
中四駅伝３連覇！！ 

特集1、影ながら部を支える 

競歩＊全国大会結果報告＊ 

特集2、関東での経験を語る 

香川中四ＩＣに向けて～広大合宿編～ 

ご卒業おめでとうございます！ 

～広大ってこんなんだよ！～ 
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＊今年度出雲駅伝出場決定！！！ 

1区(8.9)    真野裕史    27’56  5位 
2区(8.6)    衣松英亮    27’04  3位 
3区(12.5)    相葉直紀    39’20  1位 
4区(7.0)     石川篤     21’50  3位 
5区(6.0)     豊永智弘    18’24  5位 
6区(10.5)    岩藤博紀    33’34  １位 
          ゴールタイム 2時間48分08秒 



1区  高橋秀明   27’37   4位 
2区  宮地巧真   27’44  10位 
3区  平岡幸一郎  42’26   14位 
4区   天野守皓      21’52     4位 
5区   森岡廉        18’10    1位 
6区   松田直樹     34’52    8位 
          ゴールタイム 2時間52分41秒 

1区  豊田大和     28’17  13位 
2区  木本雅輝   28’05  14位 
3区  橋口幸貴     42’38   16位 
4区   川本貴裕     22’51    18位 
5区   池田悠希     19’39   20位 
6区   池辺健太郎 35’28    15位 
          ゴールタイム 2時間56分58秒 

1区  佐藤好       29’08  21位 
2区  松井宏親   27’56  12位 
3区  石井裕也   44’21   24位 
4区   平岡涼       22’58    19位 
5区   別当健志   20’16   24位 
6区   肥後翔太   36’19  20位 
          ゴールタイム 3時間00分58秒 

こんにちは。中長パートチーフの佐藤です。 
昨日行なわれました中四駅伝では、なんとか3連覇を達成することが出来ま
した。応援してくださった方々本当にありがとうございました。総合タイム
は2時間48分08秒と目標としていた2時間45分台には届かず、2位広島修道大
と1分差。苦戦を強いられましたが総合力で勝つことができました。またＢ
チームは2時間52分41秒でオープン1位、Ｃチームは2時間56分58秒、Ｄチー
ムは3時間0分58秒という結果でした。道後山に続き大事な試合と位置づけし
ているこの中四駅伝でしっかりと勝てたこと本当に嬉しく思います。しかし、
後続との差は1分。まだまだ力不足であると実感しました。これからは来春
の中四インカレにむけて冬期錬に入ります。チームとしてレベルアップでき
るよう、良い雰囲気で、競争意識をもって走りこんでいきたいと思います。
応援本当にありがとうございました。 

☆中長パートチーフから☆ 佐藤 好 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   たかぎ         みどり おおやま           たつゆき 

広島大学陸上競技部の副キャプテンとして陸上部を影ながら
引っ張ってきた２人。どのような思いで陸上部、そしてキャプテン
を支えてきたのか、またキャプテンに対する衝撃の告白、インカ
レに向けての思いを対談形式で語ってもらいました。 



大山 じゃあ、まず俺の専門種
目は800mと1500mね。 

高木 私は800mとサブで400m。 

大山 いつから陸上やってるの、
中学校から？ 

高木 いや、小学校からだよ。
陸上と水泳をしていて小6のとき
に初めてクラブチームに入ったの
がきっかけかな。そのときから
ずっと800mをしてる。達之は？ 

大山 俺が陸上を始めたのは高
１の秋から。中学まではサッカー
をしてて、今でも結構好きで、テレ
ビで試合を見ることが多いかな。
むしろ陸上よりサッカーのほうを
見てるほうが楽しいかも。(笑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高木 じゃあ、何で高校から陸
上を始めたの？ 

大山 中学校のときは陸上部
がなくて、駅伝シーズンのときだ
け練習に参加してた。高校のと
きはサッカー部に入るつもりがな
かったんだけど、ちょうどそのとき
友達が陸上部作るから入らな
いかって、それで陸上をすること
にした。ってか、俺らの高校は新
設高校で、その第一期生だから
俺は卒業証書第３号です！
(笑) 

