4×400mリレー

選手

回

イミングを計らないといけ

すし︑状況に応じて出るタ

抜かれるも︑僅差の3着︒

しょくした︒ラスト2人に

ンは︑いよいよアンカー藤

3人の気持ちを託したバト

を重ねて精度を高めました

田︵慎︶選手につながれ

た︒藤田︵慎︶選手はバト

ンを受け取った時の心境

くが仕事をしないと流れは

張はありませんでした︒ぼ

同じレーンだったので︑緊

レーンに入った︒﹁個人と

はその時と同じ︑大外の9

た藤田︵拓︶選手︒レーン

者は︑400m 走で優勝し

臨んだ決勝戦︒第1走

がこだまし︑前走した3人

には︑応援する部員の声援

は見えない︒トラックの外

100m︑他校の選手の影

と振り返る︒残り直線

挽回できる自信があった﹂

ました︒この差なら絶対に

あのときは︑落ち着いてい

ぼくの失敗パターン︒でも

を︑﹁焦って自滅するのが

作れない︒必ず1着で帰っ

の姿もはっきり見えた︒こ

必ず1着で
帰ってくる

︵藤田︵慎︶選手︶﹂︒

ませんから︑ひたすら練習

信頼がつないだ黄金のバトン
空前の優勝
日︵木︶から

ラッシュ
5月

日︵日︶に開かれた第

関西学生陸上競技対校選手
関西インカ
於ヤンマースタジアム

権大会︵通称
レ

長居︑ヤンマーフィールド
長居︶で︑本学陸上競技部
が優勝ラッシュに沸いた︒
個人では︑200m 走での
三原雅司選手︵スポーツ専
攻3回生︶を皮切りに︑
400m 走では藤田拓矢選

