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1. 近況報告 
 
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。 
8 月 25 日 (日) にベイコム陸上競技場で予定されていました阪神四大学対校戦は大雨洪

水警報のため中止になりました。9 月 6 日 (金) ～8 日 (日) に国立競技場にて日本学生陸

上競技対校選手権が開催され、大阪大学からは男子 10000mW に佐伯 (文・4) が、男子や

り投に中澤 (基・3) が出場しました。また、9 月 12 日 (木) ～13 日 (金) には長居第 2 陸

上競技場で関西学生新人陸上競技選手権大会が開催され、1, 2 年生が若い力を競い合いまし

た。当日応援にお越しいただいた皆様、ありがとうございました。 
 今年の主な大会は以下の通りです。 

日程 大会 場所 

9月 28 日 (土) 関西学生女子駅伝 神戸しあわせの村 

10月 5日 (土) 関西学生駅伝予選会 関西大学千里山中央グラウンド 

10月 6日 (日) 関西医歯薬 金岡陸上競技場 

10月 22日 (火) ～25日 (金) 関西種目別選手権 長居第 2陸上競技場 

10月 27 日 (日) 京阪神三大学新人戦 ベイコム陸上競技場 

11月 9日 (土) OB戦 大阪大学吹田キャンパス 

11月 24 日 (日) 関西学生駅伝 丹後半島 

今後とも阪大陸上部をよろしくお願いします。 
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2. 競技結果 
 
2.1 天皇賜盃 第82回日本学生陸上競技対校選手権 [9月6日 (金) ～8日 (日) 国立競技場] 

 
大阪大学からは 2 名が出場しました。 

 
＜男子＞ 
10000mW 決勝 13 位 佐伯 佳祐 (文・4) 42’57”59  [PB] 
やり投 決勝 28 位 中澤 密 (基・3)  61m85 
 

選手のコメント 

 
佐伯 佳祐 (文・4) [男子 10000mW 13 位] 
大目標の 8 位入賞には届きませんでしたが、大舞台で自己ベストを出せました。順位も

ランキングからすれば自分なりにはかなり健闘出来たと思います。 
僕はゴール時、自己ベストと順位に、ある程度の満足感を感じてしまいました。目標は

入賞といいつつ、この順位である程度の満足感を感じてしまうこと、結局はそれが僕の 4
年間の積み重ねの結果だったと思います。高校時代の自分に大学陸上生活の集大成、その

数字、順位を笑顔で報告することはできません。一方、ゴールして給水役員だった岩田と

涙を流して話したり、応援にきてくれたみんなやメッセージをくれたみんな、素晴らしい

コーチや監督に恵まれたことは笑顔で報告できます。いまはこの二つの気持ちがせめぎ合

い、まだ整理しきれませんが、出来ることは感謝だけだと思います。 
応援にきてくれた皆様、応援メッセージやお声をくださった皆様、マネさん、出場権を

くださった甲斐さん、本当にありがとうございました。まだまだ日本選手権まで、最後ま

で全力でやりますのでよろしくお願いします。 
ありがとうございました！ 

 
中澤 密 (基・3)  [男子やり投 28 位] 
昨年と今年で 2 度目の全カレでしたが、今年も情けない結果となってしまいました。前

日などに励ましメールや、応援メールなどくれた皆様、経済的支援をしてくださった、OB、

OG さん、大阪からはるばる東京まで応援にきてくださった皆様本当に本当にありがとうご

ざいました！しかし、その期待に応えることが出来ず、本当に情けないと思う所存です。

大きな試合で結果が出せない、本当に情けないです。こんな奴が次の幹部学年のエースと

は全く言えないですし、実際そうではないです。小さな試合でしか記録が残せない、それ

はエースとは呼べません。記録を出せなかったのは、もちろん色々理由がありますが、一

番大きな理由は誰が見るにもやはり練習量が足りなかったことであり、さらに試合にかけ
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る意気込みも欠けていたんだと思います。周りの出場者の技術を見てると、自分が下手過

ぎて、練習すべき課題が一瞬で見つかりました。これからもっともっと練習していくんで、

これからも応援して頂けたら幸いです。ただ、周りの強さを改めて目の前で実感して、も

っともっと自分も強くなりたいというような感情にも駆られ、本当に入賞してやりたいと

思う気持ちが更に高まりました。しかし、情けない結果は揺るがないので、この結果を無

駄にしないように精進していきますんで、よろしくお願いします。本当に、色々な形で応

援してくださった皆様に感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました！ 
来年こそは 3 度目の正直見せます!!! 
 

2.2 2013 関西学生新人陸上競技選手権大会 [9 月 12 日 (木) ～13 日 (金) 長居第 2 陸上競

技場] 

 
3 位以上のみ掲載。 

 
＜男子＞ 
100mH 決勝 3 位 後藤 佑介 (工・2) 14”80 (-2.3) 
走幅跳 決勝 1 位 渡辺 祥 (工・2)  7m62 (+0.9)  [PB] [満天下] 
やり投 決勝 3 位 神田 直仁 (工・2) 63m56 
＜女子＞ 
1500m 決勝 3 位 後井 彩 (外・2)  4’53”64 
 

選手のコメント 

 
渡辺 祥 (工・2)  [男子走幅跳 優勝] [満天下] [日本インカレ B 標準突破] 
今回の関西新人では二種目にエントリーし、初日の三段跳では満足のいく跳躍をするこ

とが出来ませんでした。その悔しさをぶつけようと臨んだ二日目の幅跳びで自己ベストを

大きく更新し優勝することが出来ました。記録は全日本インカレの標準記録を突破し、満

天下を更新することも出来て満足のいく結果で試合を終えることが出来ました。 
今自分が思うことは、今回の結果を出したからこそ、さらに上のレベルで戦う選手にな

りたいということです。そのためにさらに練習して強くならなければいけないと感じてお

ります。まずは全カレ入賞、日本選手権出場を視野に入れて練習に励んでいきます。 
最後になりますが、自分の今回の結果はコーチや支援して頂いている OB の方々、沢山

のチームメイトなど多くの人に支えられて出せたものです。本当にありがとうございまし

た。今後も頑張りますのでご声援、ご支援の方よろしくお願いいたします。 
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3. 情報提供のお願い 
 
 大阪大学陸上部では、毎年満天下に歴代記録を掲載しております。しかしながら、人の

手で記録をまとめているということや過去の記録集やプログラムなどが残っていないこと

があり、たびたび記録の間違いが発覚しております。 
 そこで、過去の記憶や過去の記録集、プログラムなどの情報をお持ちの方で名簿や歴代

50 傑の精度向上にご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひメール

（info@osaka-u-athlete-club.com）にて情報提供をお願いいたします。 
 
 
4. 終わりに 
 
次回は女子駅伝の情報をお伝えする予定です。 
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。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/ 
 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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