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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。先日、平成27年度役員で総会に向けての打
合せを実施致しました。これまで長い間役員活動を支えてくれた後輩達が抜け、チーム編成も難航致しました。その一方で、新た
な若い力も加わり、平成 28 年度も活動していきます。私自身としては、今後の星陵陸上倶楽部を担っていく後輩達の育成をテーマ
に、今年度は取り組みたいと思います。
さて、4 月 1 日より平成 28 年度が始まりました。この度、星陵陸上倶楽部総会を平成 28 年 5 月 28 日(土)に星陵会館にて開催い
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。現役生幹部も参加予定となっております。
また、今年度より会員の皆様からもご要望を頂きました郵便振替口座を復活させました。詳しくは同封いたしました「新規口座開
設のお知らせ」をご覧くださいませ。
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。どうぞよろしくお願いいたします。

■■■新役員より一言■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
神津忠寿（平成２７年卒）
初めまして。平成27年卒の慶應義塾大学文学部の 2年生の神津忠寿です。現在も、陸上同好会で、長距離種目を、続けています。
このたび、役員会の人事の役職に就くことになりましたので、よろしくお願いします。
河原健二郎（平成２８年卒）
今年度、新しく役員に就任いたしました、平成 28 年卒の河原健二郎です。現役時代は主に 1500m や 5000m に取り組み、部長と長
距離ブロック長を兼任していました。微力ではありますが、現役部員の活動の一助となるよう、精一杯支えていきたいと思います。
宜しくお願い致します。
守屋厚志（平成２８年卒）
今年度から星陵陸上倶楽部役員として活動させていただきます、平成 28 年卒の守屋厚志です。現役時代は短距離のロングスプリ
ントを中心に活動し、副部長兼短距離ブロック長も務めていました。若さを活かして現部員のサポートになれるよう尽力したいと思
います。至らないところもあると思いますが宜しくお願い致します。

■■■昨年度の好記録■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陸チームリーダー石原あゆみ（平成２４年卒）
昨年度の好記録をご報告させて頂きます。
（【 】内の写真の番号は巻末の写真を示したものですので併せてご参照ください。）
都総体 2015 年 5 月 9 日㈯～10 日㈰、16 日㈯～17 日㈰
岡村希一(2) 400mH 54”87 5 位入賞 南関東大会進出

【写真①】

学年別大会 2015 年 6 月 6 日㈯～7 日㈰ 【写真②】
4×400m リレー 3’24”80 日比谷歴代十傑 1 位
守屋厚志(3)-毎田優(3)-原澤龍平(3)-岡村希一(2)
南関東大会 2015 年 6 月 19 日㈮～22 日㈪
岡村希一(2) 400mH 55”60 予選 1 組 6 位
都新人 2015 年 9 月 20 日㈯～22 日㈪
岡村希一(2) 400mH 54”42 2 位入賞 関東新人大会進出
110mH 16”03(-1.6) 7 位
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全日本ユース 2015 年 10 月 16 日㈮～18 日㈰
岡村希一(2) 400mH 55”66 予選 4 組 7 位
関東新人大会 2015 年 10 月 24 日㈯～25 日㈰ 【写真③】
岡村希一(2) 400mH 55”18 4 位入賞

昨年度は岡村君の個人種目での活躍、そして 26年ぶりとなるマイルリレーの十傑更新が注目されました。今年度は岡村君に加え、
男子中長距離種目で好記録が出ることが予想されます。
大会結果は星陵陸上倶楽部ホームページ及びフェイスブックにて随時お知らせ致します。今年度も現役生へのご声援を宜しくお願
い致します。

