体 育 会に所 属する運 動 部で︑顕 著な成 績を収めるとともに品 位に
優れた団体・個人に授与される学長杯︒
今年も個人・ペア・団体計 組に
7つの賞が授与された︒個人賞に輝いた2人にその喜びや競技生活に
ついて聞いた︒

2 0 1 6 年 同 大 会

1600mリレー1位︑

ンカレ︶200m1位︑

陸上競技対校選手権︵イ

2015年関西学生

幅に更新できたので︑そ

ては高校のときよりも大

ました︒ただ︑記録とし

まで︶に終わってしまい

すが︑9位︵入賞は8位

レーの決勝に残ったので

インカレで1600mリ

﹁3回生のときに全日本

る後輩たちへのメッセー

部で日々鍛錬を積んでい

最後に︑体育会運動

されていた︒

は2年後の未来が映し出

で過去のもの︒その目に

大学での成績はあくま

ります﹂

100m4位など︑華々
の点では良かったです

ジを聞いてみた︒﹁一生

振り返ってもらった︒

しい結果を残し︑学長杯
﹂︒全国の壁の高さを噛

懸命練習していても︑す

を

個人賞を受賞した三原雅
みしめながら︑さらなる

ぐには結果が出ないこと

学長杯

司さん︒受賞した喜びを
レベルアップを誓う︒

受賞して

聞かせてもらった︒﹁こ

もあります︒僕自身も結
果を出すのに時間がかか

努力 は裏切らない

のような賞をもらうこと

日本選手権

ないので︑もっと良い結

合の結果には満足してい

間︑陸上にまい進すると

に進学し︑さらに2年

三原さんは今年大学院

ません︒自分を信じて頑

す︒努力は決して裏切り

ることが大事だと思いま

らめないで地道に努力す

りました︒しかし︑あき

果を残して︑また表彰台

いう︒﹁今後は日本選手

張ってください！﹂

出場をめざして

に上れるよう頑張りたい

権出場をめざします︒そ

思っています︒しかし試

です﹂

のためには100mのタ
秒縮めなけ

悔しさが残った

イムをあと

渡邊有希子

学長杯個人賞

ず︑苦しい時期だったか

こそ︑引退した今︑達成

ずっと努力してきたから

すが︑ひたすら追い込む

張ってほしいと思うので

学生が多いので今後も頑

教養学科スポーツ専攻4回生

なと思います︒ただ︑水

感に満ち溢れているのだ

ばかりでは疲れてしまい

を

泳人生を振り返ってみる

と思います﹂

学長杯

と悔いはありません﹂︒

すると一度水泳から離れ

受賞して

1回生から4年連続

選手権︑JAPAN

るそうだ︒

楽しんで！

最後に︑部活と勉学

学し私自身満足する結果

思っています︒大学に入

いただきとても光栄に

﹁今回︑このような賞を

を聞かせてもらった︒

杯個人賞受賞の喜びの声

一番大きかったのは

いました︒その中で

り︑練習したりして

ながら学校に通った

ミングで寮生活をし

たものとは？﹁私はスイ

水泳を続けてきて得

ジを聞いた︒﹁真面目な

の後輩たちへのメッセー

の両立に励む体育会所属

は得られませんでした

仲間が近くにいると

︵学長杯受賞一覧3面︶

送ってください﹂

て︑充実した大学生活を

楽しむ︒メリハリをつけ

る︑そして楽しむときは

ます︒頑張るときは頑張

残念ながら︑大学を卒業

OPENに出場︑国民体

楽しむときは

で日本学生選手権︑日本

育大会にも出場経験のあ

仲間 の大切さ

が︑たくさんの人に支え

いうことです︒困っ

る渡邊有希子さん︒学長

られ競技を続けてこられ

たり悩んだりしたと

ました︒結果に結び

5号

平成29年3月23日
（木）

ればならない︒2年後の

たからこその賞だと思っ

きは︑相談し合い共

﹁高校から︑地元宮

つくかは誰にも分か

発 行 大阪教育大学体育会
編集長 太田順康（保健体育教育講座教授）
編集員 信川恵美(L.S.B)/野口慎太朗(準硬式野球)/平井響(空手道)/渡辺夏樹
(スキー)/最相葉名(L.S.B)/篠原直将(男子ラクロス)/河野仁平(バドミン
トン)/本多祐太(卓球)

