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２年連続五大学対校アベック優勝 

おめでとう！！ 

 
   男子 優勝 205点 
   女子 優勝 136点 
 トラックの部 

 男子 優勝 125点 

 女子 ２位 84点    

フィールドの部 
 男子 優勝 80点 
 女子 ２位 52点 

 

総合成績 

祝 



男子 女子 100m １位 足立 達也 10.79 
３位 林 雅人 11.10 
７位 佐藤 純平 11.39 

200m １位 足立 達也 21.53 大会新 
３位 林 雅人 22.44 
７位 佐藤 純平 23.18 

400m １位 香月 勇人 48.96 
３位 今城 裕匡 50.68 

800m １位 植木 良介 1.53.84 

６位 松田 直樹 1.58.31 
７位 松井 宏親 1.59.35 

1500m ２位 石川 篤 4.02.38 
３位 高橋 衛 4.03.56 
４位 阿武 択磨 4.04.44 

5000m １位 相葉 直紀 14.46.50 
４位 豊永 智弘 15.50.30 
８位 佐藤 好 16.05.70 

100mH ６位 荻野 龍平 16.48 
７位 矢部 祐輔 17.03 

400mH ３位 今城 裕匡 55.71 

4×100m 
 
 
 

１位 
 
 
 

佐藤 純平 41.47 
 
 
 

足立 達也 
香月 勇人 
林 雅人 

４×400m 
 
 
 

１位 
 
 
 

今城 裕匡 3.17.15 
 
 
 

大会新 
 
 
 

足立 達也 
植木 良介 
香月 勇人 

走高跳 １位 荻野 龍平 1m94 
４位 松村 徹也 1m80 
８位 矢部 祐輔 1m80 

棒高跳 ３位 矢部 祐輔 3m60 
４位 佐々木 徹 3m10 

走幅跳 ２位 谷河 恵治 6m88 
６位 宗政 拓真 6m64 
７位 二宮 直紀 6m58 

三段跳 ５位 谷河 恵治 13m76 
６位 宗政 拓真 13m58 

砲丸投 ５位 佐藤 匠 11m63 
８位 渥美 貴大 10m93 

円盤投 ３位 佐藤 匠 32m21 
７位 渥美 貴大 28m74 

ハンマー投 ４位 渥美 貴大 31m31 
５位 佐藤 匠 22m50 
８位 室崎 宏介 21m28 

やり投 ３位 西山 健太 55m72 
５位 佐藤 匠 51m25 
７位 室崎 宏介 47m00 

100m ３位 平田 桜 13.17 
６位 三輪 真琳 13.40  
８位 木澤 侑美 13.89 

200m １位 山木 彩加 26.47 
５位 平田 桜 27.03 
７位 安江 美沙子 28.26 

400m ２位 高木 緑 60.32 
６位 安江 美沙子 63.48 
８位 田中 夢乃 64.64 

800m ２位 高木 緑 2.18.74 
３位 山木 彩加 2.20.24 
５位 田中 夢乃 2.22.97 

3000m ４位 市川 美穂 11.19.65 
６位 金崎 葵 11.43.28 

100mH １位 山木 彩加 14.72 
４位 川田 梨紗 17.55 
７位 安江 美沙子 18.85 

4×100m 
 
 
 

２位 
 
 
 

木澤 侑美 51.56 
 
 
 

安江 美沙子 
平田 桜 
川田 梨紗 

走高跳 ３位 川田 梨紗 1m40 
４位 平田 桜 1m35 
６位 三輪 真琳 1m35 

走幅跳 ２位 三輪 真琳 5m33 
４位 川田 梨紗 4m79 
８位 綾 里奈 4m42 

砲丸投 ４位 川田 梨紗 8m28 
７位 木澤 侑美 5m77 

円盤投 ４位 綾 里奈 25m09 
８位 三輪 真琳 15m36 

やり投 ２位 綾 里奈 41m26 
７位 川田 梨紗 26m23 

五大学対校入賞選手一覧 



広大なう。 

出雲、また全日本大学駅伝での好走により近日急速に知名度を上昇さ
せた期待の新星。また、彼は広島大学主将として現在チームを引っ
張っている一面もある。昨年までは広島大学のエースであったが、今年
になって地方、国立大学を代表するエースへと成長を遂げた。一段と
成長した彼の私生活や経歴、主将としての考えを語ってもらいました。 

(広島大学法学部3年) 



