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写真：7 月 28 日七帝戦にて 
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１、 はじめに 

いつも阪大陸上部へのご支援・ご声援ありがとうございます。 

７月２７日、２８日に大阪にて七帝戦が行われました。当日は多くの OB・OG の皆

様に応援にお越しいただき本当にありがとうございました。結果は男子総合２位、女

子総合５位でした。今回の大会は総合男子で京大が大差で優勝を飾りました。この悔

しさを忘れず一年で追い上げ来年の七帝では男女ともに優勝を目指して頑張ります。 

また、8 月 12 日に行われた近畿地区国立大学体育大会では男子総合 2 位でした。こ

ちらも来年はさらに力をつけて優勝を目指したいと思います。 

 次の大会は 8 月 25 日阪神四大学対校戦です。ベストを目指して全員で力を出し切り

たいと思います。 

 今後とも阪大陸上部をよろしくお願いします。 

 

 

２、七帝戦結果（１位から３位までのみ掲載） 

＜男子＞ 

４００ｍ ３位 秋本耕作(理・３)  48”97 

１５００ｍ ３位 大竹宏明(工・３)  3’56”76 

１１０ｍH １位 後藤佑介(工・２)  14”67 NGR 

４×１００ｍR ２位 大阪大 山本尚季(工・４)脇田和史(外・４) 

山田遼作(医・４)出口大幹(工・４)  41”94 

棒高跳 ３位 細田真広(工・４)  4m50 

走幅跳 ２位 渡辺祥(工・２)  7m24 +1.2 

三段跳 ２位 渡辺祥(工・２)  14m92 +2.3 

円盤投 １位 中澤密(基・３)  40m13 

ハンマー投 １位 﨑勘太郎(外・３)  41m70 

やり投 １位 中澤密(基・３)  67m77 NGR 

    ２位 神田直仁(工・２)  63m72 

＜女子＞ 

８００ｍ ２位 後井彩(外・２)  2’20”19 

走幅跳 ２位 馬越茉鈴(工・３)  5m26 +1.1 

 

男子総合２位 トラック３位 フィールド１位 

女子総合５位 トラック５位 フィールド４位 
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３、近畿地区国立大学体育大会結果(1 位から 3 位までのみ掲載) 

男子 

１５００ｍ 2 位 大竹宏明(工・３)  3’59”86 

      3 位 三根亨(基・２)  4’00”99 

１１０ｍH 2 位 後藤佑介(工・２)  14”57(+2.0) 

４００ｍH 2 位 宇畑雄哉(工・２)  55”30 

３０００ｍSC 1 位 藤田達郎 (経・４)  9’41”62 

走高跳 3 位 田谷野義季(工・２)  1m93 

棒高跳 2 位 高橋遼(M1)  4m60 

    3 位タイ 細田真広(工・４)  4m30 

走幅跳 1 位 渡辺祥(工・２)  7m28(+1.6) 

三段跳 2 位 勢力薫(D1)  14m96(+2.5) 

    3 位 渡辺祥(工・２)  14m67(+3.4) 

円盤投 1 位 中澤密(基・３)  42m61 大会新 

やり投 2 位 中澤密(基・３)  62m79 

    3 位 神田直仁(工・２)  60m98 

トラック、フィールド、総合の得点は 2 位 

女子 

８００ｍ 2 位後井彩(外・２) 2’25”32 

4×100mR 3 位 寺田理絵(法・１) 馬越茉鈴(工・３)  

櫻井恵子(医・２) 脇本沙友美(文・２)  52”01 

 

４、2013/7/5～8/13 に OB 会費・メセナ基金・寄付金を頂いた OB・OG の皆様

のご紹介 

 

S30 梶谷敬二様 S31 滝本佳一様 S35 矢内純吉様 S37 坂本重夫様 高安健様  

S39 小西新平様 S40 田中淳之様 S41 遠藤修吾様 S42 野村吉孝様 藤枝正樹様 

S43 元山忠行様 小舟浩治様 S47 生島久夫様 三好延明様 匹田正章様 S48 藤黒邦博様 

杉田義郎様 宮下啓一様 S49 木村幸司様 檜山俊文様 S50 須田康裕様 S51 宇加地孝志様 

S52 蓮室隆雄様 S53 岡田尚記様 S54 岡田淳子様 S54 井上清彦様 内村勝様 

S56 白石愛明様 S59 寺坂琢史様 棗一彦様 S60 森澤正明様 S61 池内洋一様 舟場保之様 

S62 大本義万様 小島健治様 山野貴生様 S63 辻本真宏様 小林茂樹様 H1 福知真様  

H2 畠中順子様 岩佐久徳様 平野雅之様 H4 加藤恒司様 越後幸太郎様 H6 上坂憲市様 

H9 芦刈義考様 南浦武史様 H13 森本研一様 H16 柴崎政俊様 H17 荻山宜樹様  

H18 山根聡様 佐藤進佑様 H19 種子達也様 真鍋享平様 正岡義朗様 H20 木畑貴行様 

瀧口達也様 藤原健様 加山広之様 H21 佐俣光彦様 山口桂史様 H21 角田泰彬様 
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岡村健太郎様 土屋良輔様 蛭川智史様 中村彰吾様 松葉正統様 H22 吉田洋平様  