全日本インカレ

出場に向けて一から頑張

ています﹂

に高めあってきまし

城を離れ大阪に来まし

らないことですが︑

ことの大切さも学び

た︒また︑努力する

辛いときもあったが︑

〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1

大教スポーツ

４年間の陸上生活を

教養学科スポーツ専攻４回生

選手

4面

悔いはない

た︒大学では記録が伸び

3面

今年度活躍した団体・個人（スキー部・女子ハンド部）
今年度上半期の体育会成績一覧
女子ラクロス部 1部昇格
学長杯受賞一覧
体育会の地域貢献（陸上部）
我が体育会〜後輩にささげる言葉〜
編集後記

2面

水上競技部

12

三原雅司
学長杯個人賞

選手

ができて非常にうれしく

受賞者決
陸上競技部

0.1

まる
学長杯 大教スポーツ

平成28年度上半期 主な成績・活動一覧
大教スポーツ

平成29年（2017年）3月23日
（木）

＜大阪教育大学＞

2面

してくれている︒学年の壁が

3位

近畿学生野球連盟春季リーグ戦

2部5位
（2部残留）

準硬式野球部

阪神六大学準硬式野球連盟春季リーグ

4位

男子サッカー部

第54回近畿地区国立大学体育大会

優勝

関西学生女子サッカー春季リーグ

2部6位

第54回近畿地区国立大学体育大会

優勝

関西学生春季テニストーナメント

ダブルスベスト４／田中千愛
（スポーツ専攻3回生）
、清水梨沙
（スポーツ専攻2回生）

全国教育大学ソフトテニス大会

男子団体 優勝
男子個人準優勝／西田誠
（数理科学専攻4回生）
、三村祐貴
（理科教育専攻4回生）
女子個人準優勝／多田晴香
（特別支援教育専攻3回生）
、若浦茜
（家政教育専攻1回生）