高木 えー、すごい！いい
なぁー！！ 

大山 みどりは何で広大に入ろ
うと思ったの？ 

高木 うちは元々筑波の体育が
第一志望で、高３までずっと
迷ってたんだけど、うちがインター
ハイに出たとき… 

 

 

 

大山 ぺっ！(達之がつばを吐
いた。) 

一同 ははは！！ 

高木 (笑)えーと、埼玉のイン
ターハイに出たときに筑波の選
手が勧誘に来てて、それがバリ
かっこよくてさ！速い人独特の雰
囲気とかが、そんで筑波って国
公立のトップじゃん！どうせやる
んやったらトップでやりたくて筑波
目指しとったんやけど、センター
で少し失敗して第２希望やった
広大に来ることにした。物理とか
英語とかにも興味があったんだ
けど、今まで何を通して自分が
一番成長できたかって考えたとき
に、陸上を通しての成長が大き
かったと思うからそっちの道に進
もうと思った。達之は？ 

大山 俺はなんとなく国公立が
いいかなって。あと、先生に進め
られたからかな。俺本当に英語
ができなくて、広大の総科は２次
に英語がないからって先生に言
われて。まっ、でも結局AOで受
かったからいいんだけどね。(笑) 

高木 何で陸上続けようと思っ
たの？ 

大山 学部の新歓のときに“よし
み”にあって、お互い高校時代
陸上をしてたことで話があってさ、
一緒に陸上部に見学に行こう
かってなった。それで見学に行っ
た日がちょうど新歓の日でなん
か楽しそうだったから“はい、入部
決定！”みたいな。(笑) 

高木 じゃあ、そろそろ本題に入
ろうか。今の広大のチームってど
んなんだと思う。 

大山 えっとね、陸上に対して目
的を持った人たちがだんだん増
えてきてるとは思うよ。何て言うの
かな、陸上競技部に対して競技
を求めている感じは強くなってる
気がする。 

高木 確かにね！中長は特に
知名度が上がってきてて強い子 

 

 

が入ってきてるよね。 

大山 速くなりたいとか、強くなり
たいとか初めから思っていて入っ 

てくる人が多くて、みんな思ってた
かもしれんけど俺自身は１、２年
のときはそんなこと思ってなくて、
そういう意味では幹部として俺た
ちが作っているというよりは、そう
いう人が増えたことでそれに支え
られてるような雰囲気はあるかな。
それは、あれだね。俺たちが２１
幹部が掲げたSTRONGLADってい
う目標につながってくるんじゃない
かな。 

高木 つなげたね！確かにそう
いう意識のもとでみんなが陸上
をすれは強くなって、陸上が楽し
くなるよね。 

大山 楽しいだけの仕事はない
けど、辛いだけの仕事もないって
言うしね。みどりは今のチームに
ついてどう思う？ 

高木 えーとね。今の広大は本
当にチームだなって感じる。私自
身、大学3年の幹部になってか
らより強く陸上が団体種目だなっ
て感じた。高校のときは、どうして
も陸上は個人種目だとしか思え
なかったし、1、2年のときも個人
としての意識が少しあったかな。 

 

 

 

 

 

 

 

大山 まっ、でも現に個人として
成功している選手の話も聞くけど、
やっぱり俺も人がいないとできな
い。１人じゃ無理、みんながいる
からできる部分が大きいかな。  

高木 うちもそれは大学に入って
はじめて知った。競い合える仲間
がいる環境は高校にはなかった
し、本当に恵まれた環境だと思う。 

 

 



大山 そういう環境は俺らが作っ
たものじゃなくて、先輩方が築き
上げてきたものたから感謝しない
といけないね。 
高木 そうだね。 
大山 話は変わるんだけどバー
ソンってどう思う？ 
高木 純粋！ほんとそうだよ
ね！ 
大山 わかるわ。とにかく競技に
対して無駄なものがないって言う
か、とにかく速く、強くなりたいって
いう純粋な気持ちが伝わってくる。
中四国で１番のチームになりた
いっていう目標がぶれてないとこ
ろがまっすぐですごいと思う。 
高木 ほんとまっすぐだよね！
思ったことをすぐに行動に移すと
ころとか。 
大山 まっ、でも思い付きがめっ
ちゃ多いよね。 
高木 確かに！急に夜中に電
話かかってくるし、急な変更が多
いしね。まっ、でもそれを受け入
れれる人柄だよね。ほかの人が
やったらイラっとくるだろうけど、
バーソンがしたら何か受け入れ
られるって言うか。 
大山 確かに。思いたったらすぐ
行動できるところはすごいと思う。
中長に関してたけど、実業団の
練習に参加したりっていうのは
バーソンが作ったパイプだったり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

