最近の練習では酒井以外の先輩らを引っ張る姿が目立ちます。エース級が並び、直線

が続いて距離感を測りづらいこの区間でも力を発揮してくれるはずです。 

 

4 区（９．６㎞） 梅本 和海（法４）   （３３′０８″１０） 

 チームのムードメーカーです。公務員試験対策に力を注ぎたいと 5・6 月の間チームを離

れましたが、その間も jog をして練習を途切れさせませんでした。最後の学生駅伝に阪大陸

上部での 3 年半全てをぶつけるそうです。 

  

5 区（９．０㎞） 山根 裕樹（Ｍ２）   （５０００ｍ １５′０２″８３） 

 5 月の関西インカレ以降姿を消し、再び練習に来るようになったのは 10 月半ば。ギリギ

リ滑り込みました。練習の蓄積はないですが、付き添いであり同期であり共に選手枠を争

った山田のサポートを受け、かつて 5 区を走った経験を生かしてうまく走ってほしいと思

います。 

 

6 区（１２．８㎞） 有本 啓（基３）    （３２′２０″１０） 

 この駅伝後に酒井からパート長を引き継ぎます。スピードはないのですが、タフであり

堅実な走りができます。安定感のある彼に距離、難易度共にあるこのコースを攻略してほ

しいと思います。 

 

7 区（１５．１㎞） 松井 健太（基４）   （３２′０６″７５） 

 彼自身も早くから最長区間を意識して、しっかり走りこんできました。力のある選手が

並ぶこの区間で彼が他の選手に付いていくことは難しいでしょうが、しっかりペースを守

ってほしいです。2 年前に作られた阪大最高記録はこの区間の記録が良いので、タイム差が

出やすいこの区間を持ちこたえられるかが重要になってきます。 

 

8 区（７．７㎞） 廣畑 信（経３）   （３３′４６″５１） 

 ムラがあるのが難点ですが、今季最も記録を伸ばした選手であります。今年は第 4～7 中

継所でトップ通過から 10 分で繰り上げスタートであるので、彼は大きな確率で繰り上げス

タートとなります。神戸大の選手を意識しつつ、堅実に襷をゴールまで運んでほしいと思

います。 

          ＊（）内は今季１００００ｍベスト 
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２２２２．．．．試合結果試合結果試合結果試合結果    

 ２０１２関西学生陸上競技個人選手権大会２０１２関西学生陸上競技個人選手権大会２０１２関西学生陸上競技個人選手権大会２０１２関西学生陸上競技個人選手権大会    兼兼兼兼    

    第３４回関西学生混成選手権大会第３４回関西学生混成選手権大会第３４回関西学生混成選手権大会第３４回関西学生混成選手権大会    

            １０/２３（火）～１０/２６（金） 長居第２陸上競技場 

 

 １００００ｗ ２位 佐伯佳祐（文３） ４４′４７″５２ 

        ３位 山口正洋（経２） ４７′３３″５６ 

 円盤投げ予選    中澤密（基２）  ４３ｍ１２       満天下満天下満天下満天下新記録新記録新記録新記録 

 女子七種競技    川守田優（外４） ３７７４点       満天下満天下満天下満天下新記録新記録新記録新記録    

           １００ｍＨ  １７″１９  ５７５点 

           走高跳    １ｍ５０   ６２１点 

           砲丸投げ   ８ｍ１３   ４０８点 

           ２００ｍ   ２７″８１  ６４６点 

           走幅跳    ５ｍ３２   ６４８点   満天下満天下満天下満天下新記録新記録新記録新記録 

           やり投げ   ２６ｍ２１  ４０５点 

           ８００ｍ   ２′４９″３ ４７１点      

    京阪神京阪神京阪神京阪神三大学三大学三大学三大学対校対校対校対校新人新人新人新人陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技大会大会大会大会    兼兼兼兼    