■■■今シーズンの展望！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
石原 あゆみ （平成 24 年卒）
平成24年卒の石原あゆみです。5年間現役生を指導して下さった松崎駿コーチより引き継ぎ、今年1年陸上部のコーチをさせて
頂くこととなりました。未熟者ではございますが、松崎コーチより学んだ知識と経験を活かし、現役生の役に立ちたいと思っておりま
す。よろしくお願い致します。
現在現役生は、3 年生7 名、2 年生6 名の計13 名で活動しております。全員が支部総体入賞、そして都大会進出以上を目標に掲
げており、少ない人数ながらも勢いのあるチームです。全国総体路線の展望を書かせて頂きます。
【短距離】
最も注目されるのは、昨年 400mH で南関東大会、新人関東大会、全日本ユースと大きな舞台を経験し着実に力を伸ばしてきた
岡村希一(3)だ。しかし昨シーズン最後に故障し、この冬は思い通りの練習ができずにいた。春先まで引きずり、いまだに十分な練
習ができていない。入部当初から実力があり、早くからインターハイでの活躍を目標としていた岡村。自身の目標達成、そして日比
谷高校陸上部史上 2 人目のインターハイ出場に期待がかかる。ここから立て直し、万全な状態で総体路線を戦っていけることを期
待したい。
また、岡村の再起は 4 継・マイル両リレー種目にも関わってくる。4 継の入賞、そしてマイルの 4 大会連続の都大会進出が叶うかど
うか。そのためにはリレーチームとしてのレベルアップも必須となる。
【中長距離】
昨年、1 年生ながら参加標準記録を突破し、都新人大会で 3000m 障害に出場した鈴木洋太郎(2)と三輪岳輝(2)が、それぞれ
5000m、1500m で都大会進出を目指す。また、2 人と共に練習を行っている三藤陵根(2)はスプリント力を活かし 800m で支部総体
上位入賞を目標としている。長距離強豪校が数多くいる第一支部の中でどれだけ勝負することができるか、大いに注目したい。
女子では 800m の中村玲菜(3)も都大会進出を目指している。昨年秋は、0.05 秒及ばず涙をのんだ。苦手としていたロングの練習
を乗り越え、体力面・メンタル面共に一回りも二回りも成長している。3 年生の意地で何としてでも都大会進出を勝ち取ってほしい。
【跳躍】
都大会常連となりつつある棒高跳の菅原壱成(3)が最後の都大会で入賞を目指す。大幅な自己ベスト更新が必須となるため、都
大会では今までの練習の成果を十二分に出してもらいたい。
走幅跳では、昨シーズン半ばに 5m95 をマークした山口晃一(2)と 4m83 をマークした森田琴子(3)が都大会進出を目標とする。
今シーズンの試合ではまだ好記録をマークできていないため、支部総体当日にどれだけ調子を合わせてこられるかが鍵となるだ
ろう。
【投擲】
沼禎之介(2)は砲丸投、円盤投で支部総体入賞を目指し、円盤投は日比谷歴代十傑の更新にも期待がかかる。来年の勝負に向け
て、今年どこまで記録を伸ばすことができるだろうか。
後述する混成競技者の佐藤勇介(3)は、得意とする砲丸投、やり投での入賞を目標としている。
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【混成競技】
1年時より都大会出場の経験がある佐藤勇介の、最後の総体路線に期待がかかる。選んだ種目は八種競技。初めて出場した試合
で途中棄権という苦い思いをしたことをきっかけに、八種競技でのリベンジを誓った。怪我に泣かされ続け、今シーズンも万全とは
言えないが、まずは都大会で今まで貯めていた底力を発揮してほしい。そして、偉大なコーチを超えることができるだろうか。
総体支部予選は、4 月 23 日㈯、24 日㈰大井陸上競技場にて行われます。現役生の健闘にご声援をお願い致します。