するし、自分の経験を部に還元
したいっていう気持ちをすぐに行
動に移した結果だと思う。 
じゃあ、２１はどう思う？ 
高木 ２１と言えば“動物園”か
な。 
大山 どういうこと？ 
高木 なんか個性が強すぎるよ
ね。自由だし、それぞれ違う何か
を持ってるって思う。 
大山 でも動物園だったら飼育
員が必要だよね。２１に飼育
員っているかな？ 
高木 いないね。(笑) 
大山 本来だったらバーソンが
飼育員であるべきなのに、あい
つが一番の動物だよね！(笑) 
一同 確かに！(笑) 
高木 水族館のイルカのショー
だったら、２１をイルカとしたら、そ
れぞれは高くジャンプする能力が
あるけど、飼育員の笛がないた
めに全然まとまってない。それが
２１かな。逆に言えば、その力が
一つにまとまれば爆発的な力に
なるよね。これから２ヶ月が勝負
やね。 
最後に達之何かある？ 
大山 えっとね、やっぱ２１幹部
の目標であるインカレ男子総合
優勝、女子総合３位は達成した
いよね。そのための雰囲気という 
か、それが達成できるチームを 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作りたいね。まっ、でも最後には
“よかった“って言って終われるこ
とが一番かなって思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高木 そうやね。でも幹部はたぶ
ん１年間やってきたものがあるか
ら最後にはよかったって思うやろ
うけど、下の子たちが満足してく
れるようなインカレにしたいよね。
後輩にとってはまだ終わりじゃな
いし、来年に繋がるような大会
だったらいいよね。 
大山 ２１幹部としてのチームは
終わりやけど広大としてのチーム
はこれからも続いていくわけやし
ね。しっかり下に繋げていくことも
俺たちの役目やね。 
高木 そうやね。まだまだできるこ
とはたくさんあるし、インカレまでに
最高のチームを作っていこうや。 
 
 
 
 

～PROFILE～ 

 高木  緑 
 ( takagi  midori ) 
専門 400m 800m 
出身 岩見沢東・北海道 
学部学科 
  教育・第４類 
     (健康スポーツコース) 

 

大山  達之 
( oyama  tatsuyuki ) 
専門 800m 1500m 
出身 徳之島・鹿児島 
学部学科  
    総合科学部 
 



佐々木 俊治 
Sasaki      Toshiharu 

金崎 葵 

松木 一馬 

能美では、 
目標の1時間35分
台に届かず、悔し
かったです。中四イ
ンカレで３位になるた
めにはまだまだ力が
足りないと感じました。
鍛え直します。 
輪島の目標は、 
完歩して中四学生
記録!! 

神戸でベストが出たので能美では
もっと出せるって思ってたんですけど、
神戸で脚の付け根を痛めてしまっ
て能美は全くダメでした。まずは脚を
しっかり治して、輪島はどのくらい回
復してるかの確認のような感じで望
みたいと思います。輪島次第で中
四国インカレの出来が変わってくる
と思うので、少しでもいいタイムで歩
きたいと思います。 

日本選手権は初めての20kmということで、距離に対す
る恐怖心しかありませんでしたが、周りのレベルの高い
選手に引っ張られて思った以上のタイムが出ました。し
かし、警告が2枚出たり同じ学年のライバルに負けたりと
悔しさと課題が多く残ったレースでした。能美は直前に
体調を崩してしまい、いろんな面で自分の力の無さを痛
感させられました。レース中に足を止めて吐くという、後
になったら笑い話にしかならない体験もしました（笑）あと
1歩で全国入賞を逃したことは悔しかったですが、故障
と風邪で練習も積めていない状況で入賞するなど許さ
れることではないので、その意味では納得のいく結果で
した。20kmを次歩くのは多分1年後の日本選手権にな
るので、それまでに練習をしっかり積んで、日本歴代100
傑に入れるくらいの選手になりたいです！次のレースに
なる輪島は、10kmWに出場させていただきます。20kmを
経験していると、とっても短く感じます。インカレ前の最後
の大会になるので、インカレ優勝に繋がるようなタイムを
出して、1つでも上の順位でゴールすることを目標に頑
張って歩いてきます！ 

