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総合成績 
男子 4位  67点 
女子 6位  63点 

第６５回中国四国学生陸上競技対校 
        選手権大会(岡山 2011.5.13～15) 

トラック競技の部 
男子 2位  6４点 

優勝選手 

山木 彩加 (400mH) 

相葉 直紀 (5000m) 

金﨑  葵 (5000mW) 

※大会新記録 
 



400m 2位 香月 勇人(2) 48”30 

800m 
4位 植木 良介(4) 1’59”92 

6位 阿武 択磨(3) 2’01”38 

1500m 

3位 衣松 英亮(4) 4’04”76 

4位 阿武 択磨(3) 4’05”90 

5位 真野 裕史(4) 4’06”15 

3000sc 4位 佐藤  好(3) 9’34”67 

5000m 
1位 相葉 直樹(3) 14’50”16 

7位 岩藤 博紀(4) 15’12”62 

10000m 2位 相葉 直樹(3) 31’34”66 

10000mW 4位 松木 一馬(3) 47’33”15 

4×100m 4位 

1佐藤 純平(3) 

42”11 
2足立 達也(3) 

3香月 勇人(2) 

4吉田 裕亮(4) 

4×400m 8位 

1植木 良介(4) 

3’30”59 
2足立 達也(3) 

3香月 勇人(2) 

4吉田 裕亮(4) 

十種競技 5位 矢部 祐輔(3) 5223点 

400m 5位 村尾  希(4) 59”43 

800m 
5位 高木  緑(3) 2’18”94 

8位 渡邊 江里佳(M1) 2’24”96 

100mH 2位 山木 彩加(4) 14”59 

400mH 1位 山木 彩加(4) 1’00”82（NGR） 

3000msc 5位 渡邊 江里佳(M1) 12’04”20 

5000m 5位 相原 千尋(1) 17’17”88 

5000mW 1位 金﨑  葵(1) 25’13”81 

4×400m 4位 

1村尾  希(4) 

3’57”57 
2山木 彩加(4) 

3高木  緑(3) 

4平田  桜(3) 

棒高跳 3位 綾  里奈(1) 2m80 

走幅跳 4位 三輪 真琳(2) 5m56（-0.1） 

やり投 4位 綾  里奈(1) 42m38 

入賞選手 
男子 

女子 





２１新体制発足 

新キャプテン、抱負を(熱く)語る 

インカレが終わって… 

こんにちは！ キャプテンからということなので、
ぼくの考えるチームについてここで書かせてい
ただこうと思います。  
 
まず今年一年間目標「STRONGLAD」の意味を
再確認です！  
 
Strong（強い）とLad（若者）で強い若者という意
味になります。またLadには「おい、みんな」という
呼びかけの意味も込められています。そして 強
くなっていく過程にはGlad(喜び、楽しい)が必要
になるし、存在する。という意味です。    

 

ここでちょっと漠然とした問いなんですけが、「強さ」っていったいなんなんでしょう
か？ 
 
一言で「強さ」といっても人それぞれいろいろな角度から見ることができます。「競技
力」であったり 「人間力」であるともいえます。 ここで僕たち２１の言う「強さ」とは、ス
トレートに「競技力」を高めることを指しています。  

主将 相葉直紀 



では次の質問です。この強さを高めるにはどうしたらいいでしょうか？  
 
ぼくが競技力を高めるためにどうしたらいいか考えるとき、次の言葉を思い出します。 
「人間的成長なくして、競技力の成長はなし」 みなさんも広大陸上部に入部して感
じたと思いますが、ただ走って、歩いて、投げて、跳ぶだけでは競技力はあがりませ
ん。競技力を上げるには日々の練習を しっかりして、自己管理能力を向上させ、い
いチーム雰囲気で練習することが必要です。それらの過程が相乗効果して、結果と
して競技力が上がるものだとぼく は考えています。 いいチーム雰囲気とは練習して
いる仲間を応援して盛り上げるという目に見えやすいものであったり、あいさつを大
きな声でする、きちんと自分のものを管理するといった目に見えにくいことも必ず
チームにいい雰囲気を与えます。またぼくの好きな言葉でありますが、「見てくれな
い人が１０００人いれば、見てくれる 人も１０００人いる」という言葉があります。なので、
どんな行動でもチームに影響を及ぼさない行動はありませんし、結果として競技力
につながると考えていま す。それがうえで紹介した「人間的成長」につながるのでは
ないでしょうか。  

ぼくたち幹部はこの五大では、そんな「チーム
力」を向上させたいと考えております。五大に向
けて自分がチームにできることを一つでもいい
ので目標に 立ててほしいです。そのようなひと
つひとつの積み重ねが、「五大優勝」という結果
につながってくると考えています。チーム全員の
力を結集させて「五大優勝」 の喜びをみんなで
味わいましょう！！ あ、字数の関係で「自己管
理能力」についてはまたの機会で。 ぼくはぶっ
ちゃけ日本語が大の苦手で・・・集合でいってる
ことも、この文章も何かいてるんだ??という人が
おられたらいつでも質問してください(笑) 

