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関東インカレ総合順位 10 位！ 4×400ｍR は東経大新 3 分 11 秒 83！
山田真樹（コミュ１）東京選手権で 200m 日本ろう者新記録 21 秒 86！

4×400ｍR

2 位！ 日本インカレ標準突破

200ｍ 日本ろう者新記録 山田真樹（１）

ニュース主な内容
＜陸上競技部＞
関東インカレ総合 22 点・2 部校中 10 位！・・・・・ ・・・・・・・P2～P9
幹部交代・新主将に前田洋志（経済 3 年） ・・・・・・・・・ ・・・P10
山田真樹（コミュ 1）世界ろう者陸上競技選手権日本代表！・・・・・P11
主な競技会の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12～P15
＜葵走会・父母の会＞
葵走会総会は 7 月 23 日（土）に開催・・・・・・・・・・・・・・ P17
葵走会・陸上部父母の会会費ご納入のお願い・・・・・・・・・・・ P18

今年の箱根駅伝予選会は 10 月 15 日（土）立川で開催されます。
お問い合わせ 久恒由彦（事務局＝平 14）携帯：090-8564-3562 E-mail ：jump-up-tsune@i.softbank.jp

東京経済大学陸上競技部・葵走会・父母の会公認ＨＰ
http://toukei-rikujo.com
コーチ日誌（部の日常の活動状況をお伝えしています。
）
http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/
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第 95 回関東学生陸上競技対校選手権大会結果
～4×400ｍR

2 位入賞！

東経新！

5 月 19 日～22 日 日産スタジアム

日本インカレ標準突破！～

～走高跳・鈴木海平（1）3 位はじめ 6 種目入賞で 2 部総合 10 位！～
第９5 回関東学生陸上競技対校選手権大会が 5 月 19 日（木）から 22 日（日）、日産スタジアム（横
浜市）で開催されました。東経大は今年も標準記録を突破した 14 種目 27 名の選手が 4 日間熱い戦いを
繰り広げました。その結果、2 部総合 10 位、フィールドの部で 7 位入賞を果たしました。昨年の総合 9
位から順位を 1 つ落としたものの、走高跳・鈴木海平の 3 位入賞はじめ走幅跳・古市斗武の 8 位、4×
400ｍR・吉田隼人、山田真樹の 2 位入賞貢献など 1 年生 4 名が得点を挙げてくれました。この順位は、
関東学生連盟加盟校（1・2 部）１２３校中２6 位になります。
なお、4×400m リレーでは、東経大新記録を樹立し、日本インカレ標準記録も突破しました。

＜2 部校総合成績＞
トラック得点・順位

フィールド得点・順位

総合得点・順位

9 点・20 位

13 点・7 位入賞

22 点・10 位

5 月 19 日（1 日目）
残念・無念！4×100ｍR 決勝進出の判定が覆るハプニングに泣く！！

砲丸投 決勝 田辺（1）

400ｍ 予選 高波（1）

砲丸投 決勝 鈴木雄大（4） 110ｍH 予選 前田（3）

400ｍ 予選 吉田隼人（1） 400ｍ 予選

【砲丸投 決勝】
田辺 元気（1） 11m71

全体 17 位

鈴木 雄大（4） 11m79

全体 16 位

自己新
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山田（1）
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【100m 予選】
金井 優介（3） 10"98(+1.9)

組6着

敗退

【100mH 予選】
前田 洋志（3） 15"75(-0.2)

組 8 着 敗退

【400m 予選】
高浪 雅矢（1） 52"21

組 8 着 敗退

吉田 隼人（1） 49"61

組 5 着 敗退

山田 真樹（1） 49"96

組 4 着 敗退

【4×100mR 予選】
金井 糟谷 栗原 岩切 40"98

組 2 着 敗退

＜砲丸投＞田辺：緊張でぎこちない投擲ながらも自己新。良い経験でした。鈴木：2 回のファウ
ルに舞い上がってしまいました。最後の関カレで悔いは残りますが卒業までに田辺を育てます。
＜100ｍ＞金井：スタートから前半から中盤までは素晴らしい走りでしたが、後半力んでしまい
ました。好調だっただけに残念です。＜110ｍH＞前田：記録も平凡、悔しいレースになってし
まいました。ラスト 1 年 14 秒台を目指します。＜400ｍ＞高波：練習を積んで新人戦でリベン
ジ。吉田隼人：レース感は徐々に戻ってきています。マイルに賭けます。山田：スピードは高校
時代以上、400ｍも走る毎に良くなってきています。マイルが楽しみです。＜4×100ｍR＞いっ
たんは決勝進出が決定しましたが、失格チームからの上訴申し立てにより、判定が覆っての敗退
となりました。予選での 40 秒台はチーム最高記録です。他チームのレベルが相当上がって来て
います。置いて行かれないように対応して参ります。今シーズン中に日本インカレ標準突破を目
指します。