てくる︑その一心でした﹂

﹁たとえ抜かれたとして

卒業予定のため︑来シーズ

田︵拓︶選手︑廣瀬選手が

ぶしを振り上げ︑1着で

も︑ラスト100m で抜き

ンは︑顔ぶれも一新する︒

と当時を振り返る︒その決

返して︑誰よりも早く廣瀬

藤田︵慎︶選手は﹁大学

ゴールすると︑すぐさま歓

さんにバトンを届ける﹂︑

院に進学予定で︑陸上も

意通り︑誰の背中も見るこ

その見立ては的中した︒前

続けていきます︒先輩た

喜の輪が出来上がった︒応

半2人に抜かれるも︑持ち

ちの意思を引き継いで︑

となくトップでバトンを渡

合い時の加速で追い抜き︑

走りで後輩たちを牽引し

援団は︑お祭り状態︒涙を

理想的なレース展開で第３

ていきます﹂︑ 三原選手

した︒﹁拓矢さんなら必ず

走者廣瀬選手へとバトンが

は﹁リレーのメンバーも大

流す部員もいて︑部員全員

渡る︒﹁一番格下のぼくが

幅に変わることになります

1番で帰ってくる﹂と確信

足を引っ張るのではと︑自

が︑一つひとつを積み重ね

で喜びを分かち合った︒藤

信がなかった﹂と正直な思

て連覇を狙います﹂と力強

していたという三原選手︒

いを吐露する廣瀬選手︒し

く宣言した︒

今後も陸上競技部の活

かし︑﹁とにかく前半先頭

でひっぱり︑後半に粘りを

躍から目が離せない︒

選手

棒高跳

2位と ㎝差の圧勝

棒高跳の山方選手は自己記録

タイの5メートル で2位とは

センチ差をつけ︑堂々の連覇

を果たした︒﹁今シーズンは調

子がよく︑練習の跳躍でも力み

がなくて︑今日は跳べると自信

が持てました︒ハードルを通過

した瞬間は︑気持ちいい！の一

言でした﹂と喜びの声を上げ

た︒好調の要因については﹁昨

年と同記録でも︑当時はハード

ルすれすれでした︒今年は棒の

長さを変えることで︑助走ス

ピードがポールに直に伝わり︑

踏切動作に力強さが増して︑余

裕のある跳躍ができました﹂と

自らを評した︒

来シーズンに向けては︑﹁今

年7月の日本選手権が7位入賞

だったので︑その上をめざすた

め︑照準を合わせて練習に励み

たい﹂と意気込んでいる︒

46.75

手︵大学院保健体育専攻2
回生︶︑棒高跳びでは山方
諒平選手︵大学院保健体育
専攻1回生︶が︑そして団
体では4×400m リレー
︵以下︑マイルリレー︶
で︑藤田︵拓︶選手︑三原
選手︑廣瀬達也選手︵大学
院保健体育専攻2回生︶︑
藤田慎也選手︵スポーツ専
攻4回生︶の4人の手で栄
冠をつかんだ︒中でも︑マ
イルリレーでの頂点は創部
以来初の快挙だ︒同部の中
で最もタイムの速い4人が
選出され︑個々の総力の底
上げとバトンパス技術の向
上に一年間取り組んだ︒
﹁うちはバトンパスが弱
点︒4×100リレーと違
い︑マイルリレーは︑バト
ンを受け取る際の歩数をあ
らかじめ決められるもので
はありません︒前走のコン

見せる﹂と弱気の虫を払

藤田拓矢

4面

14

ディションにも影響されま

5m30

山方諒平

03:08.52

400m

棒高跳

記録

氏名

記録

21.36

種目

氏名

三原雅司

4×400m （1）藤田拓矢（2）三原雅司（3）廣瀬達也（4）藤田慎也

種目

200m

30
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3面
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2面
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大教スポーツ