■■■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 27 年度の現役補助費の内訳報告をさせて頂きます。
【現役補助費】
・アルプロントップアスリート（プロテイン）代 10,886 円
・三年生引退式会場代 3,920 円
・スポーツドリンクパウダー代(①) 2,400 円
・関東総体バス運転手心付け代 3,000 円
・スポーツドリンクパウダー代（②） 2,388 円
・合宿ガソリン代 5,365 円
・現役ミーティング資料印刷代 2,640 円
・関東新人電車代（2,000 円×9 人） 18,000 円
・関東新人タクシー代 2,620 円
・現役ミーティング会場代 1,170 円
・ウエイトリストストラップ代 1,280 円
・スポーツドリンクパウダー代（③） 4,212 円
セラバンド（チューブ）代 〈赤〉1,759 円 〈青〉2,114 円 〈黒〉2,127 円
→送料 594 円
・テント代 9,720 円
【特別会計】
・関東総体バス代 60,210 円
以上、合計 134,405 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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
イベントチームリーダー 平野 晃平（平成２４年卒）
今夏も日比谷高校陸上競技部は、秋の新人戦へ向けて夏合宿を開催いたします。普段とは全く違う練習環境ということもあり、
OB・OG の皆様の力をお借りしたく思います。走れる方はもちろんのこと、マネージャーさんのサポートとして参加していただける方
も大大大歓迎です。
場所：富士見高原（昨年の菅平高原から変更になりましたので、ご注意ください）
日時：７月下旬から８月上旬の間で３泊４日
現時点では上記のことしか決まっておりませんので、詳しいことに関しては、現役生や役員会からのアナウンスをお待ちください。
合宿所の地で是非お会いできればと思います。よろしくお願い致します。
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■■■特集■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バネって何なんだ？
会報チーム 渡邊淳之（平成 26 年卒）
陸上競技を始めとするスポーツにおいてよく耳にする「バネ」という言葉。なんだか抽象的で今一つその実態が掴めないという方
がいらっしゃるかもしれません（いらっしゃらないかもしれませんが）ので、跳躍競技者である僕にとって非常に馴染み深い「バネ」
というものについて勝手に述べさせていただきます。
辞書で「バネ」と調べると「弾性を利用してエネルギーを吸収または蓄積する機械要素。湾曲やねじれに対して十分な強さをもつ
材料を云々、、、」とあります。変形することによってエネルギーを蓄積するもののことをバネと呼ぶのですね。では生体における
バネとは何のことを指すのでしょう。最もわかりやすいアキレス腱を例に説明させていただきたいと思います。
アキレス腱は腓腹筋、ヒラメ筋という二種類の筋肉を踵の骨に付着する橋のような役割を担っています。縦方向に伸縮性、弾性
を有しており、非常に強靭です。これが変形することでエネルギーを溜め込むことができます。皆さんがその場でジャンプするとき、
足首が底屈（足の甲が前を向く状態）するかと思いますが、これは腓腹筋とヒラメ筋が収縮することによって起こるものです。ジャン
プするときは一度踏み込みますが、実はこのとき既に筋は収縮を始めています。しかし踵は地面に着いたままなので筋と腱を合
わせた長さは変化していません。筋と腱の合計の長さが変化していないのに筋が収縮しているということは必然的に腱は伸張して
いるわけです。このときアキレス腱には所謂「バネエネルギー」が溜め込まれているのです。これを解放することで生体は爆発的
な力を得ています。筋の収縮のみに頼るのではなく腱のバネ弾性を利用することで運動効率を高めているのですね。この腱の弾
性は非常に強靭で、走り幅跳びや走り高跳び等の跳躍種目の踏切時に地面にかかる力は 1 トンを越えます。その大きな力を、身体
を上昇させより高く遠く跳ぶための運動に、助走から移行させる動作が踏切であり、そこで重要な仕事をするのがこの生体バネな
のです。
バネエネルギーはバネ定数ｋとバネの伸張距離ｘで決まりますが、このｘを稼ぐことができるためアキレス腱の長い黒人選手は
陸上競技において有利と言われるわけですね。またバネ定数のｋの方もトレーニングによって鍛えることが可能で、我々跳躍競技
者は日々その鍛錬に励んでいるわけでございます。

■■■第 5 回：平成 19 年卒の近況■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
星陵陸上倶楽部副会長 松崎 駿（平成 23 年卒）
こちらでは平成１９年卒の方の近況について紹介させていただきます。
お忙しい中ご協力ありがとうございました。
【渡辺要】
2015 年 10 月より北米出向中。日本の労基法の及ばぬ地で週 8 日間働く充実した日々を送っています。
アメリカンな食生活に加え、超ド田舎のため移動は全て車という環境ですが、幸いまだ体重はキープしています。アメリカ南部の田
舎暮らしを意外と楽しむ今日このごろです。
【松井遥平】
社会人生活も 4 年目に突入しましたが、特に変わらない日々を過ごしております。新製品が出たら宣伝するので買ってください（笑）
【大石茜】
大学生活 10 年目突入。博士論文に向けて研究を続けつつ、スキーとフルマラソンを楽しんでいます。