Kanasaki     aoi 

Matsuki   kazuma 



－ 大学から現在までの経緯を
教えてください。 
大内 私の出身大学は千葉に
ある中央学院大学です。大学
に入学したのが2004年で、それ
から2008年にＭＡＺＤＡに入社し、
今はＭＡＺＤＡで働いています。 
－ 次に、大学での専門種目と
その自己ベストを教えてください。 
大内 大学時代は5000ｍ、
10000ｍ、ハーフマラソンが専門
で、特にこれと言って専門種目
はなかったかな。自己ベストは
ハーフマラソンが1時間3分46秒
で、10000ｍが29分39秒、5000ｍ
が14分28秒です。 
－ ありがとうございます。では、

次に大学や実業団時代の練習
について教えてください。 
大内 まあ、僕実業団時代は
故障が本当に多くて、ポイント練
習は数えるほどしか参加していな
かったんで、ちょっとここでは大学
の話をしようと思います。大学の
練習は、そうですね、それまでの
高校の練習と比べるとすごく緊
張感があって、特に練習前とか
はすごかったですね。最初は監
督や先輩に怒られるから緊張し
てやってたんだけど、上級生に
なっていくにしたがって練習を
引っ張っていかなければならな
い緊張感に変わっていったかな。
箱根駅伝の前になると、どうして

もしなければいけないポイント練
習とかがあって、そこを上級生が
外すわけにはいかない雰囲気も
あって、すごくピリピリしていたかな。 

▲インタビューの様子 
インタビュワーは橋口幸貴君です。 

  おおうち               ようすけ 



－練習前は会話とかほとんどな
かったんですか？ 
大内 まあ、朝食を食べ終わっ
てから練習まではリラックスしてい
るけど、アップが始まって、べら
べら話すようなやつはいなかった
かな。まっ、でも全然会話しなっ
てわけではなかったけどね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ なぜこの広大の練習に参
加しようと思われたんですが？ 
大内 まあ、きっかけを言えば、
去年の３月頃から、この広大の
ＯＧにあたる下向さんの練習を組
むことになって、その下向さんが
平和記念マラソンの5キロの部
でいい走りをして、ちょうどそのとき
和田先生に“まだ走ってたの
か。”って声をかけられてね。その
とき和田先生に中国女子駅伝
の人数が足りないから走ってくれ
ないかって言われて、週に1回
こっちで練習するようになったこと
があって、それで自分がそこにど
のように関われるかって考えたと
きに、下向さんの練習も見たかっ
たし、なお且つ広島っていう地方
の大学生がどんな練習をしてる
のかっていうことにも興味があっ
て広大の練習に参加させていた
だくことにしました。 
－ありがとうございます。では、次
に広大の練習に何回か参加し
てみての印象はどうですか？ 
大内 そうですね。最初に来たと
きの印象は、指導者がいなくて
学生だけで最初から集合してて、
挨拶をしたり、連絡事項とかを確
認しあったりしてて、ただ単に競 
技だけじゃなくて運営面に関して

