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■■■ご挨拶■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部会長 金澤 学（平成 16 年卒）
会員の皆様、日頃から星陵陸上倶楽部の活動にご協力頂き、ありがとうございます。早いもので会長に就任してから丸 2 年間が
経ちました。皆様のご支援を頂きました為、若輩ながら会長を務めさせて頂きました。新体制になってから様々な新しい課題に挑
戦した一方、私自身も 4 月で社会人 5 年目を迎え、仕事と役員活動との両立に苦しんだ 1 年間でもありました。そのような状況でも
役員の皆様、会員の皆様のご支援、激励を頂きました。この場をお借りして御礼申し上げます。
さて、4 月 1 日より平成 27 年度が始まりました。この度、星陵陸上倶楽部総会を平成 27 年 5 月 30 日に開催いたします。皆様お
誘い合わせの上、是非ともご参加くださいませ。今後とも日比谷高校陸上競技部と新役員も加わって頂いた星陵陸上倶楽部の活動
をご支援頂きますよう、よろしくお願いいたします。

■■■新役員より一言■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
秋葉 なつみ （平成 26 年卒）
平成26年卒の秋葉と申します。現役時代は長距離と競歩をやっていました。現役時代にお世話になったので、これからは星稜陸上
倶楽部の役員として現役部員をサポートしていきたいと思います。よろしくお願いします。
枝吉 綾 (平成 27 年卒)
平成 27 年卒の枝吉綾です。現役時代は中距離をやっていました。微力ながら日比谷陸上部のお役に立てるよう努めていきたいと
思います！よろしくお願いいたします。

■■■今シーズンの展望！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
松崎 駿 （平成 23 年卒）
現役生のコーチをしております、H23 年卒の松崎駿と申します。5 年連続の関東大会出場が途切れ、昨シーズンはやや勢いがな
いように感じられましたが、その分冬期練習は、部員全員の気迫を感じ、シーズンの記録が楽しみになりました。全国総体路線を中
心に、今シーズンの展望を書かせていただきます。
【短距離】
最も活躍が期待されるのは、副部長の岡村希一だ。昨年、1年生ながら 400mH において都新人6位入賞を果たし、今シーズンは南
関東大会、全日本ユース出場へ向け期待がかかる。支部総体では 200m、400m での入賞も目標としているようだ。そんな岡村が
率いるマイルチームは、昨年の新人戦で 5 年ぶりの都大会出場を果たし、更に先月の今シーズン初戦でも、既にベスト記録を更新
し勢いがある。支部総体では、4 継の入賞も目標に加え、マイルでは更なるベストを出すことが期待される。日比谷歴代 1 位の記録
まであと 2 秒あまり。更新はなるだろうか。
また、岡村の他にも 110mH が 1 人、400mH が 2 人、3000m 障害が 2 人と、今年度は障害チームが充実している。支部での予選が
ない種目ではあるが、都大会参加標準記録の突破に向け、頑張ってほしい。
【跳躍】
昨年、都新人大会に出場した三段跳の原澤龍平が、今年は都大会決勝進出を目指す。記録こそ更新できていないものの動きは格
段によくなっており、駒沢の青タータンで予選通過記録の 13m50 を是非マークしてほしい。
また、女子では走高跳の古矢野々香も同じく決勝を目指している。1年次に都大会に出場したが、昨年は怪我に苦しんだ。今シーズ
ンも万全とは言えないが、最後の都大会で貯めていた底力を発揮してくれるであろう。
更に、棒高跳の下村晃功も入賞を狙う。数か月前より本格的に棒高跳に取り組み、目下成長中である。昨年卒業した偉大な先輩の
後を追い、都大会で活躍することを期待したい。
【中長距離・競歩】
800m の毎田優も、都大会での活躍を目標としている。中学時代から都大会で活躍できる実力を持ち、ここ最近はスプリント能力も
磨かれた。まずは支部総体で確実に入賞し、都大会で存分に力を発揮してほしい。
現在、部員は 3 年生 14 名、2 年生 8 名の 22 名。上に記したのは一部の選手で、他の選手も厳しい冬期練習を乗り越え、シーズン
の各大会に向けて確実に準備を進めています。私も、彼らを指導する立場になり早 5 年目を迎えました。今年度も、部員たちの活
躍を陰ながら支えていければと思っております。
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■■■現役補助費の内訳報告■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
会計担当 冨岡 薫 (平成 24 年卒)
昨年度も多くの皆様から会費や寄付金を納入頂きまして、誠にありがとうございました。皆様が納入して下さった貴重な資金の一部
は、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 26 年度の現役補助費の内訳報告をさせて頂きます。
・現役三年生引退式会場費代 3,920 円
・合宿レンタカー代 27,640 円
・夏季競技会レンタカー代(ポール運搬用) 10,472 円
・SONY SDHC メモリーカード(Class10)<SF-16NX 16GB>代 4,082 円×2 個= 8,164 円
・セイコーストップウオッチ 「プロスペックス スタンダード」 <SVAJ003>代 6,560 円
・セイコーストップウオッチ 「プロスペックス スタンダード」 <SVAJ005>代 6,760 円
・セイコーシステムプリンター専用ロールペーパー<S950>代 346 円