■■■寄付金を頂きました方のご紹介■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
会計担当 冨岡 薫 (平成 24 年卒)
平成 27 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。
古寺 博 様（昭和 28 年卒）
権田 基 様（昭和 49 年卒）
津久田 昭雄 様（昭和 50 年卒）
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荒井 彰夫 様（昭和 51 年卒）
慶林坊 智 様（昭和 51 年卒）
新田 慈子 様（昭和 51 年卒）
村上 予志夫 様（昭和 60 年卒）
有田 史昭 様（平成 12 年卒）
金澤 学 様（平成 16 年卒）
松崎 駿 様（平成 23 年卒）
※平成 28 年 4 月 5 日現在
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 27 年度総会ハガキメッセージのご紹介■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
人事チーム 枝吉 綾（平成 27 年卒）、イベントチーム 守屋 厚志（平成 28 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いただきます。多くの方々よりメッセージを頂き、誠にありがとうござ
いました。皆様のメッセージへ役員よりお返事をさせていただく形で掲載させていただきました。
昭和 36 年卒 岡本 正宏様
【メッセージ】
今回の如蘭会報の写真(P.36)を拝見しました。皆さん元気そうで何よりです。日比谷高校陸上部の現役皆さんのご活躍と星陵陸
上倶楽部の益々のご発展を祈ります。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。現役部員がより一層活躍していけるよう、サポートしてまいりたいと思います。(平成
27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。今後日比谷高校陸上部がより良い成績を残せるよう力を合わせていきます。(平成 28 年
卒 守屋 厚志)
昭和 36 年卒 松浦 孝之様
【メッセージ】
陸上競技部と直接関係のない話で申し訳ありませんが、先日如蘭会の求めに応じて星陵17号を寄贈しました。会では20号と21
号も求めています。1962～64(昭和 37～39)年卒の在校時ですので、該当する方は調べてみてください。
如蘭会連絡先 03－3581－1929 如蘭会の受付：月火木金 10 時～17 時(除 13 時～14 時)
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。日比谷高校の繋がりはとても素敵だと感じました。陸上競技部においても歴史を繋げ
ていけるよう、今後も努めてまいりたいと思います。(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。会報がそんなに歴史のあるものだと知って驚きました。これからもしっかり続けていける
よう頑張りたいと思います。(平成 28 年卒 守屋 厚志)
昭和 44 年卒 近藤 滋様
【メッセージ】
昨年 S44 年卒陸上部 OB 会開催 H27,2,22 東京マラソン完走
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。東京マラソン完走おめでとうございます。私も走れる距離をのばしていきたいです。
(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。マラソン完走おめでとうございます。これからもお身体に気をつけてお過ごし下さい。(平
成 28 年卒 守屋 厚志)
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昭和 46 年卒 原田 直様
【メッセージ】
フルマラソンに挑戦していますが最近は 1 年に 1 分程度しか短縮できません。2014 年度は 3 時間 4 分 13 秒(つくば)
サブスリー達成まで頑張ります。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。もうすぐサブスリーとはすごいですね！陰ながら応援させていただきます。(平成 27
年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。現部員の方もより良い記録を出せるよう、全力で支援していきます。(平成 28 年卒 守屋
厚志)
昭和 50 年卒 鈴木 美香子様
【メッセージ】
神戸市に単身赴任中のため欠席させていただきます。ご盛会をお祈りいたします。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。いつか総会等でお会いできることを楽しみにしております。(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。単身赴任で忙しいかもしれませんが、会報により現部員の活気が伝わると幸いです。(平
成 28 年卒 守屋 厚志)
昭和 55 年卒 寺田 研治郎様
【メッセージ】
ご連絡ありがとうございます。大阪で単身赴任を始め、4 年目に入りましたが気楽な生活をエンジョイしています。現役の皆様の
活躍を遠くからお祈りしています。がんばってください。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も現役生の活躍をお伝えしていけるよう努めてまいります。(平成 27 年卒 枝吉
綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。現部員も楽しく実りある活動を行えるよう尽力します。(平成 28 年卒 守屋 厚志)
昭和 57 年卒 會田 勝康様
【メッセージ】
“陸上”という運動を離れてうん十年、本業以外の葛飾区青少年委員の職にプラスして、保護司(ボランティアの保護観察官)や東
京都公安委員会の警察署協議会委員等の活動で日々忙しくしております。そんな中でも、息抜きとして先日「相棒13」の最終回に捜
査一課刑事＆弁護士役で出てきました。現役のみなさんが頑張れるのも、この OB のしっかりした組織があるからこそと思っており
ます。今後とも会運営のため、よろしくお願いいたします。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。微力ながら、今後も現役部員をサポートしていけるよう努めてまいります。(平成 27
年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。私も「相棒 13」は見ていたので驚きです。現部員により良い支援が行えるよう頑張ります。
(平成 28 年卒 守屋 厚志)
昭和 60 年卒 長谷川 央様
【メッセージ】