も体制がしっかりしてて、みんなで
助け合って考えてやっているんだ
なって感じたのが１番印象に残っ
ているかな。また、事前にホーム
ページとかも見させてもらったん
だけど、楽しそうにやってるんだけ
ど、競技に対しても真面目に取
り組んでるんだなっていう印象も
受けたね。 
－では、次に今の広大陸上部
にアドバイスするとしたらどんなこ
とがありますか？ 
大内 うーん、そうですね。難し
い質問ですね。長距離にしか関
わりがないんで、あくまで長距離
のことになるんですが、みんなと
話して感じたことで、1つだけ直し
たほうがいいのは、関東の大学
に対するｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽをみんな少な
からず抱えてるって感じたかな。
例えば、関東の選手はすごいで
すねとか、関東の選手だったら
これくらいはやってますよねとか、
関東の選手は意識が高いです
よねとか、ちょっとね、そういう部
分は直してほしいなと思います。
別に、関東と地方は確かにその
違いはあるんだけど、競技をする
ために関東にいってるやつが必
ずしもすごいかって言われると、そ
うではない。関東でもちゃらんぽ
らんにやってるやつもいるし、広 
大のほうがね、よっぽど真面目に 
やってる部分もあると思う。変に、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
試合で一緒になったとき、関東
のユニフォームだから負けても
しょうがないなとか、そういう気持
ちに繋がってしまうと思う。今の
感じではユニフォームを見ただけ
で上に見てしまってる気がする。 
－ありがとうございます。最後に
他パートを含めて何かアドバイス
はありますか？ 
大内 まあ、技術的なことはよく
わかんないんだけど、一つ言え
ることは大学生のときの方が時
間が圧倒的にあるということ。社
会人になって続ける人、やめる
人いると思うけど、社会人なって
からだと時間の合間を縫って練
習するようになると思うから、今
好きなことができる時間がたくさ
んあるときに、その時間を、1日1
日を、また1回1回の練習を大事
にしてほしいと思います。 
あと、最後に他パートの皆さんと
も話ができたら嬉しいので、気軽
に声をかけてください。 
－ ありがとうございました。 

  大内 陽介 
      (outi yousuke) 
 ＜MAZDA株式会社勤務＞ 
中央学院大学・水城高校 
自己ベスト  
 5000ｍ  14分28秒 
 10000ｍ 29分39秒 
 ハーフマラソン 
      1時間03分46秒 
2008年箱根駅伝７区 
     ７位 (総合３位) 
 



今年は大学・種目をこえて初日から互いに交流す
ることができました。そのおかげで合宿を通していい
雰囲気で最後まで練習できました。アウトプットばか
りになってしまう専門練習の方法には未だ課題が
残りますが、全体を通して、他の大学から刺激をも
らい、切磋琢磨しあうことのできたいい合宿でした。 

2月13日～16日に広島スタジアム(広島県広島市西区)において広島大
学が主催する他大学との合同合宿が行われました。あいにくの悪天候にも
かかわらず、各パート活気あふれる充実した4日間となりました。 

マネージャーパートは、他大学のマネージャーと
交流がとれ、有意義に過ごすことができました。し
かし、マネージャー間で連帯をとることの難しさや
効率よく仕事をこなすことについて考えさせられた
合宿でもありました。今後に繋ぐことができるように
頑張っていきたいと思います。 

今年の春合宿は量と質の両方を求めて、集中しつつも
ガツガツ練習しました。この合宿では栄養学やコアトレー
ニングの講習会があり、トレーニングや調整力の知識も
増えました。心配されたケガもなく無事終えることができ、
インカレフィールド優勝に向けて大きく前進したと思います。 

中長女子は他大学から3人参加していただき、
普段より多い人数で一緒に走ることで質の高
い練習ができました。また、他大学の方としっ
かり交流できたことで、中長女子のわが広がり、
今後につながるよい合宿だったと思います。 

故障者が数名いる中での合宿でした
が、それぞれが自分のできることをこな
し、充実した合宿となりました。 
また、選考会に向けて新たに気持ちを
引き締めることができたと思います。 

今年の中距離パートは昨年とは違って他
大学からの参加が少なく、また故障者も数
名いるために少人数での練習になりました。
少ない人数でしたが、互いに引っ張り、励
ましあいながらよい練習ができたと思います。 

今年の春合宿での、短長での意識としては、冬季の走り
込みで培った力を、シーズンで発揮していける形に持って
いくきっかけ作りになれば、と個人的に思っていました。 
そういう中で、合宿では普段控えめな子も積極的な姿勢
が多くみうけられ、チームとして盛り上がっていることを、非
常に感じられ、とても良い合宿になったと思います。 