－ まず所属パートは？ 
相葉 中長パートです。 
－ 専門種目は？ 
相葉 専門種目は5000mと
10000mです。 
－ じゃあ、5000mと10000mだった
らどっちの方が好き？ 
相葉 5000mの方が好きかな。
10000mはまだあまり走ったことがな
いけんイメージが付きにくい。 
－ いつから陸上始めたの？ 
相葉 高２の夏からやね。 
－ 陸上を始めたきっかけは？ 
相葉 高校の時、部活に入る前
は帰宅部だったんだけど駅伝のメ
ンバーがたりなかったみたいで陸
上部の友達にいつも誘われてた
んだけどずっと断ってた。そしたら勝
手に大会にエントリーされて「相葉
でろや！」って。(笑)それがきっか
けかな。でも今思えばそのとき走っ
てて本当によかったと思ってる。 
－ 高校の陸上はどうだった？ 
相葉 部活に入った頃はぜんぜ
んやる気なくて週２回ぐらいしか練
習してなかったような。適当にやっ
てたんだけど高３の４月からイン
ターハイに行きたいと思い始めて
マジになった。中国大会で負けて
部活が終わってもやもやしてたから
大学でも陸上をしようと思った。 
－ じゃあ、次は練習について、好
きな練習はある？ 
相葉 好きな練習はjogかな。 
 
 

－ じゃあ、嫌いな練習は？ 
相葉 嫌いな練習はないけど、し
いて言えばペーランが好きじゃない
かな。ペーランは未だに慣れてい
ないし、ペースが一定だから自分
のリズムにうまくかみ合わないとき
がある。逆にjogは自分のリズムで
走れるから好きなのかな。 
－ 練習で心がけていることは？ 
相葉 えーと、練習内容にも異な
るけど緊張感もった練習をするよう
にしてる。 
－ 緊張感って具体的に言う
と？？ 
相葉 やっぱ強い選手は緊張感
もって練習をしてると思う。例えば
jogとかでもただ走るのと緊張感もっ
てするのとでは内容がぜんぜん変
わる。走るとき自分はレースのどの
場面を走っているか、どこの筋肉を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使って走っているか、ライバルや目
標を意識して走ると自然と緊張感
が出てくる。毎回緊張感もって練
習する必要はないけど、一人で走
るときとかはそういう風にしてる。そし
たら６０分なんてあっという間だしね。 
－部活時間外で大切だと思うこと
は？ 
相葉 なんだろ...いろいろ思いつ
いてよく分からないかな。（笑）ま、
でも練習日誌つけるのは毎日必
ずやってることかな。本に書いて
あったり、17さんの赤松さんにも勧
められて始めたんだけどすごくいい。
自分は生活のリズムが大事だと
思ってて、それがノートをつけるとわ
かりやすい。体のケアもリズムを管
理するために大事だし治療院に行
くタイミングも大体わかるしね。よく言
われることだけどほんとにいいから
これをきっかけにやってみてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲インタビューの様子です。 ▲ジョグをしている様子です。 

▲相葉くんが実際に使用している練習ノートです。 



－ では、レースについてだけど、
レース前に何考えてる？ 
相葉 いいイメージで試合に臨め
るようにしてるね。だいたいレース前
にプランは考えているからそのイメト
レをしたりしていいイメージで走れるよ
うにしてる。 
－ じゃあ、レース中には？ 
相葉 レース中は無心！周りの選
手を見たり、スパートするタイミングを
考えたりはするけどほとんどは無心
でベストパフォーマンスできるように
集中してる。 
－ 今後の目標は？ 
相葉 三年生までの目標としてい
たのが全日本大学駅伝一区区
間賞と5000m13分台。結果的には
ぜんぜん達成できなかったけどね。
四年生の目標はまだ考えてる。学
生で陸上を終えるのと実業団に行
くのとでは位置づけが変わるから。 
－実業団にはいくの? 
相葉 行きたいとかんがえてる。今
まで自分の中では陸上をガチで取
り組んでたつもりだけど、全国に
いったりしてどんどん世界が広くなっ
ていってまだまだ自分は成長できる
と思った。それに自分を成長させて
くれるベストなものはいまのところ陸
上競技だとおもう。まあ、おれ走る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の大好きだからね。(笑)はじめたと
きは嫌でしかなかったけど、陸上に
出会わせてくれた友達には毎日感
謝してる。 
－ では次にキャプテンとし
ての質問です。チームを引っ
張る上で気をつけていること
は？ 
相葉 自分の意見を言う前に
相手の話を聴くこと。相手の
話をまず聴いてそれを踏まえ
て自分の意見をいうようにし
ている。逆にいろんな意見を
聴けて刺激を受けることが多
いくらいです。 
－ 今のチームについてどう
思う？ 
相葉 非常にいい雰囲気だと
思う。だからみんな自信を
持ってほしい。聞いた話だけ
ど広経の選手で広大の合宿に
来たいっていう人が多いらし
い。それだけ広大が見られる
存在になってきたってこと。
それで広経からもそう見られ
てるってことは実質的に広島
で一番だよね。 
－ 練習の雰囲気は？ 
相葉 みんな非常にチームの
雰囲気をよくしようと頑張っ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