17
92

20

3号

平成27年11月16日
（月）

選手

選手

藤田拓矢 三原雅司
廣瀬達也 藤田慎也
選手

（写真左から）
藤田（拓）、三原、廣瀬、藤田（慎）

優勝

関西インカレ

山方諒平 自己記録タイでの連覇

〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1

大教スポーツ
陸上競技部

大教スポーツ

平成27年（2015年）11月16日
（月）

＜大阪教育大学＞

2面

が︑本学が一本勝ちを2

ち︒結果2対2で並んだ

将戦も鮮やかな一本勝

みを追求するのではなく︑初心者から

覇を重ねてほしい︒けれども︑強さの

﹁来年も各大会でタイトルを取り︑連

のタイトルを獲得した︒坊選手は︑

回関西学生柔道優

日
於

大阪大学

坊 佳紀

学年 段
4

参

引分

田中 隆裕

4

弐

次鋒戦

辻本 晴

1

初

優勢勝

伊藤 祐輝

1

初

中堅戦

竹村 裕人

4

弐

上四方固

松村 郁弥

4

弐

副将戦

滝川 大介

3

弐

裏投

片桐 健登

3

初

大将戦

由留木 俊之

3

参

袈裟固

鷹合 宣宗

4

初

結果
優勝／安部瑞基
（スポーツ4回生）
最優秀選手

女子バスケットボール部

第54回全国教育系11大学バスケットボール競技大会

優勝／松本光香里
（小学校体育4回生）
最優秀選手／山下明恵
（スポーツ3回生）
アシスト部門1位

男子バレーボール部

関西学生バレーボール春季リーグ

2部2勝5敗0分 7位

女子バレーボール部

関西女子学生バレーボール春季リーグ

4部5勝2敗0分 3位

男子ハンドボール部

関西学生ハンドボール春季リーグ

2部0勝6敗0分 7位→3部降格／井上達哉
（スポーツ3回生）
2部3季連続得点王

女子ハンドボール部

関西学生ハンドボール春季リーグ

1部9勝1敗0分 準優勝

硬式野球部

近畿学生野球春季リーグ

1部8勝4敗 3位／山口琢士
（小学校体育2回生）
ベストナイン選出

準硬式野球部

阪神六大学リーグ春季リーグ

8勝3敗1分 2位／北田智基
（中学校数学4回生）
首位打者・盗塁王・ベストナイン選出

男子サッカー部

関西学生サッカー春季リーグ

2部5勝3敗1分 3位

女子サッカー部

関西学生女子サッカー春季リーグ

2部2勝5敗 6位

ラグビー部

第53回近畿地区国立大学体育大会

優勝

アメリカンフットボール部

西日本学生大会

2勝1敗Div.II/3位／岸大祐
（情報科学3回生）
関西学生選抜大会出場

硬式庭球部

ダブルス全日本学生選手権予選出場

田中千愛
（スポーツ2回生）
／加藤舞
（スポーツ2回生）

ソフトテニス部

関西学生春季リーグ

男子5部5勝0敗 優勝→4部昇格／女子4部1勝4敗 4位

卓球部

柏原市卓球協会会長杯卓球大会

男子A：2部トーナメント優勝／男子B：3部トーナメントベスト8／女子：
トーナメント3位

剣道部

第60回西日本 学生剣道大会

男子団体ベスト16

第30回西日本女子学生剣道大会

女子団体ベスト16

関西学生柔道優勝大会

男子団体2部 優勝
特になし

空手道部

第53回西日本大学空手道選手権大会

団体出場

体操競技部

西日本学生体操選手権大会

中東大輝
（小学校国語4回生）
112位

陸上競技部

第92回関西学生陸上競技選手権大会

4×400mリレー優勝
（藤田拓矢・三原雅司・廣瀬達也・藤田慎也）
／三原雅司
（スポーツ3回生）
200m優勝／
藤田拓矢
（大学院保健体育2回生）
400m優勝／山方諒平
（大学院保健体育1回生）
棒高跳優勝

バドミントン部

全国国立教育系大学バドミントン選手権大会

男子団体3位／女子団体3位／田中智子
（スポーツ4回生）
ダブルス優勝、
シングル準優勝

水上競技部

第89回関西学生選手権水泳競技大会

男子1部総合6位
（スポーツ3回生100m）
背泳ぎ優勝／
女子1部 総合3位／小林奈央
（スポーツ4回生）
100・200mバタフライ優勝／渡邉有希子
山本映実
（スポーツ2回生）
50m自由形優勝