・トーエイライト スターターピストル(双発式) <G-1059>代 3,632 円
・代引き手数料(ロールペーパーとスターターピストル購入時) 324 円
以上、合計 67,818 円
今年度も皆様が納入して下さる会費や寄付金を基に、現役の選手達が陸上競技に励みやすい練習環境を作り、更なる躍進を遂
げてくれることを願っております。本年度も是非、会費の納入をよろしくお願い致します。

■■■合宿のお知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
例年同様、長野県・菅平高原にて夏季合宿を行います。今年は、7 月 26 日(日)～30 日(木)の 4 泊 5 日の日程となります。
現役生にとって合宿は一大イベントです。彼らの頑張る姿を、間近で見て頂きたく思います。参加のご検討をして頂ければ幸いで
す。毎年、最終日のエンドレスリレーは大変盛り上がります。OB・OG の方々には、応援に徹し盛り上げて下さる方、現役生を引っ張
って下さる方、現役生と争ってご自身も楽しく走られる方等様々な形でご参加頂きました。
今年も是非、皆様にご参加頂ければと思います。

■■■特集■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
☆ランニングシューズのマーク☆
辛島 利彦 (平成２１年卒)
アシックスの縦横二本ずつの線、ミズノのランバードマーク、アディダスの三本線。どのメーカーもランニングシューズの左右両
側に、ブランドとしてのシンボルであるマークを付けています。「あのシューズはアシックスのだ。」と一目で分かるようになってい
ますね。しかしあのマークは単なるシンボルではなく、とても重要な役割を果たしていました。それはシューズの補強です。
着地の瞬間、足が左右にぶれてしまうと、足首や膝に負担がかかり怪我をしやすくなってしまいます。また足が内側、または外側
に傾きすぎるのも危険です。そこで、安定した着地と体重移動が行えるように、シューズにはさまざまな補強が施されています。そ
の補強の一つとしてブランドのマークが使われています。シューズの両側にマークを貼ることで足をしっかりと包み込み、左右にぶ
れないようにしています。
シューズメーカーは、細かいところまでよく考えてランニングシューズを作っているのですね。あのマークのおかげでぶれずにま
っすぐ走れるようになっていたとは驚きです。
☆オリンピックの「レガシー」☆
入江 真希 （平成 25 年卒）
リオ五輪を来年に控えているということで、今年も昨年度の特集に続きオリンピックに関する話題をピックアップしてみました。レ
ガシーという言葉は聞き覚えが薄いかもしれませんが、オリンピックの開催に伴って生み出されて社会に残る「遺産」のことだそう
です。良いレガシーの例を挙げると、私たちの身近なところでは首都高や新幹線、陸上部としてなじみの深いところでは駒沢オリン
ピック公園なんかが 1964 年の東京オリンピックのレガシーにあたります。最近ではオリンピックの候補地を選ぶときにもこのレガ
シーが注目される要素になっているそうです。ちなみに、2020 年の東京オリンピックではレガシーとして新しいスポーツ施設を市
民に向けて残すことや、健康的なライフスタイルやエコロジーの根付いた街づくりが掲げられています。陸上部が利用できるような
施設や制度が充実することに期待したいところですね。競技以外の部分でオリンピックがどんな影響をもたらしているのか考える
のもオリンピックの楽しみ方の一つかもしれません。

■■■第 4 回：平成２４年卒の近況■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【阿部 一毅】
現在大学三年で、就職活動をしています。大学に入ってから陸上からは離れてしまったのですが、中学生の弟が陸上を始め、走高
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跳をやっているので時折コーチのようなことをしています。またいろいろと落ち着き次第、身体を動かしたいと思っております。
【天野 建】
ただいま、ぜっさん就職活動中の身にあります早稲田大学教育学部の天野建です。大学では森林保全ボランティアやテニスサー
クルで汗を流しております。今後は新たなランニングコースの開発や京都旅行をするのを楽しみにしながらも、就活も楽しんで参り
たいと思います。
【石原 あゆみ】
現役生と一緒に毎日活動しています。楽しいです。
【陳 許】
現在、早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科に所属しています。日々レポートと課題に追われる毎日ですが、友人にも恵まれ
て、充実しています。
【土肥 志歩子】
平成 24 年卒、現役時代は短距離をやっていました、土肥です。現在は将来に向けて、大学で法律を学んでおります。
陸上は大学の同好会で選手として何だかんだ今でも続けています。現役時代にはできなかった４継を組み、同好会記録を更新中
です。なかなか時間がとれず、高校の部活の方へは顔出しできませんが、時間さえできれば練習や大会等にも顔出しできたらい
いな、と思っています。
【冨岡 薫】
華の慶應大学文学部人文社会学科倫理学専攻 3 年に無事に進級致します、冨岡薫と申します。現在は星陵陸上倶楽部の会計を担
当させて頂いております。現役時代は中距離を中心に色々な競技にチャレンジしていましたが、今はのんびりジョグなどをして、走
ることを楽しんでおります。
【橋本 奈穂】
やっと自分のやりたい事を見つけ、そのために勉強しています。
【平野晃平】
今は千葉大学で建築の勉強をしています。今年は山登りに挑戦したいです。
【本橋 克弥】
H24 卒の本橋です。今では雪陵会に入りスキー三昧の生活をしています。将来は獣医師になることにしました。精進いたしますの