てくれてる。土壌は肥えてき
たって感じかな。ほんと２１
幹部、そして部員のみんなに
は感謝してます。これからイ
ンカレまでの半年間でもっと
いい緊張感のある雰囲気にし
ていきたい。 
－ 最後にみんなに伝えたい
ことは？ 
相葉 初心を忘れずに走ろ
うってこと。俺もさっき陸上
始めたきっかけは何って聞か
れたけどみんなのきっかけは
どうだろ？たぶんはじめは純
粋に走ることが楽しいって感
じて陸上を始めたんだと思う。
強くなりたいと思う理由は人
それぞれだと思うけどその中
で初心の純粋な気持ちを今も
忘れたらダメなんじゃないか
な。それで継続して努力を続
けないと競技力も付いてこな
いよね。そんなことがしやす
い雰囲気を作るように２１幹
部でやっていきます。頑張っ
ていきましょう！ 

～PROFILE～ 
名前：相葉 直紀 (aiba naoki) 
通称：バーソン 
出身：基町・広島 
身長：180ｃｍ  体重：57ｋｇ 
自己ベスト：5000m  14分30秒 
       10000m  31分09秒 
実績：日本インカレ5000m17位 
    出雲駅伝１区12位 
    全日本大学駅伝1区１4位 
趣味：散歩  好きな食べ物：あんぱん 
 
 



これからがシーズン 
競歩パート！！ 

＊今後の大会予定は？ 
今後の大会の予定は12月11日に長崎で記録会があってそのあって、そ
のあとは2月に20キロの日本選手権、3月に日本学生選手権、4月に50キ
ロの日本選手権と10キロの全日本競歩の3つの全国大会を挟んで中四
国インカレに望みます!!それぞれの大会で目標は変わってくるんですけど、
全員が自己ベストを目指して頑張ります!! 
 

＊普段どんな練習をしてる？ 
普段はペースwalkとインターバルを中心に練習しています。12月から1
月にかけては筋トレを中心としたメニューも組み込もうと考えています!! 
 

＊競歩パートってどんなパート？ 
競歩パートは広大陸上部のなかで一番全国大会に出場しているパート
です！3人しかいませんが、3人とも意識が高く、3人とも全国大会に出場
するレベルになりました。これからもさらにレベルアップして、より高いレベ
ルのところで勝負していくつもりです！ 

～PROFILE～ 11月27日に広島県アクアパークにおいて、ひろしま県
央競歩大会が行われました。以下結果を報告します。 
10000mW   
     金崎葵    48’24”88   3位 
             自己ベスト 
     佐々木俊治 47’41”72 25位 
               自己ベスト 
     松木一馬  43’54”01  ７位 
                          セカンドベスト 
この度の県央競歩は３人とも内容のよいレースだったと
思います。僕自身も目標であった日本学生競歩選手
権の標準を突破することができました！本当によかっ
たです。朝早くからたくさんの応援、補助員等本当にあ
りがとうございました。 

佐々俊治  (文学部３年) 
出身高校 星陵・兵庫 
5000mWのベスト23’36”26 
好きな食べ物 寿司  

  金崎葵  (教育学部１年) 
  出身高校 長崎南・長崎 
  5000mWのベスト ２３‘５５ 
  好きな食べ物 キャベツ 

  松木 一馬 
     (matuki kazuma) 
 教育学部健康 
    スポーツ系コース３年 
＊出身高校 今治北・愛媛 
＊自己ベスト 
 5000mW (20’50”68) 
 10000mW (43’49”30) 
 10kmW (43’10) 
＊趣味  漫画 バイク 車 
＊好きな食べ物 から揚げ 
      



第23回出雲全日本大学選抜駅伝競争 
先月10月10日に島根県出雲市において第23回出雲全日本大学選
抜駅伝競争が開催されました。広島大学は今年で2年連続2回目
の出場となり、2年連続最下位を脱出すべくチーム一丸となっ
て挑みました。 
 

結果 1区 8.0km 相葉 直紀 23.53 (12位) 

2区 5.8km 真野 裕史 17.35 (18位) 

3区 7.9km 石川 篤 26.00 (20位) 

4区 6.2km 佐藤 好 21.18 (21位) 

5区 6.4km 衣松 英亮 21.22 (21位) 

6区 10.2km 岩藤 博紀 33.08 (19位) 

 

総合 19位 2時間23分16秒 

～出雲、全日本マネージャーより 
～PROFILE～ 

こんにちは。出雲、全日本大学駅伝でマネージャーを勤
めさせていただきました宮地巧真です。先月10月10日に
島根県出雲市において行われました出雲駅伝の総括を
したいと思います。この度、広島大学としては2年連続2回
目の出場となりました。今大会の目標を「最下位脱出」とし、
昨年の最下位の屈辱を晴らすべく出雲へ向かいました。
結果、21チーム中19位と最下位は脱出することができまし
た。しかしながら、改めて関東との力の差を実感すると同
時に、自分たちの無力さを痛感させられました。成長し続
ける今の広島大学ならば、関東との力の差をまだ縮めるこ
とはできると思いますので、今後ともにチーム一丸となって
頑張っていこうと思います！最後にたくさんの応援、支援
等本当にありがとうございました。 

