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：関西 IC で入賞した選手 
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１．１．１．１．近況報告近況報告近況報告近況報告    

   ５月１０日～１３日にかけてありました関西 IC では１部残

留を目標に挑みましたが、残念ながら２部に降格してしまいました。

自己ベストを出せた選手が少なく、１部で戦うことの壁の大きさを

感じました。 

   ６月３日には阪名戦が行われました。男女ともに優勝し、ま

た自己ベストを出した選手も多く、良い結果をだすことができまし

た。約２か月後には七帝戦があるので、またしっかり練習を積み、

男子は４連覇、女子は優勝をめざしていきたいと思います。 

 

２．２．２．２．試合結果試合結果試合結果試合結果    

  第８９回関西学生陸上競技対校選手権大 

4/25,5/10~13      長居第一陸上競技場 

 

［男子 1 部] 

＜100m＞(予選)4 組 3 着+4            [2 日目]  

        大家 賢志郎（M2）    10"90(+0.9) Q 
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＜200m＞(予選)4 組 3 着+4         [4 日目] 

        大家 賢志郎（M2）    22"41(+1.2) 

 

＜800m＞(予選)3 組 2 着+2         [4 日目] 

        山田 佳祐 （M２）     2'01"65 

 

＜1500m＞(予選)2 組 4 着+4    [2 日目] 

        松井 健太（基４）      4'07"33 

        三根 亨 （工１）       4'08"57 

 

＜10000m＞(決勝)               [5 日目] 

        酒井 健 （基４）       31'54"44    16 着 

 

＜ハーフマラソン＞(決勝)     [1 日目] 

        西村 太志（薬４）        1゜16'17    18 着 

 

＜400mH＞(予選)4 組 3 着+4         [4 日目] 

        小間 洋和（M1)      55"38 

 

＜3000mSC＞(決勝)         [4 日目] 

        山根 裕樹（M2)      9'26"95    10 着 

 

＜10000mW＞(決勝)               [5 日目] 

        甲斐 奨史（M1)      44'57"63    5 着    4pt! 

        佐伯 佳祐（文３）      45'26"32    6 着    3pt! 

        山口 正洋（経１）      51'41"50    11 位 

 

＜4ｘ100mR＞(予選)2 組 3 着+2    [2 日目] 

    大阪大        41"46  

    (長野－脇田－山田－大家) 

 

＜4ｘ400mR＞(予選)2 組 3 着+2      [3 日目] 

        大阪大          3'23"86 

        (脇田－高橋－鈴木－秋本)  
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＜三段跳＞(決勝)                [3 日目] 

        勢力 薫（B6)        14m73(-0.5)    10 位 

        出口 政孝（M1)      14m25(-0.9)    17 位 

        松崎 通弘（工４）     13m81(+0.7)    21 位 

 

＜走高跳＞(決勝)                [4 日目] 

        田谷野 義季 （工１）   1m90        13 位 

 

＜棒高跳＞(決勝)        [5 日目] 

        高橋 遼（工４）        4m80        6 位    3pt! 

        細田 真広（工３）      4m20        13 位 

        増谷 賢吾（基２）      4m00        16 位 

 

＜砲丸投＞(決勝)                [3 日目] 

        福井 康大（工４）      12m09       15 位 

 

＜ハンマー投＞(決勝)        [2 日目] 

    武藤 将大（外４）      DNS 

 

＜円盤投＞(決勝)                [4 日目] 

        鶴崎 晋也（基３）      NM 

 

＜やり投＞(決勝)                [5 日目] 

        中澤 密（基２）        61m87     14 位 

 

＜十種競技＞            [2・3 日目] 

        吉永 光宏（B6)    100m      11"71(+1.1)  709 

                         走幅跳    6m44(-0.6)   684 

                         砲丸投    8m92         421 

                         走高跳    1m83         653 

                         400m      53"20        673 

                         110mH     16"57(+0.0)  670 

                         円盤投    27m75        420 

                         棒高跳    3m40         457 

                         やり投    40m63        451 

                         1500m     4'49"61      621 
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                        総合得点               5759  14 位 

 

 

                       

[女子] 

＜200m＞(予選)6 組 3 着+6         [4 日目] 

        牛山 綾（外４）        DNS 

 

＜400m＞(予選)6 組 3 着+6            [2 日目] 

    脇本 沙友美（文１）      1'02"70 

    牛山 綾（外４）          DNS 

 

＜800m＞(予選)5 組 4 着+4         [4 日目] 

        平川 奈央（人３）      2'35"57 

 

＜1500m＞(予選)2 組 4 着+4    [2 日目] 

        平川 奈央（人３）      5'13"20 

 

＜400mH＞(予選)4 組 3 着+4            [4 日目] 

    馬越 茉鈴（工２）        1'08"54 

 

＜4ｘ100mR＞(予選)3 組 2 着+2    [2 日目] 

    大阪大        51"03 

    （脇本－馬越－川守田－岡澤） 

 

＜4ｘ400mR＞(予選)2 組 3 着+2      [3 日目] 

        大阪大          4'18"34 

         (岡澤－馬越－平川－脇本)  

 

 

 

 

 

 総合得点 トラック フィールド 

男子 １０点 ７点 ３点 

女子 ０点 ０点 ０点 
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  第６６回大阪大学・名古屋大学対抗陸上競技大会 

第１９回大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大

会   

                           6/3       浪商学園陸上競技場 

＜400m＞  

1 位  高橋 勇理（法 4） 49"47    

          

＜1500m＞  

1 位 酒井 健（基 4） 4'01"77             

          

＜4×200mR＞  

1 位 大阪大 （長野－山本－山田－高橋勇理） 1'29"41    

          

＜走幅跳＞  

1 位 渡辺 祥（工 1）  6m95   （-0.1）  

 

＜三段跳＞  

1 位 勢力 薫（B 6） 14m92   （+0.3）  

          

＜砲丸投 (7.260kg)＞   
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1 位 福井 康大（工 4）  11m62    

          

＜円盤投 (2.000kg)＞   

1 位中澤 密（基 2）  36m71    

＜やり投 (0.800kg)＞   

1 位 中澤 密（基 2） 60m86    

          

女子＜4×100mR＞  

1 位 大阪大（ 岡澤‐脇本‐馬越‐川守田）  50"40 NGR  

          
          

＜砲丸投 (4.000kg)＞   

1 位 小西 由夏（理 3）  8m32    

          

 
総合 トラック フィールド 

男子 １４４ ７５ ６９ 

女子 ３８ ２２ １６ 

 

詳しい結果はホームページの方をご参照ください。 

３．終わりに 

 関西 IC・阪名戦では、多くの OB・OG さんが駆けつけてい
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ただき、応援・補助員等をしてくださいましてありがとうござ

いました。これからもまたよろしくおねがします。 

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/  

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.  
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