スキー部

全関西学生スキー選手権大会

男子2部総合3位

民族舞踊部

特になし

モダンダンス部

特になし

男子ラクロス部
女子ラクロス部

特になし
Down Under Cup 2015
（オーストラリア）

水口由梨
（小学校家政2回生）
関西ユース選抜選手

五月祭ダンスステージショー

出演

弓道部
L.S.B
山岳部

特になし

特になし

勝大会︑近畿国立大学体育大会の3つ

大阪教育大学

大会名

第51回関西女子学生選手権水泳競技大会

た︒その勢いのまま︑大

決まり技

先鋒戦

第54回全国教育系11大学バスケットボール競技大会

合氣道部

会︑大阪府下国公立四大学対抗柔道優

兵庫県尼崎市ベイコム総

本︑大阪大が一本勝ちと

経験者まで︑皆が楽しく練習できるよ

17

大逆転の一本勝ちを収め

合体育館︶で︑柔道部が

有効で︑僅差で勝利をも

うな部であってほしい﹂と︑後輩たち

第

2部リーグ優勝を果たし

のにし︑2部リーグの頂

65

決勝戦 試合結果

男子バスケットボール部

柔道部

勝大会︵5月

た︒団体戦は5人戦で行

︵田中選手︶﹂﹁春季は

に熱き思いを託した︒

季リーグに向けては︑﹁前

結果が芳しくなく︑特に

点に輝いた︒大会2週間

健体育教育専攻4回生︶

季は3位で折り返し︑思う

前半戦が悪かったので︑

われ︑先鋒︑次鋒︑中

は︑﹁春季リーグで負けた

ような結果にならなかっ

秋季は第1戦目からそれ

前には︑他大学と3日間

攻4回生︶は︑﹁合宿を

堅︑副将︑大将の順で試

で勝ち上がり︑迎えた大

終えてから大会まで間隔

相手だけに︑絶対勝つとの

た︒男子サッカー部は1部

ぞれがスムーズにプレー

の合宿を行い︑心と体の

阪大との決勝戦は激闘の

が空いたが︑そこで皆が

気持ちで臨んだ試合だっ

リーグに昇格しなければな

することを目標に︑1部

合は進む︒準々決勝の対

様相を呈した︒先鋒戦は

気を緩めることなく︑

た︒延長までもつれたもの

らないチーム︒この結果に

リーグ昇格を最終目標と

準備を整えた︒前部長の

引き分けに終わり︑次鋒

ピーキングして試合当日

の︑勝ててよかった﹂と胸

満足せず︑全勝めざして一

して頑張りたい﹂と抱負

京都学園大を3対2︑準

戦は有効ポイントを奪わ

を迎えられた﹂と勝利の

の内を語った︒また︑連覇

試合一試合を大事に︑情熱

優勝

坊佳紀選手︵教育科学専

れ惜敗︑中堅戦は一本負

要因を評価した︒今年

へのプレッシャーに対し

を語った︒

２部リーグ

決勝の対滋賀大を3対1

け︒後がない状況での副

は︑関西学生柔道優勝大

回近畿地区国立大

14

をもって戦っていきたい

優勝

柔道部 関西学生柔道優勝大会

秒で

第

日︵土︶から8

学体育大会︵通称近国体︶

が︑7月

月9日︵日︶の期間開催さ

れ︑決勝戦で︑男子サッ

53

て︑﹁自分よりもほかのメ

ンバーの緊張のほうが大き

いと感じた︒主将として︑

先頭切って周りに声をか

け︑いい雰囲気を作ること

連覇のプレッシャーは

を意識した︵田中選手︶﹂

﹁

ありました︒でも︑試合に

入れば考えずにプレーでき

ました︒︵山口選手︶﹂と

語り︑それぞれ良いコン

ディションで試合に臨めた

ようだ︒これから始まる秋

アベック

部活名

カー部が神戸大学を3対0

で︑女子サッカー部が京都

教育大学を2対0で下し︑

連覇

アベック優勝を決めた︒男

子は2連覇︑女子は

の快挙だ︒男子サッカー部

主将の田中選手︵スポーツ

専攻4回生︶は﹁勝つこと

が使命の大会︒絶対に勝た

なければいけないプレッ

シャーの中︑勝つことがで

きてほっとした﹂と率直な

感想を述べた︒女子サッ

カー部主将の山口選手︵保

11

11

25

2部リーグ優勝

男子・女子サッカー部 近国体

将戦は︑残り時間

アベック連覇

平成27年度上半期 主な成績・活動一覧

学年 段

大教スポーツ

平成27年（2015年）11月16日
（月）

＜大阪教育大学＞

3面

第53回近畿地区国立大学体育大会 結果一覧
総合成績（男子）
1 総合優勝 京都大学
準優勝

総合成績（女子）
1 総合優勝 大阪教育大学

大阪教育大学

準優勝

神戸大学

3位

京都教育大学
神戸大学・奈良女子大学

3位

競技種目別成績
部名

男女別

順位

男

3位

女

3位

男

優勝

女

優勝

野球

男

1回戦敗退

軟式野球

男

1回戦敗退

男

3位決定戦敗退

女

優勝

男

優勝

女

2回戦敗退

男

優勝

女

準優勝

男

初戦敗退

女

初戦敗退

陸上競技
水泳

テニス
ソフトテニス
バスケットボール
バレーボール

部名

サッカー
ラグビー
卓球
バドミントン
柔道
剣道

下半期 試合・行事日程一覧
部活名

予定

日程

男子バスケットボール部

関西学生バスケットボール秋季2部リーグ

8月29日〜

女子バスケットボール部

関西女子学生バスケットボール秋季2部リーグ

8月下旬〜9月下旬

男子バレーボール部

順位

男

優勝

女

優勝

男

優勝

男

1回戦敗退

女

1回戦敗退

男

3位

女

1回戦敗退

男

優勝

男

4位

女

優勝
優勝

男

体操競技
ハンドボール
弓道

平成27年度

男女別

部活名

※実施規定参加大学数に
満たないため、オープン
競技として参加

男

初戦敗退

女

優勝

男

6位

女

10位

予定

日程

第63回関西学生剣道優勝大会
剣道部

9月27日