5 月 20 日（2 日目）
～跳躍陣が活躍 走高跳・鈴木海平（1）が 3 位！三段跳・丹生谷（3）が 5 位！～

走高跳

3位

鈴木海平（1）

【走高跳 決勝】
鈴木 海平（1）

2m03

若杉颯一郎（3）

NM

後藤 孝平（4）

2m00

3 位入賞
9位
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三段跳 5 位

丹生谷（3）
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【三段跳決勝】
丹生谷 薫（3）

14m83 (+1.2)

5 位入賞

平川 雄大（1）

14m43(+1.6)

10 位

＜走高跳＞鈴木：自分を見失わず冷静に力を発揮してくれました。1 年生で表彰台は快挙です。
若杉：春先からの不振がそのまま出てしまいました。本人は「跳び方を忘れてしまいました。」
というけれどトンネルは間もなく抜けられるような気配。後藤：2ｍ03 の惜しい跳躍もありまし
たが、主将としての役割をしっかりと果たしてくれました。＜三段跳＞丹生谷：普通に 5 位入賞
でした。普通のことが普通に出来るところが彼の魅力です。平川：入学以来悩みの跳躍が続いて
いましたが、少し光明が差しました。来年は 2 人で入賞を目指します。

走高跳 後藤孝平（4）

走高跳

若杉（3）

三段跳 平川（1）

走高跳 鈴木海平表彰台

三段跳

丹生谷（3）

＜入賞者コメント＞
鈴木海平（1）

走高跳

3位

初の関東インカレでしたが、雰囲気に圧倒されることなく自分のペースで試合に望めたことはと
ても良かったです。また、東経大の一員として活躍できたことを誇りに思います。ですが、今回
は 2m09cm を目標にしていたので少し悔しいです。この悔しさをバネに、自己ベストを更新で
きるように頑張りたいと思います。そして多くの標準記録を切ります！！
丹生谷薫（3）

三段跳

5位

今回の関東インカレは表彰台と自己ベストを狙っていたので悔しい結果とはなりましたが、また切り替
えて次の目標に向けて頑張ります。学生個人、全カレの標準も切れるようにします。来年の関東 IC で
は優勝を目指します。
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5 月 21 日（3 日目）
～槍投・小川（2）が 2 年連続入賞！走幅跳・1 年古市が 8 位！！～

槍投

決勝 7 位入賞 小川（2）

走幅跳 決勝

8 位入賞 古市（1）

【800m 予選】
末田龍之介（3）

1"56"11

組7着

【400mH 予選】
小田島芳則（3）

55"93

組8着

【やり投】
佐藤

悠樹（1）

51m43

19 位

小川

健太（2）

59m77

7 位入賞

【200m 予選】
吉田

大夢（1）

22"11(+1.0)

岩切

祐太（3）

21"92"(+2.3)

糟谷

翔（4）

21"74(+1.0)

【走幅跳】
古市

斗武（1）

7m13（+0.8）

荻原

良平（4）

6m88（+-0）

8 位入賞
10 位

【4×400mR 予選】
吉田 山田 島田 糟谷

3"14"49

組 1 着 決勝進出

＜800ｍ＞末田：まだまだ力不足、来年は標準 A 突破で目指します。＜400ｍH＞小田島：前半か
ら目いっぱい突っ込んでどこまでいけるかのチャレンジでした。来年勝負！＜槍投＞小川：上位入
賞を狙いましたが、思うような投擲ができませんでした。9 位から 3 投目で 7 位に挽回したのは流
石です。佐藤悠樹：体調が万全でなく不本意な結果でした。しかし、ファールとなった 3 投目は
58ｍ近い投擲でその力の片鱗を見せ付けてくれました。来年は小川、佐藤、助川の 3 人で出場、入
賞を目指します。＜200ｍ予選＞吉田大夢：関東 IC 独特の雰囲気に呑まれ予選落。練習を積んで
ポスト糟谷を狙ってほしい。岩切：もともと三段跳の選手がここまで成長しました。見事、予選通
過。糟谷：貫禄の予選通過。＜走幅跳＞荻原：初出場、一発にかけましたが惜しくも 10 位に終わ
りました。古市：今シーズン初試合でしたが、1 年生にしてそんなハンディを払いのけ入賞を果た
しました。＜4×400ｍR＞良い流れで独走状態でアンカーにつなぎました。決勝が楽しみです。
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800ｍ 予選 末田（3）