木下祐一様 関原孝之様 福間俊吾様 尾内健太郎様 高野陽介様 板橋健太様 緒方雄一朗様 

福井彬人様 H23 山根裕樹様 水間健太様 三浦拓也様 大家賢志郎様 有村孝様  

青木将大様 薄井智靖様 生川幸奈様 沢村真由子様 平松由紀様 山田佳祐様 勢力薫様 

吉永光宏様 河辺梨央様 守谷慶祐様 池田雄紀様 H24 滝川憲様 島田勇毅様 絹岡なずな様 

市場翔大様 H25 桑岡樹様 武藤将大様 内藤佑介様 佐野和哉様 

 

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。OB・OG の皆様のお力添

えのおかげで私たちは陸上競技に打ち込むことができます。今後ともよろしくお願いいた

します。 

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。 

お詫び 

 前々回の満天 LETTER の OB 会費・メセナ基金・寄付金を頂いた OB・OG の皆様(2013

年 7 月 4 日現在)のご紹介で誤りがありました。 

H２５卒八川久美子様となっておりましたが正しくは八川公美子様です。 

 大変申し訳ありませんでした。 

 

５、新主将、女子主将挨拶 

 

新主将 山口正洋(経・３) 

こんにちは。陸上競技部の主将となりました、山口正洋です。競歩を専門種目としていま

す。1 年間よろしくお願いします。 

新チームの目標は、関西インカレ 1 部昇格です。昨年 1 部から 2 部へ降格し、今年は大差

をつけられて昇格を逃しました。不甲斐ない戦いが続いてしまい、申し訳ありません。し

かし関西インカレや七帝戦で得点を取った選手のうちの多くが 3 回生以下であることを考

えると、今回こそは 1 部昇格を成し遂げられるのではないかと思っております。 

もちろん今の状況では、そう簡単にはいきません。個々のレベルを上げないと、同じ失敗

を繰り返してしまいます。監督・コーチから何度も言っていただいていましたが、まず練

習量が足りていなかったことを反省し、各パート長に伝えました。この夏はチームの土台

作り、もっと底を上げていかなければいけないと思っております。目指すは、ちょっとや

そっとのことでは音を上げないタフなチームです。 

また、互いに意見の言い合えるチームにします。学年や競技力を問わず、です。2 回生には

跳躍パートの渡辺、短短パート長の後藤、長距離パートの三根、投擲パートの神田ら力を

持った選手が大勢います。彼らの実力をさらに伸ばすためにも、全員が練習内容に納得し、

それを理解したうえで取り組む必要があります。さらには各パート長がより真剣に、良い
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メニューをつくることにつながるのではないでしょうか。 

主に以上の 2 点がこの夏の課題です。まだ色々とうまくいかないことがあると思いますが、

一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いいたします。 

 

新女子主将 馬越茉鈴(工・３) 

OB、OG の皆様、日頃からご支援いただき誠にありがとうございます。今年の七帝戦をもっ

て平川さんに代わり、女子主将となりました馬越です。 

 

七帝戦で女子は総合順位 5 位という結果に終わってしまい、たいへん悔しい思いをしまし

た。この気持ちを忘れず来年の男女アベック優勝に向けて、この夏からさらに努力してま

いります。男子に比べて女子は人数が少ないため、女子が 1人しかいない種目があったり、

専門以外の種目に挑戦する選手がいたり、皆さまざまな状況で練習に取り組んでいます。

それぞれの選手が練習に専念できる環境を整え、そしてバランスのとれたチームをつくり、

団結力をさらに強めていきたいと思っております。 

 

また長距離メンバーは 9月 28日(土)に開催される関西学生女子駅伝に向けて日々の練習に

力を入れています。今年は 1、2回生に長距離選手が多く、新しいチームで戦っていくこと

になります。お忙しいとは思いますが、応援よろしくお願い致します。 

 

６、おわりに 

次回は阪神四大学対校戦の結果などをお伝えします。 

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。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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