第39回関西女子学生剣道優勝大会
大阪府下大学対抗柔道大会

11月15日

大阪学生柔道体重別大会

12月6日

柔道部

合氣道部

特になし

空手道部

第37回全国国公立大学空手道選手権大会

体操競技部

関西学生体操新人選手権大会
（兼）
関西学生交流大会

全日本バレーボール大学男女選手権大会
女子バレーボール部

11月8日

男子ハンドボール部

関西学生ハンドボール秋季3部リーグ

陸上競技部

関西種目別対抗選手権大会

女子ハンドボール部

第51回全日本学生選手権

バドミントン部

関西学生バドミントン秋季リーグ男子3部、女子3部

硬式野球部

近畿学生野球秋季1部リーグ

水上競技部

第91回 日本学生選手権水泳競技大会

準硬式野球部

阪神六大学リーグ秋季リーグ

スキー部

学生チャンピオンスキー大会

男子サッカー部

関西学生サッカー秋季リーグ

民族舞踊部

女子サッカー部

関西学生女子サッカー秋季リーグ

モダンダンス部

学生チャレンジプロジェクト特別講演

ラグビー部

関西大学Bリーグ

9月20日〜11月29日

男子ラクロス部

関西学生ラクロスリーグ1部

8月〜10月

アメリカンフットボール部

関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.II

9月5日〜

女子ラクロス部

関西学生ラクロスリーグ2部

8月8日〜

硬式庭球部

関西学生新進テニストーナメント

ソフトテニス部

関西学生秋季リーグ

卓球部

第13回関西学連交流卓球大会

8月25日〜

特になし

弓道部
9月12日〜

L.S.B
山岳部

9月4、5、6日

特になし
神霜祭ダンスショー

11月1、2、3日
特になし

温故知新をテーマに︑本学体育会とゆかりのあ
修了︒平成

大学院保健体育専攻

される華やかなプレーで
て︑プレーで牽引するだけ

に︑キャプテン代行とし

い︒ポイントガードとい

もっと上手くなりた

ポーツは一人の技術だけで

導けるプレイヤーになり

上させてチームを優勝に

年には創部初の1

チームを指揮︒平成

ヘッドコーチとして

スケットボール部の

きながら本学男子バ

援学校教諭として働

から6年間︑特別支

年4月

る人にインタビューするこの企画︒第3回は︑

本学男子バスケットボール部から︑プロリーグ

TKbjリーグで選手と指導者︑それぞれの立

︱
すね︒ルールをよく知ら
でなく︑精神的支柱になれ

うポジションはチームの

4回生の時は︑〝応援

は成り立ちません︒ベンチ

プロをめざす後輩

さん

場で活躍する2人のOBを紹介します！

2015年大阪教育大学大学院修了︒本学在学中に実業団リーグの日新シール工業でプレー後︑プロリーグに活動

3年目のシーズンですが︑

ない人でも楽しめます
るように努めました︒優勝

司令塔ですから︑自分の

通事故に遭ったような衝
されるチーム〟を目標に︑

でも声掛けしたり︑気遣っ

︱

ぼくは恵まれた体格で
もないし︑大した成績も
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年4

部リーグ入替戦出場
に導く︒平成
月より現職︒

のプロコーチ就任ですが

ませんし︑シビアで︑刺

います︒バスケットボー

作成などを主に担当して

めたビデオやレポートの

対戦選手の特徴をまと

仕事をしていますか？

ロコーチですが︑どんな

ケットボールリーグのプ

︱

は今の仕事にも活かされ

る姿勢など︑教師の経験

方︑良いところを見つけ

た︒ただ︑選手との接し

対に後悔すると思いまし

とき︑これを断ったら絶

が︑運よく声がかかった

て性に合っていました

た︒教師の仕事も楽しく

で︑バーベキューや飲み会

ね︒ヘッドコーチの方針

によるところも大きいです

います︒それは指導者の力

が最大の魅力で強みだと思

よりも結束している︒それ

激を与えあい︑他のチーム

お互いの選手たちが刺

の魅力は？

︱

激のある世界です︒

ルはサインプレーによっ

ていますよ︒

など︑コミュニケーション

す︒それと︑練習前や後

ムの特徴が浮かび上りま

手の特徴︑ひいてはチー

サインを見抜くことで選

計を立てていますから︑

技をする選手もそれで生

は格段に違いますし︑競

競技レベルが学生時分と

プロリーグですから︑

1部リーグ昇格させる

ボール部にメッセージを

︱

工夫がされているなと感じ

ていて︑チームがまとまる

京都ハンナリーズ

て特徴的な動きが定めら

︱

をとる機会がよく設けられ

に若手の個人練習につき

練習や試合に取り組む姿

ことは叶わなかったけれ

ます︒

あったり︑メニューを提

勢が何よりも違います

ど︑毎日ひとつずつ自分

援団です︒

の中ではぼくが一番の応

にかけていますし︑OB

なりましたが︑いつも気

と関わることはできなく

してバスケットボール部

います︒ヘッドコーチと

づけるのではないかと思

ば︑自分たちの目標に近

努力を積み重ねていけ

たちの課題を見つけて︑

男子バスケット

供したりもしています︒

ね︒結果でしか評価され

︱

教師の道を断って

プロの世界はいか

れているので︑一瞬一瞬

がですか？

迷いはありませんでし

選手とハイタッチを交わす髙橋さん

を見逃さず︑さまざまな

本学初となるバス
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の場を移す︒2012 ︱ 2013︑2013 ︱ 2014シーズン高松ファイブアローズ︑2014 ︱ 2015

