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１、 はじめに 
いつもご支援・ご声援ありがとうございます。 
いよいよ七帝戦が約一週間後に迫ってまいりました。今年度は阪大主管ということもあ

り、さらに気合が入っております。残り少ない日々を男女優勝を目指して大切に時間を使

い、調子を整えていきたいと思います。 
改めて日時・会場のご案内をさせていただきます。 
日時：7 月 27 日(土)オープンの部 
   7 月 28 日(日)対校の部 
場所：長居第２陸上競技場 

 
多くの OB・OG の皆様にお越しいただけることを心よりお待ちいたしております。 
 
２、七帝戦展望～中・長距離～ 
ミドル(中距離)パート                     パート長 田邊邦裕 
男子 800ｍ 
松山（経 3）、田中（工 3）、藤（工 2）が出場します。関西インカレと同様に近年のレベル

の向上が著しいこの種目において決勝進出には 1 分 55～56 秒台の力が必要となり、厳しい

戦いが予想されます。しかし、3 人共にその付近のベストタイムを持っており、全員決勝進

出も十分に可能です。特に松山は今シーズンに入り、素晴らしい成長を遂げており中距離

パートのエースとして上位入賞が期待されます。また、田中と藤も勝負強さは際立ったも

のを持っており、しっかりと予選を勝ち抜き、目標とする 3 人入賞を達成したいと考えて

います。 
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男子 1500ｍ 
田邊（法 4）、大竹（工 3）、三根（工 2）が出場します。京都大学と上位を分け合う可能性

が高いこの種目での順位が総合順位にも大きな影響を与えます。大竹は今シーズンに入っ

てから好調を維持しており、積極的なレース展開で優勝を窺います。三根はラストのキレ

に強みを持っており、ラスト勝負で順位の変わりやすいこの種目で安定的に上位に食い込

んでくれると期待しています。田邊は 4 年生として最後の七帝で意地を見せたいところで

す。強力な布陣の京都大学に勝ち越し、流れを掴むことができるかがポイントになります。 
 
ロング(長距離)パート                      パート長 有本啓 
5000 
大竹(工 3)、三根(基 2)、有本(基 4)、補欠として水野(看 2)のエントリーです。大竹、三根は

大カレ、関カレ、名阪戦に引き続き 1500 とあわせての出場になります。大竹は名阪戦で

1500、5000 での二冠を達成し順調に両種目で戦える力を身につけており、三根とともに入

賞を目指します。有本、水野は現状入賞争いのできるレベルではなく、阪大三枚目はまず

自分のベストを尽くします。 
昨年から更に強固になった京大長距離陣を中心としたハイレベルなレースが予想され入賞

ラインも非常に高いですが、ここで大きく引き離されず踏みたえれるよう、一丸となり全

力を尽くします。 
 
3000 障害 
森田(基 3)、藤田(経 4)の出場です。補欠の吉田(1)を含め今年の阪大 3000 障害陣は成長著し

く、表彰台も狙えるレベルまできました。安定性に難のあった森田ですが、春先からコン

スタントに結果を出せるようになり弱点を克服しつつあります。藤田もラストの粘り強さ

という長所を伸ばし、昨年から大きく飛躍しました。対校戦最初の種目で大勝し、総合優

勝への流れづくりを目指します。 
 
3000 
藤沢(外 4)、森瀬(法 2)の出場です。２人ともこの一年間着実に練習をこなし記録を大きく伸

ばしてきました。藤沢はこれが現役引退試合でこの四年間の集大成ともいえるレースであ

り、上位入賞を目指します。森瀬はこれからの長距離女子を牽引していく存在であり、七

帝戦を通じて更なる成長が望まれます。誰よりも陸上に真摯に取り組んできた彼女達の走

りが阪大を更に勢いづけてくれることでしょう。 
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３、OB 会費・メセナ基金・寄付金を頂いた OB・OG の皆様(2013/7/4 現在)の
ご紹介 
 日頃から陸上部へのご支援・ご声援誠にありがとうございます。日々陸上と向き合い、