200ｍ 予選 岩切（3）

200ｍ 予選 吉田大夢（1）

槍投

200ｍ 予選 糟谷（4）

決勝 佐藤悠樹（1）

走幅跳 決勝 荻原（1）

＜入賞者コメント＞
小川健太（2）

やり投

7位

不本意、圧倒的実力不足です。陸上部の義務として自己記録の更新狙って、精進します

古市斗武（1）

走幅跳

8位

今回自分は、十分な体制を整えないまま関カレで初戦を迎えました。結果にも納得はいかず、自分の力
の無さを改めて思い知りました。この関カレで見つけたものと共に自分を磨き、まずは自己ベスト更新、
今年度の目標として日本ジュニア、世界ジュニアを狙っていきます。

5 月 22 日（最終日）
～4×400ｍR 感激の逆転劇で 2 位！

200ｍ

東経新！！

決勝 7 位入賞 糟谷（4）

6

日本インカレ標準突破！！！

4×400ｍR 2 位！！
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【ハーフマラソン決勝】
1.10′23″

44 位

糟谷 翔（4） 22"00 (-1.8)

組3着

岩切祐太（3） 21"75 (+2.1)

組6着

池田敬生（4）
【200m 準決】

【200m 決勝 】
糟谷 翔（4）

22"05 (-1.5)

7 位入賞

【4×400mR 決勝】
吉田 山田 島田 糟谷

3"11"83

2 位入賞

東経新・全カレ標準突破

＜ハーフマラソン＞朝 9 時スタートのハーフマラソンは池田敬生（4）が出場しました。日差し
が厳しく暑さとの戦いになり、途中何度も失速しかけましたが、粘りに粘って最後まで走り抜き
ました。駅伝ブロック唯一の関東 IC 出場者としてしっかりとその役割を果たしてくれました。
＜200ｍ＞準決勝で岩切が 9 番目で敗退し、糟谷に表彰台の期待がかかりました。しかし、予選
から糟谷本来の走りが見られず準決勝も組 3 位でかろうじて決勝進出でした。決勝では、その懸
念がそのまま出てしまうレースで 7 位入賞を果たしたものの惨敗といえる走りでした。＜4×400
ｍR>最終種目 4×400ｍR は劇的な結果になりました。個人種目 200ｍでエース糟谷がまさかの
7 位！しかし、こんな劇的な幕切れが待っているとは、、、疲労困憊のアンカー糟谷を奮い立たせ
たのは 1 走・吉田隼人、2 走・山田の一年生コンビの頑張りと試合巧者 3 走・島田の 4 位につけ
てのバトン、糟谷曰く「4 位で持ってきてくれたので表彰台を狙う気持ちになった。
」レースは 4
位につけたまま最終のホームストレートへそして劇的な逆転劇は最後の 10ｍ手前からのラスト
スパートで前方の 2 チームを抜き去り 2 位でゴールしました。関東 IC 最後のレースで糟谷の低
力を見せつけてくれました。タイム 3 分 11 秒 83 は東経新記録で日本 IC 標準記録突破も果たし
ました。
＜入賞者コメント＞
吉田隼人（1）

4×400ｍR 1 走

今回初めて関東 IC という大きな舞台で走らせていただきました。とても緊張しましたが、先輩や仲間
のおかげで 2 位という結果を残すことができました。本当に嬉しかったです。この経験を生かしてこれ
からも頑張っていきます。応援やサポート本当にありがとうございました！

山田真樹（1）

4×400ｍR

2走

個人種目 400m は不甲斐ない結果で悔しかったです。その悔いをバネにマイルを頑張りました！私はマ
イルの経験は他の選手と比べて浅いです。そのためか、緊張やプレッシャーがすごく圧迫的感で押しつ
ぶされそうでした。それでも、最後まで走り切れた事を嬉しく思っています。応援してくれた皆さん、
本当にありがとうございました。