で今後ともよろしくお願いします。
【野本 拓見】
ただいま就活中です。

■■■寄付金を頂きました方のご紹介■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
冨岡 薫 (平成 24 年卒)
平成 26 年度、寄付金を納入してくださった下記の方々に厚く御礼申し上げます。
山邉 廣重 様（昭和 42 年卒）
権田 基 様（昭和 49 年卒）
津久田 昭雄 様（昭和 50 年卒）
慶林坊 智 様（昭和 51 年卒）
會田 勝康 様（昭和 57 年卒）
西 純子 様（昭和 59 年卒）
村上 予志夫 様（昭和 60 年卒）
金澤 学 様（平成 16 年卒）
辛島 利彦 様（平成 21 年卒）
松崎 駿 様（平成 23 年卒）
冨岡 薫 （平成 24 年卒）
御陰様をもちまして、昨年度も現役生の陸上競技活動を円滑に進めることができました。今年度も何とぞ、ご理解とご協力のほど、
よろしくお願い致します。

■■■平成 26 年度総会ハガキメッセージのご紹介■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
金澤 学（平成 16 年卒）
昨年度の総会ハガキにご記入頂いたメッセージを記載させて頂きます。多くの方々よりメッセージを頂き、誠にありがとうござい
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ました。今回、皆様のメッセージへ役員よりお返事をさせて頂く形で掲載させて頂きました。
名誉顧問 各務 順二先生
【メッセージ】
6 月に入って私の母親の状況が思わしくなく、落ち着かずバタバタしおります。
【役員よりお返事】
・ご連絡頂き、誠にありがとうございました。現役の時、大変お世話になりました。徐々に寒くなってきましたので、お身体に気をつ
けてお過ごし下さいませ。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．現役時代はお世話になりました．機会があればまたお会いしたいです。（平成 22 年卒
小松 寛）
・ご連絡いただき、ありがとうございます。冷たい風が見に染みる季節ですが、現役生たちの活躍するエネルギーが、少しでも届け
ば幸いです。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 27 年卒 北川 菅雄様
【メッセージ】
もっか、病気リハビリ中です。会員の皆様によろしく。
【役員よりお返事】
・いつもご支援頂き、誠にありがとうございます。今年度も現役生と会員の皆様との交流の場を様々な場面で創っていきたいです。
今年度もよろしくお願いいたします。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．リハビリ中とのことですが，早い快復を祈っております．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。ますます寒さが厳しさを増す時期になりますので、風邪にもお気をつけてお過ごしく
ださいませ。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。我ら役員一同、明るい陸上部のニュースを皆さんにお届けできるよう、力をあわせていき
ます。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 28 年卒 古寺 博様
【メッセージ】
より上の大会に出場するよう活躍を期待します。今年の総会は他の行事と重なり欠席します。
【役員よりお返事】
・いつもご支援ありがとうございます。皆様のご支援があってこそ現役生の活動が盛んになっております。今年度の総会にはご都合
よろしければ是非いらしてくださいませ。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．現役部員が上の大会に出場できるようＯＢ会でもサポートをしていきますので応援よろし
くお願いします．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。より上の大会に出場できるよう役員も精一杯サポートする所存です。(平成 24 年
卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。現役生が何の心配もなく、上位の大会への進出を目指せるよう、役員皆でしっかりサポー
トしていきます。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 29 年卒 塚田 實様
【メッセージ】
いつもご連絡ありがとうございます。会報楽しみに拝見しております。総会には出席できませんが、ご盛会を祈っております。
【役員よりお返事】
・いつもお世話になっております。会報を楽しみにしてくださっているというお言葉は、とても嬉しいですし、励みになります。今年度
の会報も色々と工夫をしてまいります。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．会報の内容をより充実させるよう努力していきます．今後ともよろしくお願いします．（平
成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。また会報をご覧になっていただき、ありがとうございます。今後も会報にて情報を発
信して参りますのでご覧くださいませ。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。会報を読んでいただき、とても嬉しいです。今後も現役の活動を中心に、元気のでる会報
を発行していきます。(平成 24 年卒 平野晃平)