中長パート 
宮地 巧真 

(miyachi takuma) 
理学部数学科３年 

＊出身高校 
津西・三重 
＊専門種目 

5000m 
(15’28”74) 
＊趣味 

後輩への返しに
困る無茶振り  

  



今月11月6日に第43回秩父宮賜盃全日本大学駅伝対校選手権大会
が開催されました。スタートを熱田神宮西門前 、フィニシュを伊勢神宮
内宮宇治橋前とする8区間106.8kmを25大学、学連選抜2チームで争わ
れました。広島大学は今年で5年連続9回目の出場となり、国立大学
No.1 、また最下位脱出を目標に全国に向かいました。 

 
 1区 14.6km 相葉 直紀 45’16   (14位) 

2区 13.2km 石川 篤 42’40   (25位) 

3区 9.0km 真野 裕史 29’59   (21位) 

4区 14.0km 岩藤 博紀 45’00   (20位) 

5区 11.6km 佐藤 好 38’21   (23位) 

6区 12.3km 高橋 秀明 40’49   (22位) 

7区 11.9km 石井 裕也 39’50   (24位) 

8区 19.7km 豊永 智弘 1ﾟ10’51  (27位) 

総合  22位  5時間52分46秒 

第43回秩父宮賜盃 
全日本大学駅伝対校選手権大会 

こんにちは。パートチーフの佐藤です。11月6日、
全日本大学駅伝に出場してきました。たくさんの
方々の応援、支援本当にありがとうございました。5
年連続出場となった今大会は、「最下位脱出」「国
立大１位」をチーム目標として夏から練習してきまし
た。夏の厳しい走りこみのおかげでチームの選手
層も厚くなり、良い手ごたえをもって本番を迎えまし
た。結果は２５チーム中２２位。国立大１位タイ。目
標は達成ですが、１０６．８キロ走って新潟大学とま
さかの同タイム。国立大で１位タイという悔しさの残
る結果になりました。今後は１２月４日の中四国駅
伝に向かっていきます。今大会で学んだ「１秒の重
み」を忘れず、中四国駅伝３連覇に向け精進して
いきたいと思います。本当にありがとうございました。 

～PROFILE～ 
中長パートチーフ 

佐藤好 
(総合科学部3年) 
＊出身高校 
松江南・島根 
＊専門種目 
３０００ｍSC 
(9’26”38) 
＊目標 
陸上部の 
おしゃれ番町 

 

 

結果 

～中長チーフより～ 



香川中四ICに向けて 
      ～秋シーズンの反省から冬季練習へ～ 

短短パート 

 
 
 

 
 
 

今回は真面目にいきますよー！笑 
＊後半シーズンの反省 
五大で優勝して競技結果にしても、雰囲気にしても良かったのが、なんと言っても私を
含む3回生の3人が教育実習で抜けたのが痛いです。どうしようもないですが。ただ、帰っ
てきた時にそこまで悪い雰囲気ではないし(それ以上を目指そう)、各個人がモチベー
ションを維持できていたと思います。しかし、それとは裏腹に中四個人でコンディションも
悪かったですが、少し結果が出なかったですね。練習が結果に結び付くのに3ヶ月かか
ると言われています。夏には走り込みより基礎をしすぎたのかもしれません。収穫は来年
も大切な大会で戦う中四国レベルのライバルや壁の高さを確認出来て冬にどのように向
かっていけば良いかを方向づけが出来ました。 

＊冬季に取り組むこと 
来シーズンたくさん大会ありますが、当然、インカレを
第一に置いてるのでまずは5ヶ月半後に最高を持って
いけるように取り組みます。反省でも述べましたが、短
距離のための基礎はこれまでに継続してやってきたん
です。冬は基礎を軸に体力作りを前半に行い、これま
でよりも走り込める体を作ります。走りでスピードはあまり
落とさないつもりですが、落とさざるを得ないのが西条
の冬ですよね。こういった時は、トラックではなく道具を
使ってスピード筋持久力を鍛えるサーキットを考えたの
でやっていきたいです。自作なので効果を出したいで
すね。また冬は大会が無いので、フォーム改善、弱点
克服もしたいです。自分達でそれぞれ考え練習出来る
ようにもなっていきます！おそらく2月の春休みぐらいか
らスピードに還元していきます！スプリントはここのタイ
ミングと内容が大事です！質が高いスピード練習を行
うためにまずはそれまでの土台である体作りと走り込み
をマジになってやります！ 