練習を積み重ねていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 
 
S30 岩坪功様 中塚邦夫様 丸山晴美様 S31 磯田良一様 竹内隆様 滝本佳一様 

S32 中田昌之様 S37 高安健様 石川恵二様 松木優様 堀田実様 井上通敏様  
S38 大町隆彰様 S39 木村定弘様 山邊利正様 長谷川清様 佐村幸弘様  
S40 岡田洋三様 小林英敏様 S41 西村元昭様 遠藤修吾様 内田満夫様 
S42 伊藤彰一様 山口彰男様 S31 高橋修一様 S44 飯室弘之様 伊藤安生様 
S46 中山茂様 金森利至様 森英子様 中川千代二様 風間成介様 S47 善野佳純様 

西村正様 秀平吉郎様 S48 竹田博文様 吉田幸司様 S51 熊谷匡昭様  
池治宏和様 S52 西川正一様 幸一美様 今西一郎様 大角幸彦様  
S53 満田基温様 湊恒明様 田中万博様 飯田修様 S55 市川裕之様 
S56 白石愛明様 平田領一様 森下康之様 北嶋宜仁様 牛丸弘美様 
S57 上西祐司様 谷啓介様 S58 平野善則様 S59 大澤安弘様 村上大洋様  
大垣昭彦様 松島正展様 平川信一様 矢野嘉孝様 S60 川島孝夫様 S61 大西純二様 
S62 鳥居明人様 栗阪一雄様 S63 岡本匠様 H01 砂田和久様 山本智恵子様  
H02 能川泰治様 水野博之様 松本浩介様 H03 林幸治様 H05 岩田昌子様  
武内佳恵様 H08 落合秀紀様 松本徹也様 H09 寶多晶代様 H10 蓮池篤様  
H11 林多門様 H12 辻川竜宏様 H17 眞鍋周平様 H19 上田雄義様  
H20 陣内孝輔様 吉原佑様 吉川泰代様 H22 山下令様 小林哲也様 
H23 上野雅史様 藤城光様 高橋さやか様 貝田航様 H24 浅井亮博様 
H25 八川久美子様 梅本和海様 近藤高弘様 西村太志様 
 
卒業年度等訂正などがございましたら、お手数ではありますが満天 LETTER 編集係までお

知らせいただけると幸いです。 
 
４、 満天下訂正に関するお詫びとお知らせ 
 先日送らせていただきました満天下に訂正がありましたので、お知らせさせ

ていただきます。大変申し訳ございませんでした。正しくは以下の通りです。 
 
・p230 大阪外国語大学 歴代 10 傑 
 男子 1500m  誤 １ 3’53”16 田中 涼  1992  近国 
         正 1 3’46”97 田中 涼  1993  関西学生秋季 IC 
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 男子 5000m  正 1 14’3”8 田中 涼  1993  兵庫春季記録会 
・p231 大阪外国語大学 歴代 10 傑 
 男子 110H ４ 誤 竹内 宏幸 
         正 竹内 淳雄 
以上です。今後このような間違いがないようにしていきます。申し訳ありませ

んでした。 
 
５、終わりに 
次回は、七帝戦展望号～フィールド・主将・女子主将編～をお届けする予定です。 

阪大陸上部公式ホームページも随時更新しております。大会結果、部員名簿等を掲載しておりま

すので、ぜひそちらもご覧ください。七帝戦特設サイトもございますのでぜひお越しください。

また、OB 掲示板も開設しております。情報交換の場としてお役立ていただければ幸いです。 

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

OB掲示板 http://jbbs.livedoor.jp/school/25842/ 

掲載内容についてのご意見、また配信停止の御希望等がございましたら、 

満天LETTER編集係 manten.letter2010@gmail.comまでご連絡ください。 
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