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■■■ご挨拶■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部会長 吉澤唯之（平成 14 年卒）
平成 14 年卒吉澤です。会員の皆さまには日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。
先日平成12年卒大澤さん、有田さんに企画いただいた陸上部卒業生の忘年会に参加しました。平成以降の卒業生が中心で
すが、十数代に渡り、60 名近くが集まりました。初対面の方々同士でも現役時代の話など共通の話題ですぐに打ち解けてい
ました。
私どもが主催の総会でも現役生との交流はもちろんのこと、たくさんの世代が集まり盛り上がる会にすべく、SNS など駆使し
て声がけをさせていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
■■■新役員候補者より一言■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
松崎駿（平成 23 年卒）
こんにちは。H23 年卒の松崎駿です！現役時代は八種競技を専門としており、3 年次のインターハイは南関東大会第五位入
賞です。昨年一年間は日比谷陸上部のコーチをさせていただき、ほぼ毎日指導に取り組んでいました。今年は順天堂大学
スポーツ科学部で学びながら、週 1 回程度で日比谷陸上部に参加しています。日比谷陸上部が少しでも強く、有名な部活に
なれるよう、これからも力をいれてサポートをしていきたいと考えています。よろしくお願いします。
石原あゆみ（平成 24 年卒）
平成 24 年卒の石原あゆみです。現役時代は分からなかったことが卒業してから分かる、ということは多々あると思います。
その中に、OB 会の存在もありました。競技に打ち込めたのは、OB の皆さんの後援があったからこそだと、後々になって実感
しています。サポートして頂いた分、今度は自分も現役のサポートをしたいと思っています。卒業後、現役の練習の雰囲気や
大会結果が、とても気になるようになりました。年代はかぶっていなくても、今の日比谷陸上部の活動はどうなんだろうと卒
業後も興味を持って頂きたい、そう思います。会報を、OB・OG の皆さんと現役を繋ぐパイプにしていきたいです。
■■■現役部長より活動報告■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
日比谷高校陸上部部長 加藤正大（2 年）
都立日比谷高校陸上部、部長の加藤正大です。
現在この部活は、短距離・フィールドブロック十三人、中距離・長距離ブロック七人、マネージャー二人の計二十二人で構成さ
れています。部活としての目標は、春の支部予選大会の総合得点で入賞。この目標達成のため、また一人ひとりが自分でた
てた目標達成のため、松崎駿先輩の指導のもと、仲間たちと日々練習に励んでいます。まだまだ至らぬ点や課題がたくさん
ありますが、今まで苦楽を共にしてきた部員と、最後の最後まで精一杯駆け抜けていきたいと思っております。
未熟な私たちですが、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
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■■■主要大会結果（決勝一覧）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
①春支部
2012 年 4 月 29 日～４月 30 日（大井競技場）
男子棒高跳 渡辺淳之（2） 4m00
第 3 位 →都大会進出
女子 800m 松下華子（3） 2’22”80 第 3 位 →都大会進出
女子 1500m 松下華子（3） 4’49”42 優勝 →都大会進出
②都大会
2012 年 5 月 12 日、13 日、19 日、20 日（駒沢競技場）
男子棒高跳 渡辺淳之（2） 4m00
第 4 位 →南関東大会進出
女子 800m 松下華子（3） 2’19”14 第 8 位 →入賞
③南関東大会
2012 年 6 月 15 日～6 月 19 日（群馬県）
男子棒高跳 渡辺淳之（2） 4m00
第 15 位
④都選抜
2012 年 7 月 14 日（駒沢競技場）
男子棒高跳 渡辺淳之（2） 4m20

第3 位

⑤秋支部
2012 年 9 月 8 日～9 月 9 日（大井競技場）
男子棒高跳オープン 渡辺淳之（2） 4m00
第2位
女子 200m 松村香穂（1） 26”88（-1.2）
第 5 位 →都大会進出
女子 400m 松村香穂（1） 60”26
第 4 位 →都大会進出
女子 5000mW オープン 秋葉なつみ（2） 34’09”36
第4位
女子 4×100mR 中崎ひかる（2）－松村香穂（1）－安達真菜（1）－小森聡実（2）
女子 4×400mR 中崎ひかる（2）－松村香穂（1）－安達真菜（1）－小森聡実（2）
⑥秋新人都大会
2012 年 9 月 22 日（駒沢競技場）
男子棒高跳 渡辺淳之（2） 4m00
■■■特集