島田

陵（3）

4×400ｍR

3走

皆様の応援とサポートのおかげで出すことの出来た結果だと思います。本当にありがとうございました。
全日本インカレもやれる事を精一杯やりたいと思います。
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島田

陵（3）

4×400ｍR

3走

皆様の応援とサポートのおかげで出すことの出来た結果だと思います。本当にありがとうございました。
全日本インカレもやれる事を精一杯やりたいと思います。

糟谷

翔（4）

200ｍ

7位

4×400ｍR

4走

200m：優勝を狙いにいった関カレで練習では出来ていたことを発揮できず悔いの残る結果でした。
次は学生個人を目標にピークを持っていき全カレ標準を狙いまた入賞を目指します。
4×400mR： 今回の結果、東経新記録とても嬉しいです。メンバーの一人一人が実力以上の走りをした
ことで 2 位という結果と全カレ標準を突破することができました。全カレに出場することがとても楽し
みです！来年は自分が抜けても 3 人のメンバーが残っているので期待できます。

ハーフマラソン

200ｍ 準決勝

岩切（3）

200ｍ

池田（4）

4×400ｍ決勝

糟谷（4）

1 走 吉田隼人（1）ラップ 48 秒 9

2 走山田真樹（1）ラップ 47 秒 3 3 走島田（3）ラップ 48 秒 3

表彰式

準決勝

4 走糟谷（4）ラップ 47 秒 0

表彰台で農大と一緒になると大根のプレゼントが
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＜関東インカレご来場ありがとうございました（敬称略・順不動）＞

※チケット配付名簿記載者

【支援者】（株）ITC 倉津、浅尾豪夫（葵水会会長）、原田伸宏（都立松が谷高校顧問）、綾部義浩（竹
茂店主）、矢野剛仁（東京経済編集委員）【葵走会】今井中（（昭 30）、伊藤乾司（昭 37）、田辺譲（昭
45）
、飯塚豊明（昭 56）
、大久保圭子（昭 57）、鈴木敦史（昭 60）
、岩藤敬右（昭 63）
、五味利夫（平 9）
久恒理由彦（平 14）
、関野山慎治（平 23）
、関沼雅大（平 24）
、成原貴之、石坂有章、阿見優輝、境田
優太、五十嵐英里、栃木祐輝（以上平 27）、吉村匠（平 28）
、鈴木泰志、佐藤隆世（以上平 28）
【父母】前田隆弘、成原祐介、古市昭子ほか 2 名、遠藤幸宏、小川淳、糟谷千枝子、本間聡美、吉田健
司・朋子、佐藤亜希、荻原智美、島田宏・昭子ほか 1 名、吉田のり子、鈴木崇功、若杉真美、丹生谷
優子、平川利也、池田光男ほか 1 名、池田哲生ほか 1 名、遠藤幸宏ほか 1 名、丸山和生
【指導者】上阪哲也（監督）
、神屋伸行（駅伝監督）、片瓜仲夫（スプリントヘッドコーチ）
、長崎宣夫(ト
レーナー)、池村聡文（トレーナー）
＜差し入れありがとうございました（敬称略）＞※お名前が判明出来ている方を掲載
綾部義浩（竹茂店主）
：スポーツドリンク、大久保圭子（葵走会・昭 57）
：食品、岩藤敬右（葵走会・昭
63）
：スポーツドリンク、石坂・阿見・境田・五十嵐（葵走会・平 27）
：お茶ほか

幹部交代
関東 IC 終了後のミーティングで幹部交代を行いました。新幹部は以下の通りです。旧幹部同様
よろしくお願い申し上げます。なお、駅伝ブロックは引き続き現幹部が務めさせて頂きます。

