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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）

平素より会員の皆様方には、ご支援いただきありがとうございます。高校を卒業し早 10 年が経ちましたが、現役時代に練
習場所の 1 つであった皇居外周は、近年のランニングブームにより、平日の夜間は大変な賑わいを見せています。私も今年
は運動丌足解消のために、流行にあやかって、社会人ランナーになるべく現在ジムで基礎体力再生に励んでいます。同じ
志の方は是非ともお声掛けください。どうぞよろしくお願いいたします。
■■■新役員候補者より一言■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部副会長 金澤 学（平成 16 年卒）
今年も本会役員に多数の若手のメンバーが加わります！この場をお借りして、新役員候補者からの一言を掲載します。
来たる５月２５日（土）の総会においてご承認をいただきましたら、全員役員に加入します。平成２３年卒の松崎君、平成２４年
卒の石原さん、冨岡さんにも協力していただきながら、今年も人事活動を行いました!!その結果、多数の卒業生が立候補して
くれました。彼らの新たなエネルギーをフルに活かして、新体制での役員活動をさらに活性化していきたいです。会員の皆
様、ご声援をよろしくお願いいたします。
阿部智也（平成 23 年卒）
こんにちは。平成 23 年卒の阿部智也です。現在も大学の同好会で競技を続けています。今年は時間があれば、現役の練
習にも顔を出してサポートができたらなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
天野建（平成 24 年卒）
平成 24 年卒の天野建です。現役の時には主に 5000m を専門としていました。高校時代は日比谷陸上部でたくさん思い出
が出来て、大変お世話になったので、その恩返しができるよう自分なりに精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。
冨岡薫（平成 24 年卒）
H24 年度卒の冨岡薫です。現役時代は 800m を中心に混成競技など幅広く活動していました。一浪後、今春から慶應義塾
大学文学部に通っています。まだまだ未熟者ですが、勉強やサークル活動を両立しつつ、少しでも日比谷陸上部のお役に
立てればと思います。これからはマラソンにチャレンジしたいです。よろしくお願いします。
本橋克弥（平成 24 年卒）
平成24年卒の本橋克弥です。現役時には長距離を走っていました。卒業した後でも部をサポートしていきます。よろしくお
願いします。
内田奈都実（平成 25 年卒）
平成 25 年卒の内田奈都実です。現役時代は長距離をやっていました。
役員として自分の役割に努めていきたいと思いますので皆さん是非宜しくお願いします！
西尾真悠子（平成 25 年卒）
平成25年卒の西尾真悠子です。マネージャーをやっていました。１年目なのでわからないこともありますが、頑張りたいと
思います！よろしくお願いします。
松下華子（平成 25 年卒）
H25 年卒の松下華子です。現役時代は中距離をやっていました。3 年間支えてもらった OB 会に参加させてもらうことで、
自分も何か現役のために出来ればいいなと思います。頑張りますのでよろしくお願いします！
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■■■現役補助費の内訳報告■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部会計担当 辛島利彦(平成 21 年卒)
皆様からの会費と寄付金の一部を、現役補助費とさせて頂いております。そこで、この場をお借りして、平成22年度、23年
度、24 年度の現役補助費の内訳を報告いたします。
〔平成 22 年度〕
・練習用砲丸 6825 円
・フィールド器具レンタル代 35200 円
・関東大会交通費 97000 円
以上、合計 142025 円
〔平成 23 年度〕
・関東大会交通費 50000 円
・ビデオカメラ、バッテリーパック (一部補助) 20000 円
・インターハイ交通費 27400 円
以上、合計 97400 円
〔平成 24 年度〕
・ランニングショートタイツ 1480 円
・プロテイン
11025 円×2＝22050 円
・プロテインシェイカー 399 円×7＝2793 円
・アンダーラップテープ 198 円
・キネシオロジーテープ 777 円＋556 円＋1029 円＋714 円＝3076 円
・書籍 1155 円
・トーイング練習用器具 17430 円
・練習用砲丸＋メディシンボール 8215 円
以上、合計 56397 円
■■■日比谷高校陸上部歴代十傑表 更新のお知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部副会長 金澤 学（平成 16 年卒）
会員の皆さん、こんにちは！平成 16 年卒の金澤です。この度、長年滞っていた日比谷陸上部の十傑表更新作業が完了し
ました。会員の皆さんにいち早くお伝えしたいという思いと、現在の日比谷陸上部の活動を応援していただきたいという思い
で無事に完了したことをご報告いたします。今回、総会案内と本会報と合わせて十傑一覧を同封いたします。十傑表更新作
業は、膨大なデータから日比谷陸上部メンバーの記録を抽出する作業で、多くの役員にご協力いただきました。この場をお
借りして御礼申し上げます。
【十傑表更新担当メンバー（敬称略）】
金澤（H16 年卒）、竹井（H20 年卒）、阿部（翔）（H21 年卒）、斎藤（H22 年卒）、津郷（H22 年卒）、小島（H23 年卒）、松崎（H23 年
卒）、森（H23 年卒）、結城（H23 年卒）、天野（H24 年卒）、石原（H24 年卒）、本橋（H24 年卒）
■■■新シーズンの展望■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
松崎 駿（平成 23 年卒）
こんにちは、H.23 年卒の松崎駿と申します。僭越ながら、今年度も陸上部コーチをさせていただいております。
今シーズンの展望を、インターハイ路線を中心に以下に記したいと思います。
男子短距離
部長の加藤正大(3)を中心に層が厚く人材が揃っている。昨年の秋に 100m を 11 秒 38 で走った彼は、そのスピードと持ち
前のスタミナをいかし今年度は 400m に挑戦。都大会での活躍を期待したい。また 4×100mR も勢いがある。追い風参考記
録ながら 11 秒4 をもつ川田吉弘(3)が復調し、公認記録は 11 秒後半だが記録以上の力をもつ渡辺敦之(3)と池田晃一(3)、ま
だ 2 年生で今年実力未知数の釜谷遼太郎(2)らの調子が上がってくれば、決勝も狙える位置だ。
2/4
Copyright © 2013 日比谷高校「星陵陸上倶楽部」