ご連絡ありがとうございます。今年は卒業して 30 年になりますが、元気でなんとかやっております。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。季節の変わり目ゆえ、くれぐれもご自愛くださいませ。(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。寒さはだいぶ和らいできましたがこれからもお身体に気をつけてお過ごし下さいませ。
(平成 28 年卒 守屋 厚志)
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昭和 60 年卒 福嶋 美佐様(旧姓:末吉)
【メッセージ】
現在はグループホームで介護福祉士として勤務しております。日頃運動は全くしていないながら、「見かけより力あるね」と言わ
れております…秋の関東新人は敷島！何か嬉しいです。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も現役生が活躍していけるよう、OB 一同尽力してまいります。(平成 27 年卒 枝
吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。より多くの部員が関東大会へと出場出来るようサポートしていきたいと思います。(平成
28 年卒 守屋 厚志)
昭和 62 年卒 嶋田 英寿様
【メッセージ】
ほぼ毎年参加しているホノルルマラソンに 2014 年で 20 回目の出場を果たしました。記録よりも記憶に残るよう楽しく走り続け、
前回は現地の新聞一面に写真も載りました。体力と財力がある間は続けようと思います。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。私もいつかホノルルマラソンに挑戦してみたいと思います。(平成27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。嶋田様のように、現部員が引退後も陸上を続けようと思えるような環境を作れるよう努力
していきます。(平成 28 年卒 守屋 厚志)
平成 5 年卒 木我 真基様
【メッセージ】
今後もご活躍お祈りしております。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も現役部員が活躍していけるよう、サポートに尽力してまいりたいと思います。
(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。現部員の活躍を伝えられるよう役員一同頑張っていきたいと思います。(平成 28 年卒 守
屋 厚志)
平成 9 年卒 青野 真樹様
【メッセージ】
皆様のご活躍期待しております。頑張ってください。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も現役部員の活躍をお伝えしていけるよう、努めてまいります。(平成 27 年卒
枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。現部員がより満足のいく結果を残せるようこれからも支援していきたいと思います。(平成
28 年卒 守屋 厚志)
平成 10 年卒 鳥羽 雅士様
【メッセージ】
いつもご連絡ありがとうございます。和歌山で教員をすることになって今年で 10 年目を迎えます。この間、この総会がきっかけ
で同窓会であったり、同期と連絡を取りあったりすることもありました。今の私の原点です。今はバトミントン部の顧問をしています
が、走る練習が多いのは私が日比谷高校陸上部だったという影響です(笑)生徒とともに走っています。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今後も陸上競技部が繋がるきっかけでいられるよう、役員一同努めてまいります。
(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。東京にお帰りの際に日比谷高校陸上部にも顔を出して頂けると幸いです。(平成 28 年卒
守屋 厚志)
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平成 18 年卒 成田 龍也様
【メッセージ】
本年度より、上記施設にて初期研修医として働き始めました。6 年ぶりに関東に戻ってきたので、(今回は無理でしたが)総会等に
も顔を出せるように出来たらと思っております。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。今年度の総会は 5 月 28 日となっております。ご都合よろしければ、是非ともご参加く
ださい。(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。総会等でお会いできるのを楽しみにしておりますのでまたの機会に是非ご参加下さいま
せ。(平成 28 年卒 守屋 厚志)
平成 23 年卒 大竹 悠様
【メッセージ】
練習場所が限られていて、コンクリート等が多いと思いますが最後まで体を壊さずやり切ってください。
【役員よりお返事】
・ご連絡いただき、誠にありがとうございます。練習環境を少しずつでも改善していけるよう、現役部員をサポートしてまいりたいと
思います。(平成 27 年卒 枝吉 綾)
・ご連絡いただきありがとうございました。学校の工事が終わったため多少は練習場所も取れるようになりましたが、まだまだ不便
な点は多いので少しでもそのような点が改善出来るよう協力していきたいと思います。
(平成 28 年卒 守屋 厚志)

■■■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２か所になりました。別途同封させて頂きました「新規口座開設のお知らせ」でもご案内させて頂きまし
た通り、郵便振替口座を開設いたしました。
＜年会費＞
社会人 3500 円

学生

1000 円

＜振込先＞
①郵便局
口座番号：00150-8-361521 星陵陸上倶楽部（セイリョウリクジョウクラブ）
※同封している振込用紙をご活用くださいませ。
②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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
会報チームリーダー 内田 奈都実（平成２５年卒）
今回会報第 30 号をつくるにあたりまして、会報チーム含め多くの方々にご協力していただきました。お忙しい中本当にありがとう
ございました。私が日比谷陸上部を引退してもう４年もの月日が経つのかと思うと驚きを隠せませんが、未だにこうしてたくさんの
現役生や OB・OG の方々と部活に関わることができ、大変嬉しく思っております。先輩方が代々築き上げてくださったこの強いつな
がりが後の卒業生にも残り続けるよう、今後とも役員一同頑張って参ります。この会報をお手に取って下さった OB・OG の皆様にも、
引き続き現役生のご支援のほどお願いしたく思います。
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写真①

写真③

写真②

昨年度夏合宿集合写真

今年度も会員の皆さまのご参加お待ちしております！！
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