関西学生卓球春季リーグ

3部5位

全国教育系大学学生剣道大会

女子団体 優勝

全日本学生剣道選手権大会

出場／小角春奈
（スポーツ専攻2回生）

第12回KOBE自他共栄CUP

準優勝
特になし

合氣道部
第50回関西学生空手道個人選手権大会

60キロ級ベスト16／谷貴也
（文化研究専攻3回生）

関西学生体操競技選手権大会

19位／大石理瑚
（スポーツ専攻1回生）

西日本学生体操競技選手権大会

19位／大石理瑚
（スポーツ専攻1回生）

関西学生陸上競技対校選手権大会

男子1500m１位／森谷公亮
（スポーツ専攻3回生）
、十種競技１位／森本公人
（大学院保健体育専攻1回生）
、男子総合 6位、混成の部 優勝

西日本学生陸上競技対校選手権大会

男子棒高跳び１位／山方諒平
（大学院保健体育専攻2回生）

日本陸上競技選手権

十種競技4位／森本公人
（大学院保健体育専攻1回生）

関西学生バトミントン大会

女子 4部残留／男子 4部に降格

第89回関西学生選手権水泳競技大会

男女共に1部残留

全国国公立大学選手権

女子 3位
（シード権）
、200m平泳ぎ／赤嶺梨緒
（スポーツ専攻1回生）

第86回全関西学生スキー大会

男子2部大学対抗大回転3位／来田村瑞樹
（保健体育専攻4回生）
、総合3位
特になし

民族舞踊部

特になし

モダンダンス部
鹿島オープン

決勝リーグ進出
特になし

女子ラクロス部
弓道部

に向けて手応えを感じた様子

西日本学生アメリカンフットボール大会

硬式野球部

男子ラクロス部

2位入賞

アメリカンフットボール部

スキー部

なく︑自分たちでチームを

優勝

水上競技部

だった︒大会優秀選手にはス

７位

2位

バドミントン部

作っていくところ﹂と語っ

優勝

第56回全国教育学芸大学女子バレーボール大会

第54回近畿地区国立大学体育大会

陸上競技部

ポーツ専攻3回生の宇野史織

第54回近畿地区国立大学体育大会

第46回西日本学生ハンドボール選手権大会

体操競技部

年度西日本学生ハン

３位

女子ハンドボール部

空手道部

平成

チームで足りなかったことや

第54回近畿地区国立大学体育大会

ラグビー部

柔道部

日︵日︶にかけて大

準優勝

優勝

剣道部

た︒そんなチームを引き継ぐ

主将であるスポーツ専攻

これからどうしていくべきか

第54回全国教育系11大学バスケットボール選手権大会

4部4位
（4部残留）

卓球部

さん︑同2回生の村松沙耶さ

4回生の吉光遼さんは﹁今回

をしっかりと考え︑大教の良

優勝

第54回近畿地区国立大学体育大会

ドボール選手権大会︵通称:西

阪で開催され︑本学女子ハンド

の大会は︑目標であるインカ

さである学年を超えた仲の良

第54回近畿地区国立大学体育大会

第54回近畿地区国立大学体育大会

ソフトテニス部

後輩たちに向けては﹁今年の

ボール部が2位に輝いた︒春

レ優勝に向けた第一歩とし

さをチームワークにつなげて

3位

関西学生バレーボール春季リーグ

硬式庭球部

28

成績

第34回大阪学生バスケットボール選手権大会

男子ハンドボール部

女子サッカー部

んが選ばれた︒

リーグで3位入賞を果たしたこ

て︑チーム一丸となって戦え

ほしい﹂とエールを送った︒

大会名

10

日本インカレ︶が︑7月7日

とにより︑今大会はチャンピオ

た︒どの試合も簡単ではな

2位入賞

西日本インカレ

︵木︶〜

ンシップ兼インカレシード決定

かったが︑皆が勝

ちにこだわって最

戦の枠で出場した︒

大会は8大学によるトー

だった﹂と振り

返った︒またチー

ムの魅力について

後まで挑めた試合

20

対

20

ナメント方式で行われ︑1回

︑準決勝では関西大学に

で勝利し︑強豪校相手に

19

戦で武庫川女子大学に

対

19

19
は﹁学年によって

の雰囲気や環境は年々良く

色々な個性がある

後の全関なので︑この悔しさ

なっているので︑これからは

で大阪体育大学に敗戦し

10

快進撃を見せた︒決勝では

対

を忘れずにもっとレベルアッ

競技力をより向上させていっ

してチームに貢献

プして︑必ず勝ちたいです﹂

競技の中で︑チームワークを

てほしい︒スキーという個人

そんな彼を支えるスキー

大切に︑強い大教大スキー部

と語った︒

部について聞くと︑﹁スキー

中で︑それを活か

28

点差以内に抑えたの

たが︑

年3月5日〜3月9

28

は初めてで︑部員たちは今後

３位入賞

平成

回全関西学生スキー選

日︑長野県の野沢温泉スキー場

にて第

手権大会︵全関︶が開催され︑