    京阪神京阪神京阪神京阪神三大学三大学三大学三大学対校対校対校対校女子女子女子女子陸上陸上陸上陸上競技大会競技大会競技大会競技大会    

                        １１/４（日）服部緑地陸上競技場 

 男子男子男子男子    

 円盤投げ  １位 中澤密（基２）  ３９ｍ５５  大会大会大会大会新記録新記録新記録新記録 

 走高跳び  １位 吉武真人（工２） １ｍ９０ 

 棒高跳び  １位 増谷賢吾（基２） ４ｍ２０ 

 ハンマー投げ １位 崎勘太郎（外２） ３９ｍ７３ 

 三段跳び  １位 渡辺祥（工１）  １４ｍ０２（＋０．１） 

 走幅跳び  １位 渡辺祥（工１）  ６ｍ８６＋０．１） 

 やり投げ  １位 中澤密（基２）  ６５ｍ９５ 大会大会大会大会新記録新記録新記録新記録 

 総合得点 トラック フィールド 順位 

大阪大学 １１９ ４４ ７５ ２位 

京都大学 １２９ ７７ ５２ １位 
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    女子女子女子女子    

走幅跳び  １位 馬越茉鈴（工２） ５ｍ１４（－０．１） 

やり投げ  １位 川守田優（外４） ２９ｍ２６ 

 総合得点 トラック フィールド 順位 

大阪大学 ２４ １０ １４ ２位 

京都大学 ２３ １５ ８ ３位 

神戸大学 ３２ ２４ ８ １位 

 

 

ＯＰＯＰＯＰＯＰ    

５０００Ｗ 佐伯佳祐（文３） ２１′２７″２７  満天下満天下満天下満天下新記録新記録新記録新記録    

      

詳しい結果についてはホームページの方をご参照ください。 

３３３３．．．．平成平成平成平成 22224444 年度ＯＢ戦年度ＯＢ戦年度ＯＢ戦年度ＯＢ戦    

並びに並びに並びに並びに OGACOGACOGACOGAC 満天満天満天満天会会会会総会総会総会総会のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    
    

 

晩秋の候、OB・OG の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、先日 OB 戦並びに OGAC 満天会総会の案内状を送付させて頂きましたが、お手元に

届いておりますでしょうか。尚、参加をご希望の方で案内が届いておられない方には、届

いてない事をこの場を借りて深くお詫び申し上げます。はがきを無くされた場合やお手元

に案内状が届いていない場合はお手数ですが、OGAC.mantenka*gmail.com（*を@に変換)

までご出欠の連絡をお願いいたします。当日参加も可能ではございますが、事前のご連絡

を下さいますようご協力よろしくお願いいたしします。 

ご多忙かとは存じますが、皆様お誘いあわせの上、是非ともご参加下さい。     

                                                                      

 

＜平成 24 年度 OB 戦＞ 

 

神戸大学 １０６ ６５ ４１ ３位 
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日時：平成 24 年 11 月 24 日（土）11：00 より   

場所：大阪大学吹田キャンパス陸上競技場  

 

 

11:00 開会式 11:15 55mH  砲丸投  

 

11:20 走高跳 円盤投  

 

11:30 800m  

 

11:45 50m  

 

11:55 100m  

 

12:00 走幅跳  

 

12:10 3000m  

 

12:40 4×100mR  

 

競技終了次第 閉会式 

 

 

＜OGAC 満天会総会＞    

 

日時：同日 15：30 より 

場所：大阪大学豊中キャンパス内  

スチューデント・コモンズ 2 階 セミナー室 1 

※部員が誘導させていただきます 

 

 

 

＜懇親会 ＞   

日時：同日 17：00 より   

場所：大阪大学豊中キャンパス内 

カフェテリア「らふぉれ」 
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※部員が誘導させていただきます 

 

懇親会費：7000 円 

 

 

 

 

  

 

 

大阪大学陸上競技部 OB 主務  

松村侑海 浅野恵海 
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４４４４．．．．そそそそのののの他他他他    
 阪大陸上部公式ホームページについて  

試合結果、最新の部員名簿などは公式ホームページにも掲載しておりますので、よろしけ

ればそちらもご覧ください。また、OB 掲示板も開設しております。情報交換の場として大

いにご活用ください。  

 

公式ホームページ http://www.osaka-u-athlete-club.com/index.html 

 

OB 掲示板 http://hidebbs.net/bbs/mantenkai 

 

記載内容についてのご意見、また配信停止をご希望等ありましたら  

 

徳永卓朗（理・数３）manten.letter2010@gmail.com 

 

までご連絡ください.  

満天 LETTER ～びわ湖駅伝号～  

発 行 大阪大学陸上競技部  

大阪府豊中市待兼山１－1  

発 行 日 平成 23 年１１月１２日  

編集責任者 徳永 卓朗 

                               細田 真広 

 