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昭和 31 年卒 杉村 肇様
【メッセージ】
日比谷高卒で箱根駅伝を走ったのは多分私だけでは？
【役員よりお返事】
・箱根ランナーでいらっしゃったのですね！是非お話を伺いたいですし、現役生にも経験談をお話して頂きたいです。（平成16 年卒
金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．今後日比谷高校卒の箱根ランナーが増えてきてほしいものですね．ご都合がよろしけれ
ば高校駅伝の応援にもいらしてください．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。
杉村さまに続けるよう、より日比谷陸上部を盛り上げて参ります。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。箱根駅伝を走った先輩がいらっしゃったことにとても驚きました。いつか、その当時のお
話を聞きたいです。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 36 年卒 岡本 正宏様
【メッセージ】
日比谷高校陸上競技部のご活躍を祈念致します。
【役員よりお返事】
・ありがとうございます。現役生の活躍を皆様と支えていきたいです。また、現役生との交流の場を増やしていきたいと思っており
ます。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．現役部員が力を発揮できるようＯＢ会も尽力しますので，応援よろしくお願いします．（平
成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。日比谷陸上部の発展を目指し、頑張って参ります。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。先輩方の思いを胸に、我ら役員一同、現役生とともに日比谷陸上部を盛りたてていきたい
と思います。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 40 年卒 片山 仁志様
【メッセージ】
前回のオリンピックが日比谷３年生でした。昔を懐かしみ、皆様方のご活躍をお祈りしております。
【役員よりお返事】
・今回東京でのオリンピックが決まったことはまさに歴史的な出来事ですね。今年度の総会へのご参加も是非ご検討くださいませ。
（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．次回のオリンピックで陸上競技に興味を持つ人が増えるのではないかと期待しています．
今後も応援よろしくお願いします．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。再び東京でのオリンピック開催が決まり盛り上がっているなか、日比谷陸上部も盛り
上がりを見せていけるよう頑張って参ります。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。2020 年の東京オリンピックが今から待ち遠しいです。陸上競技で、日本にはぜひメダル
をとってほしいです。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 51 年卒 荒井 彰夫様
【メッセージ】
元気に暢気生活をしています。役員の方々大変ご苦労さまです。現役部員の皆さんの活躍と良い記録をいつも祈念しています。
【役員よりお返事】
・ありがとうございます。私も健康のため、地元の小さなトレーニングルームで筋力トレーニングをし、高校の夏合宿に参加させて
頂いております。是非とも総会にもお越しくださいませ。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．現役部員の活躍をお伝えできるよう，役員会としても努力しますので応援よろしくお願い
します．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も会報やホームページを通じて現役部員の記録をお伝えして参りますので、ぜ
ひご覧くださいませ。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。今後も、現役生の自己ベスト更新のために、役員皆でサポートし、現役生の活躍を発信し
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ていきたいと思います。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 52 年卒 末成 ひとみ様
【メッセージ】
ご連絡ありがとうございます。いつも会報を楽しみにしております。総会にも参加させていただきたいとぎりぎりまで悩んでおりま
したが、当日仕事のため残念ながら欠席させていただきます。皆様お元気でご活躍ください。
【役員よりお返事】
・昨年度はお仕事ということでお会いできず残念でした。今年度の総会では是非お会いしたいです！今年度もよろしくお願いいたし
ます。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．総会でお会いできず残念でしたが，会報等で活動状況をお知らせいたしますのでお目通
し頂ければ幸いです．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。お仕事お疲れ様です。この時期は体調を崩しやすい時期ですので、末成様も体調に