女子バレーボール部

をめざしてください﹂とエー

男子バレーボール部

部は︑大学でスキーを始めた

女子バスケットボール部

スキー部の来田村瑞樹選手︵保

男子バスケットボール部

ルを送りました︒

部活名

86

部員がほとんどです︒そうい

う環境は初めてで戸惑いまし

たが︑普段の練習やシーズン

中の合宿などの中でぶつかり

合い︑励まし合いながらチー

ムとして成長して

きました︒ずっと

目標にしている全

関1部昇格に向け

て︑スキー部一丸

となって頑張りた

い﹂と意気込みま

した︒そして後輩

には︑﹁チーム内

3位入賞
全関西大回転

健体育専攻4回生︶が大回転

︵通称GS ・ジャイアントスラ

ローム︶で第3位に輝いた︒

来田村選手は︑﹁GSは

自分にとってあまり得意では

ない種目ですが︑優勝を狙っ

ていたので3位という結果に

は悔しい気持ちが残ります︒

またGSで勝てなかったの

で︑回転︵通称SL・スラ

ローム︶では勝ちたいと言う

気持ちが大きかったのです

が︑途中棄権という結果に終

わってしまいました︒次が最

スキー部来田村瑞樹選手 全関西大回転 女子ハンドボール部 西日本インカレ

第54回近畿地区国立大学体育大会

女子個人戦3位／馬本恵美
（文化研究専攻3回生）

L.S.B

特になし

山岳部

特になし

女子ラクロス部関西ラクロスリーグ第１部へ昇格
大教スポーツ

平成29年（2017年）3月23日
（木）

＜大阪教育大学＞

第

27

など1部で戦っていく上

る︒加藤選手は︑﹁次の

いる﹂と後輩にエール送

回関西学生ラクロスリーグ第2部の本学女子ラクロス部は︑

での課題も見えた﹂と振

目標は︑1部リーグの

今季のリーグ戦を6勝1敗の2位で終え︑1部との入れ替え戦に

り返った︒

臨んだ︒今季1部リーグ5位の近畿大学に対し9対3で完勝︑5

秒︑坂

年ぶりとなる1部昇格を決めた︒

攻めの姿勢貫く

ファイナル4︵優勝決定

前半開始1分

本優季選手︵国語教育専

チームの団結力を武器

戦︶に出場すること︒先

佐藤選手は﹁4回生が

に︑全員がリーダー︑全

1部リーグで

奪う︒﹁序盤をどう乗り

少なく︑後輩の力が無け

員が主役の気持ちで頑

攻3回生︶がゴール裏か

切るかが課題だったが︑

れば今回の昇格は叶わな

張っていきます﹂と力強

輩たちから受け継いだ

得意なプレーで先制でき

かった︒皆なら1部で輝

く語った︒

優勝争い を

てチームが勢いづいた﹂

くことができると信じて

ら攻撃をしかけ先制点を

と坂本選手は振り返る︒

その後立て続けに2点を

追加したが︑近大もゴー

ルを決め1部の意地を見

せる︒キャプテンの佐藤

知世選手︵健康生活科学

専攻4回生︶は﹁点差は

勝っているのだから︑焦

らなければ大丈夫﹂と

チームを鼓舞︒その後そ

れぞれ1点ずつ追加し︑

前半を5対2で折り返し

た︒後半も守りに入るこ

となく︑着実にシュート

を決め得点を重ねてい

く︒流れに乗った大教大

は︑そのまま近大に勝

利︒佐藤選手は﹁日々積

み重ねてきた練習の成果

を︑試合ですべて出し切

ることができた︒今まで

ずっとチームを支えてく

ださったコーチに恩返し

ができて嬉しい﹂と笑顔

で語った︒次期キャプテ

ンの加藤祐子選手︵保健

体育専攻3回生︶は﹁今

回の試合で︑素早い攻守

の切り替え︑ボール運び

一部昇格を決めたラクロス部一同

44

3面

平成28年度体育会学長杯 受賞者・団体一覧
タイトル

学長杯
（団体）

受賞者・団体

女子ハンドボール部
三原雅司

学長杯
（個人）

（陸上競技部）

敢闘賞

体育会会長杯

2016年関西陸上競技対抗選手権大会
1部男子100m4位・200m5位

西日本学生剣道大会 女子団体２位及び優秀選手賞受賞、全国教育系大学学生剣道大会 女子団体優勝

女子ラクロス部

関西ラクロスリーグ 1部へ昇格

田中千愛・清水梨沙ペア（硬式庭球部）

全日本学生テニス選手権大会 ベスト８

山方諒平
（陸上競技部）

日本学生陸上競技対校選手権大会 男子棒高跳第2位

体操競技部

全日本学生体操競技選手権大会 個人48位

国民体育大会出場
（１回）

2015年大阪府下国公立4大学対抗大会 優勝

2015年近畿地区国立大学体育大会 個人優勝・団体優勝
2015年関西学生柔道優勝大会 団体２部優勝

全国教育系大学ソフトテニス大会 個人優勝・団体2位
三村裕貴

（ソフトテニス部）

近畿地区国立大学体育大会 個人3位
（3回生時）
・個人2位
（4回生時）
関西ダブルスソフトテニス選手権大会 ベスト32
西日本学生ソフトテニス大会 団体ベスト16