最後に、来年のインカレまで
２１幹部で頑張っていきます
ので、よろしくお願いします。  

副将 大山達之 

副将 高木緑 



特集 

中国五大学学生競技大会 

とは、中国地方の国立大学(岡山、島根、鳥取、広島、山口)の

五大学の各運動部が競い合うという、たいへんホットなイベント
である。略称は五大。何故皆熱くなれるのか？というのも、どの

大学も他の国立大だけには負けたくねぇ!という
意地と意地がぶつかり合うからである。 

陸上競技に関しては、ここ数年混戦をもよおしており、毎年優

勝校が変わるという結果が続いている。そんな流れに”待った”

をかけようとしているのが我らが広大陸上部である。

えっへん。 

連覇を目指す今年は、しかもここ西条は東広島アクアパークで

の開催である。つかるところホームで戦うことができるので

ある。これほど喜ばしいことはないではないか。交通費がかから
な…慣れた環境で戦え、応援も沢山ある!実家生はお母さんのご
飯つき!!これで熱くならずにいられようか。いや無理。(反語) 

開催日は、９月１４日(水) 朝9時30分より競技開始 

その日はアクアパークが熱い!! 
(西条は涼しいので当日のコンディションはいいと思われます。) 



400ｍＨ…今年から始めた
種目で初心者ですが広大の
代表として自分にできる最
大限の走りをしますので忚
援よろしくお願いします!! 

頑張ります。 

ダッシュ! 
奪取!! 

広島というホームで
やるので自分の出せ
る力以上出るのでケ
ガが心配ですがそれ
をも凌駕します!! 

優勝! 

TEAM力をみ
せる!全力で走
ります！ 

攻めの走り。 
出場できない人の
気持ちを背負って

戦う!! 

匠に勝つ！ 

１５００ｍ優
勝します!! 

ケガしない!! 

１･２･３！ 

走高跳は人数が少な
いので入賞は間違い
ないですが油断せず
に上位目指して頑張
りたいと思います!! 

いいとこみせる 



22の中長歩の星？ 
まっつんがんばれ～ 

まっつん 
８００ｍなう。 

はぁい!! 

合宿で走り溜めした分を
全て出しきってきます。 

貢献できるように
全力で頑張ります。 

２２生 
忙しくても 

忚援する心を忘れない☆ 
幅跳び完全優勝!!! 
高跳び・円盤投げ・

100m点を取る! 
去年のリベンジを絶対

にします!!! 

びょーーん 

http://sports.geocities.jp/hiroshima100and200sprinter/index.html


一本一本 大事に走る!!  

決勝に残らなかっ
たら髪の毛に責任

を取らせます。  

  

やり投…自己ベスト狙います 
円盤、砲丸、走幅….フィール

ド＆広大優勝 
のために点を取って貢献する! 

広大の優勝が決ま
るまで倒れません!!  

ベストを出しつ

くします。  

西カレでのいい流れ
のままで今回の五大
も始めから突っ込ん
でいきたいです。目
標は２年まえにえい
すけさんが出した記
録をぬきたいと思い

ます。  

走高跳…1m90以
上で優勝 

三段跳…13m50
以上でベスト8に

残る 
110mH…16”5
0以内で1点でも

多くとる 

五大の選手になれたの
で、自分の力を精一杯
だして入賞できるよう

に走りたいと思います。  

砲丸・円盤・やり・ハ
ンマーの4種目という
とても忙しい日程なん
ですが、全種目自己ベ
ストでムロサキサンを

たたき潰します! 

自己ベスト
(6m62) 
更新  

留学中 
五大には間に合

います 

２３生 

全力を出しきります!  

がんばります！  

このたび男子１５０
０mに出させていた
だくことになりまし
た。まず第一に周り
のみなさんに感謝し
て、その上で自己ベ
スト(４分０６秒)の
更新と阿武さん、篤
とともに入賞したい

です。  



出るからには点数を取る! 
そして、矢部っちに負けない! 

点数取るよ～!! 
チョリーっス!! 

100H,200,800,全てにおいて 

“若さ” で魅せます♡ 

２０点とる
ぞ！ 

  



9/14                中国五大学学生競技大会(東広島) 
9/23                道後山(全日本駅伝・全女駅伝予選) 
10/10              出雲駅伝(島根・出雲) 
10/14～16       中四個人(広島)  

今後の予定。 

編集後記 

いかがでしたか？五大直前号として出させていただきました。2１幹部が出す 
初めてのHUTF-style です。初めてで、始めは何をどうしたらいいのかまった
く分かりませんでしたが、なんとか仕上げることができました。読んでくださって
ありがとうございます。そして今後もHUTF-style をよろしくおねがいいたしま
す。またこの冊子は陸上部のHP でもみることができます。それでは皆さん五
大頑張っていきましょう！ 

編集･企画 
 
川本貴裕、北林俊、阿武択磨 

 
でした。 