合宿は普段と違う生活をして練習を行います。 私達が目指
している中四国インカレで最高のパフォーマンスを出すために
は合宿で集中して競走する目的があると思います。実際、普
段の練習より質が上がったと思います。また短距離陣はここ
をスピードの導入と考えているので、そこも成功したので準備
は万端だと思います。これからシーズンが始まり本番のため
の最大スピードを獲得して自分のモノにしていきたいです。 



中距離は最終日、400×3の
レペを全速力で走りました。 

中長女子も他大学選手 
とお互いに刺激し合いました！ 

マネさんにはいつもに増して、
よりお世話になりました！ 
本当にありがとう！！  

投擲はひたすら投げまくりまし
た。1000回も！！！ 

短短は走り、跳躍は 
跳び続けました！ 

ご飯は広大みんなで食べまし
たよ。２３は合唱お疲れ様！ 

2日目の午後、短長は 
40秒間走をしました。 

←こじろうの跳躍 

おかわり！ 



3日目の午後、全パートフリーを利用して水成先生に
よるコアトレーニングの講習会が行われました。 

皆で体を温める運動をし、 体幹の鍛え方を指導していただきました 

2日目の午後、中長パートは川本筋トレ隊長のもと、いつ
も広島大学でしている!?筋トレを他大学と一緒にしました。 

奥が川本筋トレ体長!? スタビラから始まって、 サーキットで締めました 

最終日、短短と短長合同の200×2×2のエンドレスリレーを 
行いました！最終日、疲れの溜まった体に鞭打って、 

みんな最後まで全力で走り抜きました。 



2012.3.10 

今月10日に広島市エンジェルパルテにおいて、平成23年度
広島大学陸上競技部卒業生送別会が開催されました。 

広大の受付嬢 20さんに4年分の思い出の詰まったスピーチをしていただきました。 

今年の東川賞は、岩谷洸希さん、 
山木彩加さん、 衣松英亮さん、 
吉田裕亮さん、 植木良介さん、 
真野裕史さん、 岩藤博紀さん、 
松原栄俊さん、 土井亮平さん、 
妹尾岳彦さんに決まりました。 
おめでとうございます！ 

☆東川賞受賞☆ 
21からは思い出の詰まったムー
ビーと合唱（アンジェラ・アキの
“てがみ”）が送られました。 

最後はもちろん、 
チクサクで締めました! 

和田先生も！ 頑張って練習しました！ 



追いコンの前日にアクアパークの体育館で卒業生との最後
の交流会としてバレーボールをしました。 

～たくさんの笑いでウォーミングアップ完了！～ 

開会宣言は、 
ジャパンネット高橋会長！ 

21のレク係が主催してくれました。 

アタック～、アタック～、 
ナ～ンバ～ア・ワン！ 
優勝商品は、 
“アタックNeo” 
(すすぎは１回)です！ 

みやち～、 
アウト～。 

変なのもいました。 

短長23 チーム川本 フィールド23withひらやん 

☆試合は学年対抗のトーナメント戦☆ 
ナイス、ジャッジ！ 

優勝した20さんには23からのプレ
ゼントとアタックNeoが贈られました。 



☆陸上部のパートってこんなんだよ！☆ 

こんにちは！フィールドパート長の宗政拓真です！フィールドパート
はいわばオンとオフがはっきりしすぎ集団です。練習するときは練習
する！遊ぶときはときも思いっきり遊ぶ！ふざけるときも思いっきりふざ
ける！はたから見れば少し変わった人たちですが、実はみんな最高  
                           です！ 

短短パートの平田桜です！ 
少人数でも個性的で楽しいメンツが集まっている！それが短短！ 
0.01秒でも記録の向上を目指して、日々練習しています。 
やるときはやる！楽しむときは楽しむ！そんなメリハリある素敵な           
     パートです（＾＾） 

横山千聖です。マネージャーはタイム計測やドリンク作りなど、選手へのサポートを
日々行っています。試合自己ベストなど個人の目標に向けて練習をこなす選手の頑
張りを間近で見ることができ、感動や喜び、時には悔しさも共有することができるパート
です。初心者の方も大歓迎です！経験者の方は、また違った視点で陸上競技に携
わることができると思います。興味を持った方はぜひ競技場へ来てください(^^) 