旧幹部

新幹部

＜新幹部＞
主将

前田洋志（経済 3）

主務

平井美帆（コミュ 3）

会計

岩切祐太（現法 3）

副将

島田 陵 (現法 3）

駅伝ブロック ※引き続き
ブロック長

下澤聖哉（経営 4）

駅伝主務 鷲見祐太（コミュ 4）
駅伝副将 飯田勇希（経済 4）

福田拓未（経営 3）

駅伝副務 矢沢夏実（現法 4）

斉藤桃代（コミュ 4） 小泉喬寛（コミュ 3）
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前主将

後藤孝平（経済 4）挨拶

今期主将を務めさせていただきました、後藤孝平です。一年間このチームを率いてきて、本当に
様々なことがありました。それらの経験一つ一つは今の私にとって、とても価値のあるものばかり
でした。良いことも悪いことも含めて、このチームで体験してきたこと全てが自分の統率力の結果
だと思っています。初めの頃は、どうやってチームをまとめて良いのかわからず、皆も混乱してし
まうことも多々あったと思いますが、次第に主体的に動いてくれるようになり、最後にはとてもや
りがいを感じられていました。関東 IC でも、チーム同士で真剣に話し合っている姿を見て、私が
作りたかった一人一人が主体的に動けるチームに少しでも近づけたのだと本当に嬉しく思いまし
た。これから、東経大陸上競技部は成長と発展を続ける過程で様々な問題が生じてくると思います。
そんな時に主体的に考えられる力を十分に発揮して、一層の活躍に繋げていってもらいたいと思い
ます。一年間、主将を務めさせていただいたことに誇りに感じます。ありがとうございました。

新主将

前田洋志(経済 3）挨拶

主将を務めさせていただきます前田洋志です。私の主将としての明確なチーム目標は、関東 IC
で総合 5 位以内を目指すことです。もちろん現状では 5 位以内を勝ち取ることは難しいことは分か
っています。しかし、私が主将としてチームを引っ張り改革することで達成の可能性が今のチーム
にあると感じています。部員一人ひとりの意識改革や練習での効率アップ、マネジメント体制の強
化によって、1 年後にはより戦う集団に致します。そのためには、部員の前向きな意見を汲み取り、
部の状態が良くなるようにしっかりと考え、新たな施策を講じていくことが必要になります。また、
私自身も競技面でチームを引っ張って参ります。来年の関東 IC では最低 5 位以内を達成し、1 部
昇格を明確な目標にできるチームに成長できるよう 1 年間取り組んで参ります。一人ひとりが関東
IC で何点取らなければならないのかを考え、目標とする記録に到達できるようなチームの雰囲気
を作り出していきたいです。至らないところもあると思いますが、周りの人たちの協力などにより
助けてもらいながら東経史上最強のチームになれるよう頑張って参ります。よろしくお願いします。

東京選手権結果

5 月 7 日、8 日

駒沢オリンピック公園陸上競技場

～山田真樹（1）が、200ｍでろう者日本新記録樹立！日本代表で世界大会出場！！～
～三段跳・丹生谷薫（3）が東経新！15ｍジャンパー誕生！！～
山田真樹(コミュ 1）が 200ｍで日本ろう者新記録を樹立しました。記録は 21 秒 86。彼は 6 月
25 日から 7 月 3 日までブルガリア

スタラ・サゴサで開催の第 3 回世界ろう者陸上競技選手権大

会 400ｍで日本代表として派遣されることが決定しており、今回の 200ｍでの日本記録樹立は大き
な自信になるとともに今後の大きな飛躍に期待が持てます。また、三段跳で出場した丹生谷薫（3）
は東経大新記録を樹立し初の 15ｍジャンパーの誕生となりました。
山田真樹コメント
向かい風の中で自己ベストを出せた事はすごく嬉しいと思っています。前日の 400m はボロボロだった
のでリベンジとして頑張りました。今後の抱負は 20 歳までにデフ世界ジュニア記録 100m、200m を両
方破れるように日々から努力をしたいと思っています。
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【400m・予選】
吉田隼人（1）49"83 組3着
山田真樹（1）50"34組6着
【槍投げ・決勝】
助川直輝（1）56m69 自己新・関東インカレ標準B突破・8位入賞
【三段跳・決勝】
平川雄大（1）14m10(+1.0) 山岸憲典（2）14m11(+2.4) 佐藤翔（2）13m76(+1.7)
丹生谷薫（3）15m11(+2.0) 自己新・東経新！！！・3 位
【200m・予選】糟谷翔（4）21"75(+2.0)組2着 山田真樹（1）22"12(+1.7)組2着
翔（4）21"70

3位

山田真樹（1）21"86

4位

【200m・決勝】(-1.6) 糟谷

自己新・日本ろう者新記録

【走幅跳・決勝】荻原良平（4）6m87(+0.9) 10位
【走高跳・決勝】中村優斗（1）1m90 14位 若杉颯一郎（3）NM
吉田丞児（4）1m95

12位

鈴木海平（1）2m03 6位

【砲丸投・決勝】田邊元気（1）11m28

4位

☆主な競技会の結果
＜小瀬カーニバル＞

4 月 29 日、30 日 小瀬

【100m・予選】
栗原正海（3）11秒13(+4.1)

