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■■■はじ
はじめに
めに■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部会長 平成 14 年卒 吉澤 唯之
日頃より皆様にはお世話になっております。就任 3 年目を迎えました、平成 14 年卒の吉澤です。
5 月 15 日に行われました星陵陸上倶楽部総会におきまして、この会報の定期的な発行を年間通して、試験的に行って
いこうという方針になりました。これまでは 3 年に 1 度の本会報（冊子型）の発行、合間の 2 年間は今ご覧いただいて
いる形式のミニ会報（PDF 化し、ウェブページに貼り付け）の発行を行っていました。しかし、本会報の印刷、発送に
よる経費が支出の多くを占めること、本会報に載せていた卒業生名簿が個人情報流出につながるとして掲載できなくな
り、本会報発行の意義がなくなったことを理由に、本会報の廃止を検討しています。その分費用がかからないウェブの
形で、現役生の活躍、役員の活動をこれまで以上に皆様にご理解いただこうと考えています。
近年は、進学実績の向上が雑誌などでも取り上げられますが、そんな中陸上競技部は活動も大変活発でこれまでにな
い活躍をしており、文武両道を成し遂げています。こちらは後述させていただきます。星陵陸上倶楽部としても現役生
の活躍に刺激を受けて、新たな取り組みにどんどんチャレンジしていきたいと思います。
今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。
■■■OB 総会
総会報告
報告■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

堀内 浩史朗（平成２１年卒）
5 月 15 日に日比谷高校星陵会館にて、会員（卒業生）の方々と星陵陸上倶楽部役員、そして現役生が一同に介して平成
22 年度 OB 総会が行われました。卒業生の皆様にはお忙しい中 9 名お集まり頂き、現役生も都大会と同日であったにも
かかわらず、5 人もの部員が総会へと駆けつけてくれました。例年どおり前年度の星陵陸上倶楽部の活動・決算報告と
今年度の活動予定・予算決議・役員決議を行い、その後、簡単な食事を用意し、参加者がそれぞれ自己紹介を行い交流
の場を設けました。
昨年度の活動として、合宿が中止になってしまったことや、現役 OB 対抗戦を復活させたこと、そして関東大会への
出場があったために予算の収支が大きく変化したことを報告しました。また、昨年と同様に卒業したばかりの陸上部
OB・OG3 人が新しい役員補佐として信任されました。近年若手が増える傾向にありますが、これにより一層星陵陸上
倶楽部が活気づいていくのではないかと思います。
交流の場では OB の方々の貴重な現役時代のお話を聞いたり、現役生を交えて記念撮影をするなど、和気藹藹とした
雰囲気で行われました。時間が足りないと感じた方も多かったのではないでしょうか。
今回の総会に出席できなかった方も、来年度の OB 総会にはふるってご参加ください。日程等につきましては、時期
が近づいてきましたら、はがきやホームページ等でお知らせしますので、宜しくお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参加いただいた卒業生 小林宣洋さん（昭和 58 年卒）より夏季合宿の OB 参加について
以前は走れる OB でないと現役生をフォローできないため、合宿に参加する OB は走れる卒業生が参加するという暗黙
の了解があったが、ここ数年はそのような考え方が薄れてきたのではないかという意見を頂きました。
役員としましては、現役生の援助という観点から走れる卒業生はもちろんですが、走れない形でも野外走での飲み物補
給のための車伴走、物資の援助など現役生のために行う形での参加であれば、よろしいと思っています。
このような OB の方々からのご意見を現役生のいる場で議論できるのも OB 総会あってのことだと思います。
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来年はさらに多くの会員の方々の総会参加を心よりお待ちしております。

～新任役員紹介～
上記のとおり、
役員決議にて昨年度からの役員全員の留任と今年3 月に卒業した3 名が役員補佐として新任されました。
これからは 11 名の体制として新たにスタートしていきます。新任の 3 名の紹介をさせていただきます。

左より、津郷さん、齋藤さん、小松くんです

津郷 美里（平成 22 年卒）
平成２２年卒の津郷美里です。
現役時代は３年間平部員だったため不安なことは多々ありますが、自分たちがしてもらったように、現役をサポートし
ていけるように頑張るのでよろしくお願いします。
齋藤 梓（平成 22 年卒）
平成22年卒の齋藤梓です。現役時代は短距離をやっていました。
この度は、日比谷高校陸上競技部に何らかの形で貢献したいと思い、役員補佐をやらせていただくことになりました。
自分がどの程度力になれるのかわかりませんが、部の発展に向けて頑張ります。
私は大学ではソフトボールをやっているのですが、なるべく練習や大会にも積極的に顔を出していきたいと思っています。
ぜひよろしくお願いします。
小松寛（平成 22 年卒）
平成 22 年卒の小松です。
今年度より星陵陸上倶楽部の一員として活動させていただくことになりました。微力ながらも日比谷高校陸上部および
星陵陸上倶楽部の発展のために努力していきたいと思います。
大学では陸上部に所属しており、現役に負けない走力を得て、OB 対抗戦や千代田区民大会で良い勝負をしたいです。
未熟な点もあると思いますが、どうぞ宜しくお願いします。
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■■■都大会結果■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
金澤 学（平成 16 年卒）
平成 22 年 5 月 8、9、15、16 日に駒沢競技場で第 63 回東京都高等学校陸上競技対抗選手権大会が開催されました。
私も 2 日間応援に駆けつけました。まず驚いたのは、短距離ブロックを中心に多くの選手が都大会に進出している現状
でした。春支部予選の応援にも行きましたので、都大会進出者を既に知ってはいたものの、やはりすごいと思いました。
その中でも、部長の平野くんが都大会という大舞台で自己ベストを更新し、石原さんが決勝に進出するなど、中長距
離ブロックの躍進がありました。フィールドブロックも 3 年生の松崎くんとともに 2 年生の阿部くんが都大会に進出す
るなど、今後も楽しみです。男子 4 継は残念な結果でしたが、他校の顧問の先生方にも知られるほど強いチームなので、
学年別大会や都選抜大会での奮起を期待しています。
また、2 日間にわたる男子八種競技では、3 年生の松崎くんが日比谷高校陸上部歴代１位の記録で関東大会進出を決
めました。
彼はもともと跳躍と短距離を得意としますが、
今大会ではやり投げなどでも自己ベストという好成績を残し、
ここ一番での勝負強さが光りました。関東大会では、さらなる記録の向上を目指して万全の状態で臨めるよう応援して
いきたいです。以下に、第 63 回東京都高等学校陸上競技対抗選手権大会の結果一覧を掲載いたします。