第2 位

52”48 第 8 位 →都大会進出
4’19”06 第 6 位 →都大会進出

→南関東大会進出

食生活について■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今回、大学入学後も陸上競技を続けている石原あゆみさん（平成24年卒）に「食生活で心がけていること」について聞いてみ
ました。現役部員にも参考にしてもらいたいと思います。
①タンパク質を積極的に取るようにしています。
→寮での朝食、夕食に豆腐や煮豆をプラスしています。
②練習後、就寝前にプロテインを欠かさず取っています。
③缶コーヒーやジュースを日常は飲みません。普段はミネラルウォーターを飲みます。
【寮での食事例】
・朝食
ご飯・みそ汁・納豆・卵・佃煮・野菜炒め・ひじき煮・みかん
・夕食
ご飯・みそ汁・鮭のホイル焼き・レバー煮・大根そぼろ煮・りんご
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■■■卒業生の近況（１） 平成 23 年卒■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
今回より会報の特集として、「卒業生の近況」を掲載していきます！
第 1 回目は平成 23 年卒のメンバーにお願いしました。
千田
東京大学一年・教養学部理科二類在籍、陸上運動部所属。大学ベストは 100ｍ11 秒 63。日々必死に生きています。
高橋
一橋大学体育会陸上競技部 1 年
SB…200m23"87
浪人のブランクを払拭できず今季は不本意なシーズンに。来年は本職の 400 で 50 秒台をめざす。

松崎
順天堂大学スポーツ科学科で十種競技を続けており、今シーズンは 100m11 秒 16 をはじめ 5 種目でベスト更新。
来年は日比谷陸上部の指導をより頑張って行きます！
星合
早稲田大学法学部、国際交流で世界に友達(人脈？)作ってます。今は陸上やっていませんが、いつか新記録出します！
後藤
早稲田大学文化構想学部、現在はサークルでスキューバダイビングをしています。
加藤
大学 1 年、24 時間リレーやフルマラソン経験しました。元気でやっています。
宇佐美
早稲田大学国際教養学部です!!大学ではトライアスロンのサークルでマネ続けています。今は 1 年間の留学中で NY にいま
す((笑
森
明治薬科大学に進学し、薬剤師になることを目指して日々勉強しています。現在はバスケットボール部に所属し、マネージャ
ーをしています。
結城
今現在、上智大学陸上競技部で短距離ブロック長をやっています。大学での陸上はいろんな地方からやってきた人たちと走
ることができて楽しいです。時間が空いている時は現役の練習にも参加できたらと思います。
小島
大学でスペイン語の授業が大変ですが、一生懸命取り組んでいます。そして、アルバイトでカフェと塾の受付を掛け持ちして
いて、どちらも充実しています。
平成 23 年卒の皆さん、ご協力ありがとうございました！
次回は平成 20 年卒の皆さんにお願いする予定です。
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■■■ＷＥＢページのご紹介■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
①日比谷高校陸上部ホームページ（卒業生作成）
http://hibiya.ne.jp/frame.html
②日比谷高校陸上部ホームページ（現役部員作成）
http://hibiya2013trackfield.web.fc2.com/
③日比谷高校陸上部卒業生メーリングリスト（平成 16 年卒金澤作成）
hibiya-rikubu-ob@freeml.com
こちらのメーリングリストには現在約 100 名の卒業生が参加しています。
現役の大会・合宿・練習のお知らせ、ミニ会報の更新情報、総会のお知らせなどを不定期で配信していきます。
随時メンバーを募集していますので、まだ参加されていない方は是非上記のメールアドレスにご投稿よろしくお願いします。
■■■年会費納入のお願い■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
毎年多くの方々から年会費を納入していただき、【現役部員の活動の応援】や【現役 OB・OG 対抗戦の開催】をすることができ
ます。ありがとうございます。
今年度も引き続き、現役部員の活動を応援するための年会費の納入をお願いいたします。
＜年会費＞
社会人 3500 円

学生

1000 円

＜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
■■■編集後記■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部副会長 金澤学（平成 16 年卒）
12 月15 日（土）に日比谷陸上部の練習に参加しました。この日は有田さん（平成12 年卒）と松崎くん（平成23 年卒）も練習に
参加しました。現在仕事で岐阜県にいるため、なかなか練習に顔を出せなくなってしまったので、とても貴重な機会でした！
久しぶりに 150m と 250m を走りましたが、練習をしていないため思うように体は動かず…。ただ、こうやって卒業生がひょっ
こり練習に顔を出すことで、現役部員はとても喜んでくれるので、また練習に行きたいなと思いました！
皆さんも久しぶりに日比谷陸上部の練習に行ってみませんか？
また、ここ数年現役部員の男子の活躍が顕著でしたが、秋支部で女子４継と女子マイルが久しぶりに入賞するなど、春に向
けて楽しみです!!部員全員が力を合わせて頑張ってほしいです！
それでは会員の皆様、来年も日比谷高校陸上部と星陵陸上倶楽部の活動を温かく見守っていただきますようお願いします。
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