佐藤好です。中長距離パートは、中四国No.1を自負する中長距離パートです。現
在の部員数は約40名を越え、中距離、長距離、競歩のメンバーで構成されています。
中距離は、勢いのある若手が躍動。長距離男子は、出雲駅伝、全日本大学駅伝
に出場。競歩は学生ランキング50に入る選手が二人。そして、女子は今年「全日本
学生女子駅伝」を目指します。高いモチベーションで練習に臨み、それ以外は和気
あいあいというスタイルが今の中長距離パートです。全 国を目指し挑戦したい人、単
純に走ること・歩くことが好きな人ぜひ共に汗を流しましょう！！ 

澄川裕介です！短長は、個性がとても強い集団で、まとめるのも
一苦労です。しかし、個性の強さに比例して、陸上に対する思い
も、熱いです！そんな人たちが、それぞれの目標で、互いに高め
合っているのが、広島大学陸上部、短長パートです( ́  ▽ ` )ノ 



☆陸上部の練習環境ってこんなんだよ！☆ 

大学会館前のバス停から徒歩７、８分。テニスコートやプールがある方向へ歩き、その奥の
ほうへ進んでいくと広大陸上部の部員が練習するグラウンドがあります。 

ここが広大陸上部 
のグラウンド、 
つまり戦場だ！！ 
 

それでは、 
中に入ってみよましょう！ 

グラウンドにはタータンが！
1，7，8レーン、ホームスト
レートに直線が2レーン敷い
てあります。2～6レーンは土
になっています。 

いくぜーー！ 

幅跳びのピット
もあります☆ 

砲丸・円盤。ハンマ 
ー投げのサークルも 
あるぞ！ 

水濠もあります♪ 

うぉぉぉ！ 
なんて速さだ！ 



☆キャプテンから見た陸上部ってこんなんだよ！☆ 

新入生のみなさんご入学おめでとうございます。 
みなさんは大学に入学してどのような夢を掲げていますか？ 
広島大学体育会陸上競技部ではそのような夢を叶えることがで
きる部活です。なぜなら広大陸上競技部では様々なことが一
生懸命できる環境だからです。競技はもちろんのこと、やりがい
のあるマネージャーもでき、また学連を通して大会の運営もできま
す。そのほかにもたくさんの経験ができます。そしてなによりこのよう
な陸上競技という活動を通して大切な仲間に巡り合えます。 
確かにいろいろな場面で様々な壁にぶつかることもあるでしょう。
しかし、このようにたくさんのことが一生懸命できる部活をやりきっ
たときには、きっと「やっててよかった！」と思えるはずです。 
ぜひ広島大学陸上競技部で共に大学生活を過ごし、すばらし
いものにしていきましょう！ 

主将 相葉直紀 

ここが僕たちが 
利用する部室です☆ 

それでは、 
中をのぞいて 
みるとしよう！ 

部室の中にはマットや更衣室が
あるぞ！戦いの後はいつもここ
でストレッチをする！ 

マッサージを
してくださる
トレーナーさ
んもおられま
す♪ 

横の部屋には練習用具が
収納されています。また、
簡易なウエイトルームで
もあります。 

俺はカカ
ロットを
倒すため
毎日ここ
で鍛えて
るんだ！ 



いかかでしたか？今回は中四駅伝から新学期までの様々な行事に
ついて企画・編集させていただきました。正直、作成に関しては
辛いものがありましたが、ただただ良いものを作りたい！という
一心で全力で作成しました。この冊子を拝見していただき、広島
大学陸上競技部の理解が深まると同時に、21を幹部とするこの
チームがますます勢いづくことを願っています。作成するにあ
たって、協力・情報提供してくださった方々には心から感謝して
います。また、この冊子はホームページでも見ることができます。 

今後の予定 
3/27・28     インカレ選考会 
4/3        入学式 
4/14・15          全日本競歩輪島大会 
4月下旬          新入生歓迎会 
5/18～20    香川中四インカレ 

編集後記 

企画・編集 阿武択磨 
   協力 川本貴裕、大山達之 
続けて企画・編集を募集します。 
興味のある方は阿武まで連絡を。 
広大のホームページは、 
URL:http://home.hiroshima-u.ac.jp/rikujo/ 

 
 