～2010 年 5 月都大会結果～
月都大会結果～
男子 100m
野本 拓見(2)
予選 3 組 5 位 11.70（ 風:-2.7）
男子 1500m 平野 晃平(2)
予選 4 組 5 位 4:10.35
男子 110mH 松崎 駿(3)
予選 2 組 途中棄権
男子 400mH 星合 巧(3)
予選 4 組 4 位 59.46
男子 400mH 結城 貴裕(3)
予選 6 組 1 位 57.58
男子 4×100m 都日比谷
(1)千田 周平(3)
(2)野本 拓見(2)
(3)結城 貴裕(3)
(4)松崎 駿(3)
途中棄権（バトンミスのため）
男子 4×400m 都日比谷
(1)野本 拓見(2)
(2)高橋 清一郎(3)
(3)結城 貴裕(3)
(4)星合 巧(3)
予選 1 組 5 位 3:30.50

男子 走高跳
予選 1 組
9 位 1m80
松崎 駿(3)
予選 2 組
14 位 1m75
阿部 一毅(2)
男子 八種競技
4 位 4551 点
松崎 駿(3)
→関東大会進出！
女子 800m 冨岡 薫(2)
予選 2 組 6 位 2:28.98
女子 3000m 石原 あゆみ(2)
予選 1 組 ８位 10:17.64
石原 あゆみ(2)
→決勝進出
女子 3000m 決勝 石原 あゆみ(2)
・DNS:欠 場
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■■■関東大会進出
関東大会進出！！
！！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
去る 5 月 9 日に駒沢公園陸上競技場にて行われました第 63 回東京都高等学校対校選手権大会におきまして、
松崎 駿
君が八種競技にて 4551 点（日比谷高校歴代 1 位記録）で 4 位入賞し、見事関東大会への切符を手にしました。
本人の努力ももちろんですが、皆様からいただいた会費の一部を現役生への補助として、走高跳の練習のためのレンタ
ル費用に使用させていただいたおかげだと思います。本当にありがとうございました。
OB 会としましては関東大会の応援に行く現役生の交通費等を補助したいと思います。そこで大変厚かましいお願いで
はありますが、一口千円より皆様からのご寄付を頂きたいと存じます。下記振込先口座に皆様からのお気持ちを振り込
んで頂けると幸いです。
関東大会は 6 月 18 日（金）～6 月 21 日（月）に茨城県笠松運動公園陸上競技場（ひたちなか市）にて行われます。
松崎君は 18 日（金）、19 日（土）に 4 種目ずつ出場予定です。お誘い合わせの上是非松崎君の応援にいらしてくださ
い。
＜振込先＞
郵便局からのお振込み
00170-9-58234 星陵陸上倶楽部（セイリョウリクジョウクラブ）
銀行からのお振込み
ＵＦＪ銀行 綱島支店（店番号 ６４０）
普通口座 ５０７８４０３
星陵陸上倶楽部 鳥羽雅士
（セイリョウリクジョウクラブ トリバ マサシ）
■■■今後
今後の
のスケジュール■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6 月 18 日（金）～21 日（月）

関東大会 ＠茨城県笠松運動公園陸上競技場

6 月 26 日（土）～27 日（日）

支部学年別大会 ＠大井競技場

7 月 10 日（土）～11 日（日）

都高校選抜・1 年生大会 ＠大井競技場

7 月 25 日（日）～29
夏季合宿 ＠菅平高原スポー
）～29 日（木）
菅平高原スポーツランド
スポーツランド
※例年と場所が異なります。アクセスは下記より
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091103000001425.html
※参加希望（
参加希望（1 日でも歓迎
でも歓迎です
歓迎です）
です）の方は、お手数ですが
手数ですが掲示板
ですが掲示板への
掲示板への書
への書き込みをお願
みをお願いします。
いします。
7 月 29 日（木）～8 月 2 日（月）

全国高校総体 ＠沖縄

8 月 18 日（水）

夏季記録会 ＠大井競技場

8 月 28 日（土）
現役生・
場所未定（
現役生・OB 対抗戦
場所未定（都内）
都内）
※対抗戦後には交流会も予定しております。是非、ご参加ください。
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