＊来年のインカレ目標 
優勝。響きが良いですね。男子は反省でも述
べましたが、2011年度の中四国インカレでは
スプリント種目の点数では、全体1位の環太平
洋大学に8倍の点数をつけらてましたが、中四
個人では約3倍に縮めれました。インカレでは
決勝まで戦える力を備えベストを尽くすように
努めるだけです。そこで今度は環太平洋大学
を抜きます！ 
目標は、100、200で各10点ずつ、リレーで2つ
優勝の16点の計36点です。 
女子は個人で自己ベストを出すこと、リレーで
決勝に残ることです！人数は少ないですが、
自分がやらねば誰がやると底力を出して戦い
ます！ 
各個人で納得のいく走りができるといいです。
自己ベストや大学ベストで。勝つことも当然、
入ってくると思います。対抗戦だから勝ちましょ
う。 
※また個人的に10秒6台を出すと東川先生が
車を買ってくれると言ってくれました。 

短短パートチーフ 
足立達也 

(教育学部３年) 

短長パート 

＊冬期に取り組むこと 
冬期は大きくサーキット、ウエイト、走り込みの３本柱でメニューをくんでいます。や
はり冬期は寒く体が動かないことが一番ネックでしたが、この課題をうまく解決した
のが、今短長がアップに組み込んでいるサーキットだと思います。どんなことか気に
なる人は是非短長に聞いてみてください。冬期は、シーズン入った時に力を発揮し
ていくための力、体力を蓄え向上していく時期だと考えています。この力を冬期を
乗り越えたときについているように、練習を思考錯誤しながら毎日頑張っています。 

＊後半シーズンの反省 
前期はいろいろ新しい試みを行って、それがよくも転んだり、悪くもあったので、
うまく21幹部、短長が機能していなかったところです。シーズン末の１０月の試
合では、多くの人がベストを出しましたが、その反対にうまく力を発揮出来てい
ない人も同じくらい見受けられました。これは先ほどの反省点が露呈したもの
だと思います。まとめると、この力のむらが大きな反省点だと思います。 

＊インカレ目標 
インカレで去年入
賞したひとは今期
でより上に、そして
より多くが入賞を果
たしていき、広大
の力になることです。 
しかしインカレ選手
は一部の部員です
ので、来年は短長
全員が大学ベスト、
自己ベストを目標
に頑張っています。 

短長パートチーフ 
澄川裕介 

(総合科学部３年) 



中長女子パート 

 第１６回中国四国学生駅伝競走大会 
   兼 第２９回全日本大学女子駅伝 
    対校選手権大会中国四国地区選考会 

1区 (6km) 相原 千尋 24.23 

2区 (3km) 渡邊 江里佳 11,34 

3区 (2km) 冨岡 夏帆 8.00 

4区 (4km) 市川 美穂 14.50 

5区 (3km) 金崎 葵 12.57 

6区 (5km) 田中 美穂 20.01 

第６位 1時間32分05秒 

中長女子パートの後半シーズンの大会として中四
国学生女子駅伝が広島県(道後山)で行われまし
た。以下結果報告をします。 

中距離パート ＊後半シーズンの反省 
中距離パートは後半シーズン最大の大会として中四個人を念頭において
練習をしてきました。全員自己ベストもしくは大学ベストを目標に夏期走り
込み、迎えた後半シーズンでは必ずしも多くはなかったものの、確実に自
己または大学ベストを出すことができました。また次のシーズンにつながる
手ごたえを感じた者がほとんどでした。それぞれが自分の陸上競技につ
いてしっかり考え、新たな課題を見つけることができたシーズンだったと思
います。 

＊来年の香川インカレの目標 
まず中距離パートには対校戦に
おいて中距離種目である
1500m、800mの3分の2以上の
枠を獲得するという目標があり
ます。800mにおいては短長
パート、1500mでは長距離との
選考会での競争があります。先
ずは部内でしっかり競争し、選
考会でより多くの枠を獲得する
ことを目標に頑張っていきたい
と思います。今の広大の競争環
境の中で枠を獲得した選手で
あればインカレで入賞は間違い
ないはずです！ 

＊冬季シーズンに取り組むこと 
今年の冬季は例年とは少し異なった内容の練習を考
えています。来年のインカレで勝負するためには今の
体では絶対に勝てないと思うので、基本的な体作りを
軸に練習メニューを組み立てていこうと思います。具
体的には週2回のサーキット、またはウエイトになりま
す。そうすると絶対的な走る量が足りなくなってくるの
で、そこは朝練等で補っていこうと思います。 

中距離パートチーフ
阿武択磨 

(生物生産学部3年) 

＊中長女子の後半シーズンは、夏に練習 
できていなかったことや怪我などのため、いい
結果が出たとは言えません。ちゃんと試合に
向けて準備できなかった試合も多かったです。
そんな中でも、道後山では、オーバーさんや
競歩のあおにも協力して頂いて中長歩パート
でメンバーを揃えれたこと、去年よりもいいタ
イムだったことは、来年に繋がると思います。 
 
＊冬季には、夏にできなかった分、しっかり距
離を踏むことと、怪我などせず、継続して練習
することを意識して、余裕を持ってやっていこ
うと思っています。 
 
＊来年のインカレでは、全員入賞を目標にし
ています。今の状態ではかなり厳しい目標で
すが、冬季でしっかり練習し切れれば、出来る
と信じて地道に頑張っていきます! 



