
春だ！花見だ！ 

シーズンインだー！！ 
だんだんと暖かくなり、春の訪れを感じますね(^^) 

早速ですが、2016年最初の試合に参加しました！ 

○3月 21日 大阪教育大学 AC記録会 

[100m]  

今西 一輝(6)  13.01 

川原 隆正(4)  15.14 

櫻井 裕歩(4)  16.36 

久保井 蓮(4)  16.99 

花光 晴樹(3)  15.67 

田中 大翔(3)  18.22 

松村 登和(3)  18.46 

池田 博哉(3)  19.17 

川原 克正(1)  16.62 

𦚰谷 優花(6)  15.24 

福徳 はな(5)  17.34 

片岡 陽渚(5)  17.43 

[200m] 

齋藤 克樹(4)  34.37 

川原 克正(1)  34.36 

[800m] 

馬門 孝介(5) 3.14.47 

森 大督 (5) 3.21.28 

川原 隆正(4) 2.54.00 

齋藤 克樹(4) 2.59.18 

久保井 蓮(4) 3.15.14 

松村 登和(3) 3.22.24 

森 望々実(5) 3.27.64 

[走高跳] 

今西 一輝(6)  1m40 

𦚰谷 優花(6)  1m05 

[走幅跳] 

花光 晴樹(3)  3m65 

田中 大翔(3)  2m67 

池田 博哉(3)  2m50 

[4×100mR] 

川原(4)-今西(6) 

-馬門(5)-花光(3) 

               59.46 
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○3月 26日 第 3回大阪教育大学子ども陸上競技記録会 

 

 
 

[50m] 

棚橋 悠成(1) 13.23 

川原 克正(1)  8.87 

松江 趣歩(2) 10.19 

鈴木 風馬(2) 10.24 

山本 瑚陽(2) 10.45 

藤原 凪秀(3)  8.99 

川原 隆世(4)  8.26 

山本連太郎(4) 10.76 

山本 陽依(4)  8.31 

小山 沙季(4)  9.58 

片岡 陽渚(5)  9.04 

福徳 はな(5)  8.83 

松江 千晴(5)  8.48 

[100m] 

川原 克正(1) 17.64 

鈴木 風馬(2) 20.13 

田中 大翔(3) 19.15 

花光 晴樹(3) 16.22 

池田 博哉(3) 20.38 

川原 隆世(4) 16.19 

櫻井 裕歩(4) 16.05 

齋藤 克樹(4) 17.51 

山本 陽依(4) 16.54 

小谷 和輝(5) 28.63 

尾上 優太(5) 15.67 

山本 凌樹(5) 14.81 

片岡 陽渚(5) 18.22 

福徳 はな(5) 17.84 

𦚰谷 優花(6) 15.34 

野本 梨花(6) 17.12 

[200m] 

尾上 優太(5) 35.44 

小谷 和輝(5) 43.48 

今西 一輝(6) 27.46 

[800m] 

藤原 凪秀(3) 

3.26.83 

齋藤 克樹(4) 

            3.02.67 

小山 沙季(4) 

            3.42.75 

馬門 孝介(5) 

            3.12.98 

松田 陽花(5) 

            3.16.92 

[80mH] 

今西 一輝(6) 12.13 



[4×100mR] 

Aチーム     1.03.36 

今西(6),馬門(5) 

花光(3),川原(1) 

Bチーム     1.04.20 

山本(5),川原(4) 

櫻井(4),齋藤(4) 

Cチーム     1.06.93 

𦚰谷(6),福徳(5) 

片岡(5),野本(6) 

[走幅跳] 

田中 大翔(3) 2m60 

堀添 晴也(3) 2m74 

池田 博哉(3) 2m17 

花光 晴樹(3) 3m31 

山本 淳平(4) 3m09 

山本 凌樹(5) 3m98 

稲葉 一真(6) 記録なし 

𦚰谷 優花(6) 3m47 

[ソフトボール投げ] 

松江 趣歩(2)23m33 

山本 瑚陽(2) 8m75 

山本 淳平(4)37m50 

山本連太郎(4)17m55 

馬門 孝介(5)21m17 

松江 千晴(5)20m50 

松田 陽花(5)19m15 

稲葉 一真(6)10m20 

野本 梨花(6)23m94 

 

3回目を迎えた大教大陸上競技部主催のこの記録会。 

 普段はなかなか記録会に出ることができない子どもたちもたくさん出場し、

すごくにぎやかな記録会となりました！慣れ親しんだ大教のグラウンドでの記

録会ということもあり、みんなのびのびと競技に取り組んでいましたね(^^) 

 

 

 

これで 2015年度の活動は全て終了となりました。学生スタッフが子ども陸

上教室の活動や運営に深く携わらせていただいてまもなく 1年が経とうとして

います。この 1年、初めてのことばかりで戸惑うことも多々ありましたが、保護

者の方をはじめ、大教 SC 子ども陸上教室に携わっていただいた多くの方々

の支えのおかげでここまでやってくることができました。心より感謝申し上げ

ます。 

2016 年度もより充実した活動を行えるように、学生スタッフ一同精進して

まいりますのでよろしくお願いします！ 

 

大教 SC子ども陸上教室 学生スタッフ一同 