シーズンに東京サンレーヴスに拠点を移し︑2015 ︱ 2016シーズンから岩手ビッグブルズでプレー︒

プロ生活はいかがですか？

よ︒コートを彩るチア
には一歩届きませんでした

指示でまわりが動くの

今後の目標は？

プロと実業団との一番
リーダーもいて︑演出面
が︑よく結束し︑他のクラ

で︑常に状況を考えてプ

︱

の違いは︑なんといって
でも興業なのだと実感し
ブやOBの方々が声援を

レーを選択しています︒

リーグに在籍して

も外国人選手の存在で
ますね︒
送ってくれる︑愛される

技術でも頭脳でも常に向

撃を受けますから︑かわ
挨拶や体育館の清掃など︑

てあげたり︒コート内外で

にメッセージを

を超

︱
チームでした︒チームス

したり︑ぶつかり方に工
生活のマナーにも気を配っ

チームを円滑に導こうとす

す︒2m100

える巨体が相手なので︑

の思い出は

夫をしたりしています︒
ていました︒この意識はプ

たいです︒

TKbjリーグの

る姿勢はプロでも役だって

魅力は？

︱
ロでも変わりません︒プ

います︒

大阪教育大学時代

直に身体にぶつかると交

cIWATE BIGBULLS/bj-league
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我が体育会
第3回

レーでは︑3部優勝を目標

ダンクシュートに代表

残していません︒それで
も︑プロになりたいとい
う明確な目標を持って鍛
錬していれば︑きっとそ
のエネルギーに周囲が気
づいてくれます︒ぼくも
さまざまな人との出会い
やサポートを通して道が
開けました︒プロという
夢があるなら︑なりふ

りかまわずその夢に向
かって努力を続けてく
ださい︒大教大から一
人でも多くプロ選手と
して活躍する人が出て
くることを願っていま
す︒

髙橋哲也
京都をホームタウンに活動するプロバスケットボールチーム。2005年に開幕したプ
ロバスケットボールリーグ「TKbjリーグ」に所属。チーム設立6年目の2014-15シー
ズンは、リーグ史上最高勝利数となる44勝を記録し、初のウェスタン・カンファレン
ス1位に輝いた。2016年10月に開幕する新リーグ「Bリーグ」では「1部リーグ」所属
が決定している。ホームアリーナは、西京極の「ハンナリーズアリーナ」

TKbjリーグ京都ハンナリーズ アシスタントコーチ
京都ハンナリーズ

kg

さん

現役生に贈る言葉 TKbjリーグ岩手ビッグブルズ選手

大森勇

4面

大教スポーツ
平成27年（2015年）11月16日
（月）
＜大阪教育大学＞

(c)KYOTO HANNARYZ bj-league

編集後記

手探りで始めた大教ス

ポーツも第3号を無事に

発刊することができまし

た︒前号は各方面の方々

からお褒めの言葉を頂

き︑大変嬉しく思うとと

もに︑その言葉を励みに

今号を制作しました︒今

号もたくさんの感想をお

待ちしております︒さ

て︑前号︑前々号と本誌

の取材・編集を牽引した

広報部員の先輩方が引退

し︑今号は新しいメン

バーで制作に取り掛かり

ました︒取材も原稿作成

も初めてで︑不安な面持

ちをしていた新米記者た

ちでしたが︑期待以上の

出来栄えに仕上がったの

ではないかと思います︒

これからも︑広報部員一

丸となって︑この大教ス

ポーツをパワーアップさ

せつつ︑後進へ引き継い

でいきたいです︒皆さま

もどうぞ応援よろしくお

願いいたします︒最後に

なりましたが︑今号の発

行にあたりご協力いただ

いた方々に︑この場を借

りて御礼申し上げます︒

体育会広報部長
松端怜奈︵女子サッカー部︶