フィールドパート 

 
 
 
 
 

＊中四個人の反省 
来年の中四インカレを見据えた試合をしようとしたが、多
くの選手が気負いすぎて自分の力が出せていない印象
を受けた。しかし、しっかり調整できて集中して取り組ん
だ者はかなり良い記録が出ており、プレ中四インカレとし
ては成功していた。この経験を生かし、自分を客観的に
見て課題を明らかにして冬期に入っていきたい。 

＊冬季について 
冬期練習では、筋
力アップ、腱強化、
体幹周りの強化、体
力アップを目的とし
ており、かなりキツイ
練習メニューとなっ
ている、ケガに注意
して望んでいきたい。
また、合同練習に
参加し刺激を受け、
モチベーションを高
めていきたい。 

＊来年の香川IC の目標 
来年の香川インカレでは全員が自己ベス
トを出し、１人でも多く表彰台に乗りフィール
ド優勝を目指したい。 

＊後半シーズンの反省 
投擲パートはシーズン中は技術向上を目標に練習を
行ってきました。各自自分の課題を克服するように練習
をし、10月中に自己ベストを更新し、いい形でシーズン
を終われる人が多かったです。 

＊冬季シーズンについて 
この冬季はまず筋力の向上を目
指します。それぞれ大会におい
て決勝に残る人との体格の差を
感じており、この冬季にその差を
なくそうと思います。 
そして、長い冬季は基礎からもう
一度自分の動きを見直せる時
間でもあるので、少しずつ改善し
ていっています。 

＊インカレの目標 
インカレでは全員が決勝に残ることを目
標にしています。中四個人の決勝のラ
インを見て、決して丌可能な目標では
ないと思います。そのためにこの冬季が
んばっていこうと思きます!! 

＊マネージャーの今期の反省 
今期マネージャーは少人数で活動してきたため、効率よく臨機応
変に仕事をこなす必要がありました。考えが足りず失敗も多かった
けれど、次第に要領もつかめ、また選手の気遣いやアドバイスの
おかげでサポートをすることができました。どうしたらよいサポートが
できるかを考えてから行動することを、常に意識することが大切だ
と学びました。 
 
＊今後、インカレへ向けて 
インカレで選手が最高のパフォーマンスをするために、練習の質
の向上に対応できるサポートを行っていきたいと思います。 
また、選手の調子、状態もより積極的に知っていきサポートに活か
そうと考えています。 
 
選手と共に喜べるインカレを待ち望んで一生懸命がんばります 
(^Ｏ^) 

フィールド、跳躍 
パートチーフ 
宗政拓真 

(教育学部３年) 

投擲パートチーフ 
室崎宏介 

(教育学部３年) 

マネージャー 
パートチーフ 
横山千聖 

(教育学部３年) 

マネージャーパート 



12月4日に第55回中国四国学生駅伝競走大会、兼第２４回出雲全日本大学選抜駅伝競走、
中国四国地区代表選考会が山口県山口市において開催されます。山口駅伝コースを6区間 
53.5ｋｍ(1区8.9km、2区8.6km、3区12.5km、4区7.0km、5区6.0km、6区10.5km)にわたって争わ
れます。広島大学からはAチームを大学代表として、オープンチームB,C,Dを含め4チームが駅
伝に参加します。Aチームは3連覇、オープンチームは1つでも上の順位めざして挑みます。 

チーム目標 

真野裕史 
(医学部４年) 

優勝!!!! 

衣松英亮 
(総合科学部４年) 

粘華念走 

相葉直紀 
(法学部３年) 

確実に攻める 

石川篤 
(教育学部1年) 

えいすけさん越え！ 

豊永智弘 
(経済学部３年) 

優勝につながる走りをする!! 

岩藤博紀 
(工学部４年) 

完全燃焼且つ有終の美 

3連覇！ 
広大歴代最高タイム 

(２時間４５分台) 
を出す！ 

1区  2区  

中四駅伝各チーム、選手紹介 

3区 

4区 5区 6区 



総合３位だぴょん 

全体８位 
オープン２位 

燃え尽きるまで．．． 

高橋秀明 
(法学部２年) 

流れを作ります！ 

 
 

平岡幸一郎 
(文学研究科１年) 

走ります 

天野守皓 
(総合科学研究科２年) 
血祭りじゃ－－!!!! 

森岡廉 
(工学部1年) 

総合3位。区間1位。 

松田直樹 
(工学部2年) 

6区を33分台で走る! 

豊田大和(総科２年) 
 
 

木本眞輝 (教育２年) 
 
 

橋口幸貴 
(教育学部２年) 
のぼるよ!! 