山野裕太

2016年度関西学生バスケットボール リーグ戦二部得点王・３ポイント王・フリースロー王

森本公人
（陸上競技部）

2016年日本陸上選手権大会 十種競技４位
（関西学生新記録）

（男子バスケットボール部）
体育会特別賞

1部男子100m4位・200m1位・1600mリレー1位

剣道部

（柔道部）

奨励賞

2015年関西陸上競技対抗選手権大会

日本学生選手権、日本選手権、
ＪＡＰＡＮ ＯＰＥＮの3大会に4年連続出場

由留木俊之

体育会顧問

2016年度全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト８

渡邊有希子

（水上競技部）
殊勲賞

主な受賞理由

2015年度全国教育系大学バスケットボール競技大会 最優秀選手

体育会の地域貢献

体育会に所属する団体

の多くは︑ボランティ

アなどを行っていま

ことが難しいです︒そ
て下さい︒
まずはこの活動を今後
も継続させることが一番

れでもできるだけ積極的
に関わっていくことで︑
の目標です︒今の子ども
たちには︑外に出て遊び

子どもたちから声をかけ
てくれたり︑アドバイス
の中で体を動かすことの

さん

いたので︑就職の道を選
びました︒家庭状況も考
え︑転勤のない大阪にあ
る実業団である大阪ガス

︱

を選びました︒
平成6年から4年間︑本

学生でしたか？

ムを全日本大学野球選手

める︒平成8年にはチー

の学生です︒先生になり

皆さんと同じく︑普通

大学時代はどんな
学硬式野球部の監督を務

手として活躍したのち︑

スの選手︑全日本代表選

業︒社会人野球で大阪ガ

養成課程保健体育専攻卒

大阪教育大学小学校教員

我が体育会

を求められたりします︒
できる場所や機会があま

す︒今回は陸上部の活

頼られると嬉しいです
り多くないので︑そうい

動を紹介します︒

︱
し︑やっていて良かった

どんな活動をして

いますか？

います︒

大会ができればと考えて

いずれは競技場を借りて

も運営スキルを上げて︑

たい︒その中で自分たち

う場を提供し続けていき

活動の中で学んだ

子どもに理解できるよ

ことは？

︱

と感じます︒

小学校1年生から6年

生を対象に︑陸上競技の基

本となる体づくりをはじ

め︑子どもたちが全員参加

うに教えるにはどうやっ
て噛み砕いたらいいの
か︑あまりやる気のない
子がいたらどうやって興
味を引くかなど︑考えな

インタビューに答えてくれた主将・和田
大貴さん（右）、玉越圭司さん

できるようなマラソンなど

をしています︒毎週土曜日

の朝から活動していて︑参

人です︒

たい︑なるだろうと思っ

温故知新をテーマに︑本学体

育会とゆかりのある人にイン

タビューするこの企画︒第5

回は︑NHK高校野球解説

者︑大阪ガス元選手・監督︑

本学硬式野球部元監督の硬式

持ちで活動していまし

本一になりたいという気

してくれていたので︑日

OB︑先輩︑教授が応援

ました︒野球部では︑

に︑授業は一生懸命受け

しっかり教えられるよう

長しました︒卒業後は大

を投げるエースにまで成

140km/h後半の球

ツ練習して︑最後には

チャーでしたが︑コツコ

ときは内野手兼補欠ピッ

子でした︒大学に入った

に一度野球をやめていた

なりました︒

やりたいという気持ちに

人を育てる監督の仕事を

さ﹂を学んだので︑同じ

﹁人を育てることの大切

方から話をきく中で︑

担当し︑多くの管理職の

人材育成の仕組み作りを

でも︑会社で営業マンの

野球部OBを紹介します！

た︒ちなみに弟も大教の