男子跳躍
なんと言っても今年度も一番の注目は短距離で先述した渡辺の棒高跳だ。1 年次より 4 大会連続で関東大会に駒を進め、
この春は既に自己記録を20cmも更新し、好調ぶりを窺わせている。南関東大会で4m70以上を跳んで勢いをつけ、インター
ハイでの入賞を期待したい。
走幅跳の池田も伸びてきている。この冬の練習で格段に実力をアップさせ、練習でも 6m を越える勢い。支部大会に流れを
上手く合わせられれば、都大会出場は十分に見えてくる。
男子中長距離
今のところ、都大会を確実とする者はいないが、実力以上のものを支部で出すことができれば可能性は十分にある。中で
も、春先の怪我で精彩を欠いている長距離の高島祐介(3)は実力があるだけに、復活を願う。また中距離の大湯裕希(3)も今
は丌調だが、最後の支部では力を出しきってくれることを私は期待したい。
女子短距離
両リレーに注目だ。4×400ｍR は昨年都選抜大会で 4 分 11 秒を出したメンバーが 3 人残っており、今年は更なる記録の
更新が期待できる。4 年ぶりに支部予選に出場する 4×100ｍR もメンバーは 4×400ｍＲと変わらず、都大会進出の可能性
は十分だ。
また個人種目では、エースの松村香穂(2)がどこまで調子を戻せるか。中学時代の実績はあるものの、昨年一年間は身体の
成長がとまり記録は停滞。動きのキレを出し、自らの手でスランプ脱出の糸口をつかむことが出来るかどうかが鍵となるで
あろう。今後の活躍を大いに期待したい新人である。
女子中長距離
競歩の秋葉なつみ(3)が関東大会進出へあと1歩だ。恵まれた長身をいかし入部当初より競歩を始め、2年の秋から記録は
鰻登り。関東大会のボーダーと言われる 30 分切りは目前だが、今年は都の競歩が非常にハイレベルなため、勝負強さに磨
きをかけて臨んでもらいたい。
現在の部員総数は 21 人。少数ながら、現在4 年連続関東大会にのべ 8 人が出場しており、うち入賞が 2 人と日比谷陸上
部は確実にレベルアップしてきています。そんな現役生の活躍は OB の方々のご支援によって支えられています。今後とも
あたたかい応援をどうぞよろしくお願いいたします。
■■■特集 最新のトレーニング事情について■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
今回、現役時代は長距離ブロックに所属し、現在はスポーツ科学を研究されている平成 12 年卒の大澤拓也さんに
執筆いただきました。
「やせたい」と健康のため、美容のため、そして競技力向上のために思う人は多い。様々な減量方法(いわゆるダイエット)
があるが、とりわけエネルギー摂取・消費のバランスが重要である。つまり「摂取を減らす」「消費を増やす」の組み合わせで
考える必要がある。
「消費を増やす」方法として、一般的にジョギングのような有酸素運動があげられる。走運動では、エネルギー消費量は
、
(ペースに関係なく)走行距離にほぼ比例する。一方、「脂肪燃焼量」はエネルギー消費量と脂肪利用率で決定されるため、運
、、
動時の脂肪燃焼量は「ややきつい」程度が最大となる。では、インターバルのような「きつい／かなりきつい」運動は脂肪を
燃焼させないのであろうか。確かに高強度運動時のエネルギー源は糖質のみであるが、運動時に分泌される成長ホルモン
、、、
により運動後に脂質燃焼量が急増する。「高強度運動ではやせない」は誤りであり、むしろ有酸素運動と組み入れるとよい。
■■■卒業生の近況（2） 平成 20 年卒■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
今回で第 2 回目となる「卒業生の近況」のコーナーです！
第2 回目は平成20 年卒のメンバーにお願いしました。平成20 年卒といえば、個人種目800m で 3 人が南関東大会に進出し
た世代です！皆、今はどのように過ごしているのでしょうか？
小泉 博比古
慶應義塾大学薬学部です。庭球部を引退し現在は研究室で毎日を過ごしています。来年度（4 月）からは東大農学部の研究
室に場所を移す予定です。
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小島 健太郎
東京理科大学大学院在学、修士 1 年。
現在は就活中です。就活の合間に研究も少しずつ進めています。
竹井 友規
一橋大学経済学部４年です。(今年3 月で卒業)大学ではテニスやっていました。今は最後のモラトリアムを楽しんで旅行など
行っています！暇で寂しいので飲み会など誘って下さい笑
後藤 郁夏人
今は東京大学理学部で物理の勉強をしています！今でもたまに趣味でランニングを続けています。
和田 昇
東京のアニメスタジオで制作をやっています。いまは企画も作っています。近い内に名前が載る予定です

笑

米田 奈央
東京外国語大学スペイン語専攻です。部活はフラメンコをやっています。3 年時には休学してバルセロナに留学していまし
た。5 年間の大学生活もあと少し、春から社会人です。
平成 20 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 21 年卒の皆さんにお願いする予定です。
■■■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丌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
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