川本貴裕 
(工学部３年) 
襷をつなぐ！ 

池辺健太郎 
(医学部１年) 

足がもげるまで走る 

石井裕也 
(総合科学部３年) 

 

松井宏親(総科1年) 
 
 

佐藤好(総科3年) 
 

 

肥後翔太 
(生物生産学部２年) 
かっこよくゴールする! 

別当健志 
(教育学部４年) 
頑張る！ 

平岡涼(工学部４年) 
 
 

１ 

5区別当に1秒でも 
はやく襷を渡す!! 

BとDに食らいつく。 
あわよくば勝つ 

ミズノは履きません、 
アディダス派です。 

１ 

１ ３ ２ 

６ ５ ４ 

３ ２ 

２ 

６ ４ 

３ 

５ 

６ ５ ４ 

駅伝において1区は火付
け役です。勢い作ります! 

中四駅伝は自分の
走りを出し切ります! 

池田悠希(工学部１年) 
ケガでうまく走れるかわからないです
が、そのときのベストを出したいです。 

チームの為に精一杯走りきります!! 

あなたの頑張れの一声で
僕はどこまでも強くなれる 

宮地巧真(理学部３年) 



中四駅伝ピックアップ選手 

天野 守皓 
*陸上競技生活6年間を振り返って 
 
振り返るのは引退して晩酌でもしながらしんみりとやりたいんですが...まーいいでしょう！笑とにかくいろいろありました。もう最高学
年ということもあり僕の過去を知らない人ばかりだと思うので時系列で簡単に話していきますね。 
1年の春に入部したんですが最初の1年は学部の行事運営の仕事がしたかったのでほぼ幽霊部員でした(^^;)1年の時の僕は
本当にやりたい放題で当時チームを牽引していた15、16、17さんには本当に迷惑をかけました。未だに頭が上がりません。 
2、3年生の2年間は中距離パートとして陸上競技に打ち込みました。五大、インカレなどを選手として経験させてもらったりもして
充実した時間でした。そしてこの頃から駅伝や長距離に興味をもつようになり長距離種目にも挑戦したいなぁと想いだしました。
しかしそう物事はトントン拍子にはいきませんでした。 
4年、M1は故障との闘いの2年間でした。18幹部のインカレ前に腰を痛めてしまい、またそれによる二次的な怪我でこの2年間は
ジョグ、補強、通院ばかりで試合で自分の走りをすることはもちろんまともな練習を積むことさえできませんでした。そして今年で
すね。春先にやっと痛みとうまく付き合えるようになりラストシーズンにかけてみることにしました。6月時点ではジョグをするのが
やっとという絶望的なレベルではあったものの9月23日の道後山で広大内8番以内に入り全日本大学駅伝に出場するという
無謀な目標を胸に再スタートを切りました。初めの方は何度か怪我が再発しそうなこともありましたが何とか2年ぶりに継続した
練習を3ヶ月しっかり積むことができました。結果9位と目標達成まであと5秒届きませんでしたが、本番までの準備の全過程を
楽しむことができ、また本番で力を発揮することもでき最高の時間を過ごすことができました。そして秋シーズンを越えて今に至る
わけです。 
 
僕は全国大会に出場したことはありませんし、中四国の大会でも入賞こそあるものの表彰台には乗ったことがない選手です。6
年間振り返っても輝かしい結果はなく他の人と比べるといまいちぱっとしない陸上人生だったように思います。しかし一つだけ自
信をもって言えるのは常に陸上に対して一生懸命でした（1年時は除く笑）。特に怪我をした2年間は何度も心が折れそうになり
ました。研究も忙しくなり引退する言い訳はそこらじゅうにあふれていました。しかし腐らず小さなことでも続けてやってきたことがラス
トシーズンの復活に繋がったのだと思います。向き合えば向き合うほどにつらいことも多くなるけどその分返ってくることも大きいと
僕は大学陸上生活を通して学ぶことができました。他にもこの6年間を通して学んだことはここには書ききれないくらい山ほどあり
ます。僕は来年から社会人になります。仕事はIT系なのでどんなに足腰が強くても、また血中ミトコンドリアがどんなに一般人よ
り多くても何の役にも立たないのですが、陸上で学ぶことができた哲学というか”根本”は通ずるところがあると思います。それを
糧として来年からは新たなフィールドで闘っていきたいと思います。 

 
 

あ ま の                 も り ひ ろ 

6年間を振り返って・・・ 



*今回の中四駅伝にかける意気込み* 
 
公式戦ラストなので意気込むところはたくさんあります。何てたって最後ですからね、人生最後ですよ笑！紆余曲折ありましたが
中学1年生から続けてきた陸上競技です。 
これまで陸上を通してたくさんの人に出会い、たくさんのことを学び、またたくさんの人に迷惑もかけてきましたそういった全ての人やも
のに感謝の気持ちを込めて、また一競技者として納得のいく集大成にするため本番は6.9kmに全てを込めたいと思います。 
 