はお気をつけてご活躍くださいませ。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。もしご都合が合えば、次回の総会に来ていただけると嬉しいです。交流会も兼ねている
ので、お待ちしております。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 58 年卒 小林 宣洋様
【メッセージ】
地域別大会のために欠席させていただきます。今年、東京マラソンに当選し、3時間53分18秒で完走できました。これくらいで走
れるなら、星陸 AC で出場すれば良かったなぁ～などと思っています。皆さんの活躍を期待しています。
【役員よりお返事】
・いつもお世話になっております。すばらしい記録ですね！今年度は是非星陸 AC としてよろしくお願いいたします。（平成 16 年卒
金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．フルマラソン 4 時間を切るのはすごいですね．星陸ＡＣの活動にも参加いただけると嬉し
いです．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。サブ 4 おめでとうございます。ぜひぜひ、次回は星陸 AC で出場くださいませ。(平成
24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。私もマラソンに挑戦してみたいと思っていますが、なかなか手が出ません。いつか、挑
みたいです。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 59 年卒 西 純子様
【メッセージ】
いつもご連絡を頂き、有難うございます。総会当日は西先生、私共に仕事の為伺えません。皆様の御活躍を心よりお祈り申し上げ
ます。
【役員よりお返事】
・いつもご支援頂き、ありがとうございます。今年度の総会は 5 月 30 日になります。ご都合よろしければ、是非ともご参加くださいま
せ。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．今後も現役部員の結果等をお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします．（平成 22
年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。お仕事お疲れ様です。今後、お会いできることを楽しみにしてお待ちしております。
(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。今後も、総会は毎年実施されるので、もしご都合が宜しければぜひ来ていただきたいで
す。お待ちしております。(平成 24 年卒 平野晃平)
昭和 62 年卒 新井 智久様
【メッセージ】
高校時代は短距離でしたが、今は超スロージョギングをしています。去年は四万十川 100 キロを 14 時間かけて楽しみました。
【役員よりお返事】
・私も高校時代は短距離でしたが、100km ジョギングはまだまだ先の長いお話です…。かなり練習されたのでしょうか。夏合宿や
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対抗戦等にも是非ともご参加くださいませ。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．100キロとは私には想像できない世界です．ＯＢでも皇居駅伝等に出場しておりますので
ぜひご参加ください．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。私は四万十川に行ったことはないのですが、とても綺麗と聞きますからいいですね。
私も機会があるときにしてみたいです。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただきありがとうございます。私もマラソンに挑戦したいのですが、少し体力が追い付かないので、スロージョギングか
ら始めてみます。(平成 24 年卒 平野晃平)
平成 2 年卒 横川 史子様（旧性：江口）
【メッセージ】
御連絡ありがとうございます。随分と立派な会に成長していますね。当時すごいなぁ…と憧れていた先輩方や私の記録はまだ十
傑に載っているかしら？気になります。来年は平成 2 年卒が総会に多く出席するのでしょうか？久しぶりに会いたいです。
【役員よりお返事】
・ありがとうございます。横川さんはハードルで素晴らしい記録を残されていらっしゃるのですね！北の丸公園で行われた皇居駅伝
の記録は今も残っております。今年度は是非総会に皆様お誘い合わせの上、お越しくださいませ。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．十傑は随時更新しており，ＨＰや会報で確認できます．来年はぜひ総会にご参加ください．
（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。十傑はホームページに載っておりますので、ドキドキしながらご覧下さい。また総会
にはぜひ、いらしてくださいませ。お待ちしております。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。十傑は最新版が今後発信されるので、楽しみにお待ちいただければ幸いです。総会にも
ぜひいらしてください。(平成 24 年卒 平野晃平)
平成 5 年 木我 真基様
【メッセージ】
みなさんのご活躍お祈りしております！
【役員よりお返事】
・ありがとうございます。会員の皆様で力を合わせ、より良い会を目指します。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．現役部員が全力を尽くせるようＯＢ会でも努力していきますので応援よろしくお願いしま