佐野祐太（2 ）11秒26(+3.8)

金井優介（3）10秒77(+3.2)

【100mC決勝】
佐野祐太（3）11秒30(+2.4) 5着
【100mB 決勝】
栗原正海（3 ）11 秒 02(+6.3) 4 着
【100mA決勝】
金井優介（3 ）10秒81(+4.3) 5着
【400m予選】
柚木誠太（4）53秒31

2着

吉田隼人（1 ）51秒43 1着

1着

本間諒（4 ）51秒57

本間諒（4）51秒99 1着

【400m決勝】
吉田隼人（1）50秒08

4着

【110mH予選】
前田洋志（3）15秒34(+3.7) 1着
【110mH決勝】
前田洋志（3 ）15秒31(+1.4) 1着
【円盤投決勝】
鈴木雄大（4 ）31m60
【三段跳決勝】
丹生谷薫（3 ）15ｍ02(+5.7) 1 等 平川雄大（1）14ｍ41(+2.9) 3 等
荻原良平（4 ）13ｍ88(+6.0) 4 等
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【200m予選】
岩切裕太（3）22″23 (-2.3) 組1着

糟谷

翔（4）21″72 (-1.0) 組1着 大会新

吉田隼人（4）22″61 (+0.1) 組1着
【200ｍ決勝】(-1.9)
糟谷

翔（4）21″82 1位

岩切裕太（3）21″96 2位
吉田隼人（1）22″46 5位
【400H予選】
奥野翔太（3）56″92 全体 5 位
【走高跳決勝】
後藤孝平（4）2ｍ01 1位
宮下颯人（1）1ｍ75

自己新

中村優斗（1）1ｍ95 5位 吉田丞児（4）1ｍ95 6位

11位

若杉颯一郎（3）NM

【走幅跳決勝】
丹生谷薫（3）6ｍ92(+1.0)

5位

平川雄大（1）6ｍ86(+2.0) 7位

荻原良平（4）6ｍ72(+1.5)

10位 和田優之助（1）6ｍ24(+1.3) 19位
4月30日、5月1日 国士館多摩

＜国士舘大学競技会＞
【三段跳】

山岸憲典（2）13m97(+1.3) 11 位

佐藤翔（2）13m63(+0.6) 13 位

【5000m】
2組井上俊介（2）15'21"95１着

下澤聖哉（4）15'28"332着

【800m】
8組小久保勇輝（1）2'01"92

10組畑山佳太（3）1'57"02

5月1日

＜投てき競技会＞

根本俊輝（1）2'05"66

立川

～槍投げ小川健太（2）が、23年振りの東経新記録を樹立～
【円盤投】
鈴木雄大（4）33m13

2位 自己新

【砲丸投】
鈴木雄大（4）11m61

2位

田辺元気（1）11m49

3位 自己新

【やり投】
小川健太（2）63m33

＜日大競技会＞

1 位東経新・自己新

5月1日

助川直輝（1）54m58

2位

日大

【100m】山田真樹（1）10"93(+2.3) 組1着 【200m】山田真樹（1）21"98(+0.3)組2着
【800m】末田龍之介（3）1'58"91組1着
【400mH】貝塚勇輝（2）56"26 組 3 着

＜日大競技会＞

5月1日

日大

【100m】山田真樹（1）10"93(+2.3) 組1着
【200m】山田真樹（1）21"98(+0.3)組2着
【800m】末田龍之介（3）1'58"91組1着
【400mH】貝塚勇輝（2）56"26 組 3 着
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＜川越記録会＞

5月1日

川越

【1500ｍ】
14組寺嶋大介（1）4'05"21

村上滋（1）4'06"44自己新

築達尚希（2）4'14"68自己新

馬場勝也（1）4'19"04

＜日体大競技会＞

柿沼竜我（1）4'09"61

5月3日、4日健志台

【100m】
平田瑠偉（3）11"49 (+3.5) 組 5 着

佐野佑太（3）11"05 (+5.2) 組 1 着

金井優介（3）10"88 (+1.6) 組 1 着自己新

康本直希（1）12"06 (+1.9) 組 6 着

【110H】
前田洋志（3）15"41 (+1.4) 青木琢実（3）15"60(+1.4) 黒沢晃希（3）15"48(+3.4)
【走幅跳】
荻原良平（4）6m66 (+3.2)
【400m】
高浪雅矢（1）52"86 組 6 着
本間