今回僕はBチームの4区を担当させてもらいます。チームメイトは高橋（秀）、宮地、幸一郎、れん、まっつんと風貌性格共に濃い
輩が多いです笑。このメンバーの目標は総合3位です。これはつまり他大学のAチームのほとんどには勝っちゃうよって目標です。
もちろん簡単なことではないのですが、力的にもまた雰囲気的にもこいつらとなら達成できるし達成したいと思っています。近年中
四国の私立大がまた選手を強化し始めました。おそらく来年再来年あたりはかなり厳しい闘いが強いられるのではないかと思れま
す。そこで今の時期に広大の2軍である僕らのチームが上位の順位をとることってとても大切なことなんじゃないのかなぁと思ってま
す。つまり他大学に「強化しても勝てないかも...」って思わせること、またそういう空気を作ることって広大が今後もずっと全国大会の
常連になっていくには大切な要素の一つのように思います。だから個人ラストという気持ちと同じくらいBチームの結果にはこだわっ
ていきたいと強く思っています。 
C,Dチームも調子を上げてきました。本番のレース 
ほんと楽しみです。応援よろしくお願いします 

*後輩へのメッセージ* 
 
そう偉そうに言えることは何もないのですが、 
メッセージを送らせてもらいます。 
 
［現在競技が順調な人へ］ 
ガンガン前に進んでください！そしてもし部内でほとんど敵なしで居心地が良くなっているのなら自分から能動的に動いて外の世界
から刺激をうけてください。関東の記録会に出るのもよし、実業団や強豪校に無理やりアポとって練習に参加させてもらうのもよしで
す。僕は部内でもまだまだ力がない方なのにも関わらず、夏に一度相葉のコネで実業団の練習に参加させてもらいました。結果
はもちろんフルボッコでしたがさらに強くなるのに必要な姿勢というのを学ぶことができました。居心地のいい環境では人間成長が
止まってしまいます。一歩踏み出して貪欲にさらに前へ進んでいって欲しいと思います。広大内でトップの選手達が現状に満足せ
ずさらに上へとがむしゃらに突き進む姿はきっとチームをよりよい雰囲気にすると思います。 
 

 
［現在競技がうまくいってない人へ］ 
理由はさまざまだと思います。学問や学連などがたいへんでなかなか
両立できなかったり、怪我だったり、気持ち自体が乗ってなかったり。競
技がうまくいかないことを悩んでいるうちは大丈夫です。なぜならそれを
問題だと思っているからです。そういう人達へ僕から送るメッセージはと
にかくつらくても目の前の問題としっかり向き合ってください。目を反らせ
ば反らした分のものしか最終的に自分に返ってきません。反らしている
かどうかは自分自身が一番よくわかると思います。もしドキッとした人は
今日から一つずつがんばってみてください。結局4年もしくは6年の大学
生活です。徹底的に向き合おうが适げようが時間はかわりません。必
ず終わりはきます。だから現状でできることを精一杯考え徹底的にもが
き苦しんでください。僕はこのことを「過程を楽しむ」と表現しています。決
してワイワイ愉しむという意味ではありません。上を目指そうとすればする
ほどたくさんの試練が降りかかります。怪我だってそうです。だからこそそ
の試練を強くなるための過程と捉えて前向きに取り組んで欲しいと思い
ます。最終的に壁を乗り越えるのは他の誰でもなく自分自身です。がん
ばってください。 
 
最後にですが、みんなありがとう！ 
僕は本当に後輩に恵まれたと思います。みんなは僕が下級生だったこ
ろよりも全然人間的にしっかりしていて先輩である僕の方がいろいろと
教えてもらったように思います。そして先輩である僕にラインを引かずに同
学年のように同じ目線で付き合ってくれた後輩達には本当に感謝して
います。また卒業しても時間をつくってみんなの勇姿を見に来ようと思い
ます。学生生活、自分のやりたいことに全力で取り組んで過程を楽しん
で下さい！それでは！！ 

 

～PRPFILE～ 

天野 守皓(amano morihiro) 
広島大学総合科学研究科２年 

 *専門種目 
5000m(15’31),1500m(4’04”2) 

   800m(1’59”9) 
*趣味 カラオケ ピアノ 
＊好きな食べ物 ラーメン  
 餃子 神戸牛 日本酒 

＊特技 芸大会で滑ること 
 

 
 



今後の予定 

12/4            中四駅伝(山口) 
12/17            忘年会 
12/26            練習納め 
1/6               練習初め 

いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？今回は中四駅伝直前号とい
うことで五大から中四駅伝までの様々な出来事について企画、特集させて
いただきました。このHU-TFスタイルを拝見していただくことによって広島大
学陸上競技部の理解が深まると同時にチームがますます勢いづくことを願っ
ています。またこの冊子はHPでも見ることができます。 

編集後記 

企画、編集    阿武択磨 
   協力    川本貴裕、大山達之   

URL：http://home.hiroshima-u.ac.jp/rikujo/ 

企画・編集 募集します。 
興味のある方は阿武までご連絡を。 