す．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。日比谷陸上部を盛り上げるためにも微力ながらサポートして参ります。(平成 24 年
卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。我ら役員一同、現役生が活躍できるように、あらゆる努力をしていきたいと思います。(平
成 24 年卒 平野晃平)
平成 10 年卒 鈴木 紘一様
【メッセージ】
１年生の時から都の選抜強化合宿に参加したのが自慢です(笑)
【役員よりお返事】
・ご無沙汰しております。素晴らしいですね！私は選抜強化合宿に参加したことはありませんが、マイルリレーで都大会に進出した
のは良い思い出です。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．選抜合宿参加者が増えるよう現役のサポートをしていきますので応援よろしくお願いしま
す．（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。１年生の時からはすごいですね。ぜひ、選抜強化合宿のお話を伺いたいです。(平成
24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。都の合宿への参加を目指している現役生も多いので、当時の経験談などをいつかお聞か
せいただけると嬉しいです。(平成 24 年卒 平野晃平)
平成 15 年卒 田村 めぐみ様（旧性：葛山）
【メッセージ】
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卒後何年たっても日比谷高校陸上部の様子を知ることが出来、とても嬉しいです。“すてきな この時”を楽しんで頑張ってください
(^-^)
【役員よりお返事】
・ご無沙汰しております。現役時代は大変お世話になりました。『いま』という瞬間を大切に過ごしたいです。今年度も総会や対抗戦
等、情報をお伝えしますので、お会いできる日を楽しみにしております。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．現役部員の大会結果等をできる限り早くＯＢＯＧの皆様に連絡できるよう努力いたします．
（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も会報やホームページを通じて日比谷陸上部を発信していきますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。私も陸上部での三年間は何よりも大切な一時であったと感じます。もし宜しければ、総会
にもいらしてください。(平成 24 年卒 平野晃平)
平成 15 年卒 安永 隆洋様
【メッセージ】
お返事が遅くなってしまい大変申し訳ありません。昨年 11 月は久し振りにお会いできてうれしかったです。
【役員よりお返事】
・ご連絡ありがとうございます。現役時代は大変お世話になりました。私も昨年の 11 月にお会いできてとてもうれしかったです。今
年度も様々な場面でお会いできるのを楽しみにしております。総会にも是非ともご参加くださいませ。（平成 16 年卒 金澤 学）
平成 23 年卒 後藤 瞳希様
【メッセージ】
いつもありがとうございます。会報には現役のことがたくさん載っていて、面白く読ませて頂きました。都大会出場へ向けて応援し
ております★
【役員よりお返事】
・ありがとうございます！会報は毎回役員の皆で特集等を考え、発行させて頂いています。「こんな企画があったら良い」というよう
なご意見等も頂けるとうれしいです。（平成 16 年卒 金澤 学）
・ご連絡いただきありがとうございました．会報の内容をより充実させられるよう努力していきますので応援よろしくお願いします．
（平成 22 年卒 小松 寛）
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。そして、お久しぶりです。今後も現役部員への応援どうぞよろしくお願いいたします。
(平成 24 年卒 天野建)
・ご連絡いただき、ありがとうございます。現役時代は、なにかと迷惑をおかけしました。これからも、現役の活躍を見守っていただ
けたらと思います。(平成 24 年卒 平野晃平)

■■■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、誠に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。
また、今年度より振込先が下記のように変わりましたので、よろしくお願いいたします。
＜年会費＞
社会人 3500 円
学生 1000 円
＜振込先＞
みずほ銀行 赤坂支店（店番号 539）普通口座 2261011
口座名義：星陵陸上倶楽部 （セイリョウリクジョウクラブ）

■■■編集後記■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
竹井 友規 （平成 20 年卒）
今回会報第 28 号を作るにあたりまして、会報チーム含め多くの方に協力頂きました。どうもありがとうございます。私も役員会に
入って７年程が経ちますが、現役時代に被っていなかった世代の方も役員となり共に活動していますと、世代を超えて日比谷陸上
部の繋がりがあるのだと感慨深く思います。今後も会報等通して日比谷陸上部の活躍をご報告させて頂きますので、引き続き
OBOG の方々には現役生のご支援を宜しくお願い申し上げます。
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