阪ガスで選手・コーチと

︱

年

年より大阪ガスの

野球部です︒

して活躍しました︒もう

て︑学生にメッセージを

ていたので︑子どもに

に導いた︒平

権ベスト
成

︱

︱

1人はセカンドでした︒

お願いします︒

年よりNHK高校

なぜ大阪ガスで野

思っていましたが︑努力

を悔いのないように取り

もともと教員志望で大

すか？

平成 年より現職︒

野球の解説をしている︒

平成

対抗野球準優勝に導き︑

より同監督を歴任し都市

球することを選んだので

督も経験されています︒

彼は体も小さく︑レギュ

2人の選手が印象に

組んでください︒そし

大教大OBとし
学に入りましたが︑当時

印象に残っている選手は

まず︑今やっていること
い時代でした︒そんな

してレギュラーを勝ち取

﹁先生になって人に伝え

残っています︒1人は

リーグでベストナインに

たいこと﹂や︑﹁自分は

時︑多くの企業から実業

選ばれるほどになりまし

こういう生き方をするん

て︑活動している中で

た︒この2人から︑﹁ど

だ！﹂ということをぜひ

り︑4回生のときには春

んな人にも可能性はある

見つけてほしい︒大学生

ピッチャーで︑高校時代

﹂ということを学び︑人

は大人と子供の両方の立

場が経験できる時期で

す︒長いようで短いの

た︒

︱

り切ってください︒

で取り組み︑しっかりや

で︑目の前のことに全力

最初は不安でしたよ︒

せんでしたか？

き︑戸惑いなどはありま

監督に就任すると

が育つことを実感しまし

団野球のお誘いをいただ

大教大野球部の監

は教員就職の倍率が高

ラーにはなれないかなと

現役時代の長野さん

いますか？

ヘッドコーチ︑平成

第5回

く︑先生になるのは難し

12

加している小学生は全部で

約

くさんあります︒将来教

ければいけないことがた

や︑難しいところなどは？

員を志す学生にとって

活動のやりがい

子どもたちは毎週続け
は︑子どもと触れ合える

︱

て来てくれるとは限りま
とても良い機会だと思い

今後の抱負を教え

ます︒

せんし︑自分たち学生も

毎週同じメンバーではな

︱

長野哲也
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60

いので︑継続して接する

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社取締役・常務執行役員

現役生に贈る言葉

子ども陸上教室
陸上部

4面

大教スポーツ

平成29年（2017年）3月23日
（木）

＜大阪教育大学＞

編集後記

前号を取材・編集した

先輩方がいなくなり︑不

安や戸惑いがたくさんあ

りました︒少しずつ大教

スポーツが形になってい

くにつれ︑各方面からお

褒めの言葉や応援をいた

だき︑大変嬉しく︑その

言葉を励みに頑張りまし

た︒部活動と両立しなが

ら︑体育会広報部メン

バー一丸となって取り組

み︑無事大教スポーツ第

５号を発行することがで

きました︒

今回の取材では︑今ま

で知らなかった部活動独自

のイベントや活動を発見す

ることができました︒記事

にできたのは陸上部だけで

すが︑練習以外のことも自

主的に行っている団体が多

く︑私自身学ぶことがたく

さんありました︒今後も部

活動の活躍をどんどん取り

上げ︑起爆剤となれるよ

う︑パワーアップしていき

たいです︒

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
信川 恵美︵L・S・B︶