島田陵（3）50"38 組 3 着

諒（4）50"84 組 3 着

峰岸雅典（2）51"53 組 3 着

上野弘貴（3）50"67 組 1 着 2 次レース

坂本大輔（1）54"32 組 6 着

50"48 組 2 着

加藤元気（1）52"31 組 1 着

【1500m】
3組ウゴジエケ登也(3)4'05"74
4組寺嶋大介(1)4'09"94

池田敬生(4)4'05"20

井上竣介(2)4'03"23

根本俊輝(1)4'12"47

【800m】
根本俊輝(1)2'05"36 8着 小久保勇輝(1)2'01"05
末田龍之介(3) 1'55"51

1着

1着 関東インカレ標準B突破

【400mH】
遠藤晴輝(1) 59"88 組5着

貝塚勇輝(2) 57"03 組4着

奥野翔太(2) 57"71 組1着

【走高跳】
吉田丞児(4) 1m90

後藤孝平(4) 1m95 全体5位

鈴木海平(1) 2m00 全体3位

【三段跳】
佐藤翔(2) 13m98(+6.0)

山岸憲典(2)14m10(+2.4) 全体7位
【砲丸投】
鈴木雄大(4)11m06 全体7位
【100m2次レース】

金井優介(3) 10"84(+1.2) 組3着自己新・関カレB標準突破

＜はちおうじT&Fトライアル＞

5月4日 上柚木

【100m】
金井優介(3) 11"04 (+0.9)組5着

吉田大夢(1)11"14(+0.9) 組6着 糟谷翔(4) 10"92(+0.9)組1着

岩切裕太(3) 11"04(+0.9)組3着

五弊哲也(1) 11"62(-2.2)組５着 栗原正海(3) 11"10 (+0.9 )組1着

佐野裕太(2)11"47 (-2.7)組3着

丸山亜室(1) 11"24(-0.1)組1着

【砲丸投】
田辺元気(1) 11m26
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【4×100mR】
1組東京経済大学A（金井・糟谷・栗原・岩切）41"22

1位大会新

2組東京経済大学B（五弊・吉田大・佐野・丸山）42"78

5月4日 しらこばと

＜越谷市記録会＞

【棒高跳】薄井龍星（3）4m00

自己新

5 月 5 日 東海大学湘南

＜東海大学競技会＞

【800m】3組小久保(1) 2'07"42

4組畑山(3) 2'00"55

【1500m】4組ウゴジエケ(3) 4'08"73
【5000m】2組田中(3) 16'15"94

根本(1) 4'18"25

3組柿沼(1) 15'49"94

4組井上(2) 15'06"82

鈴木(1) 15'10"93

【10000m】元川(2) 32'07"43 下澤(4) 32'49"86

<世田谷競技会>

5 月 28 日 世田谷

【1500ｍ】
井上竣介（2）

3'52"72 自己新

ウゴジエケ登也（3） 3'56"58 自己新

関東 IC 標準 A

寺嶋大介（1）

日本学生個人選手権標準記録突破！

関東 IC 標準 B 突破

4'10"71

【3000ｍ】
4組
高野竣也（1） 8'51"48 自己新

板谷尚希（1）8'55"14 自己新

九津見一樹（2）8'56"02 自己新

馬場勝也（1）9'12"34 自己新

柿沼竜我（1） 8'50"05 自己新

田中樹来（3）9'09"91 自己新

【5000ｍ】
飯田優希（4）15'36"50

<日体大陸上競技会>

元川崇大（2）15'06"92
5 月 28 日、29 日

自己新

下澤聖哉（4）15'24"05

日体大健志台

【400ｍ】畑山佳太（3） 50"82 自己新
【800ｍ】根本俊輝(1)

小久保勇輝(1)

1'59"32

【400ｍH】 遠藤晴輝（1） 61"24

2'02"47

組6着

【4×400mR】加藤,・末田,・畑山,・ウゴジエケ

3'22"74

＜平成国際大学競技会＞ 5 月 29 日 鴻巣
【1500m】
築達尚希(2) 4'19"08
【3000m】
笹尾慎吾(1) 9'36"99

濱中大河(1)

9'23"51

寺嶋大介(1)8'57"37 自己新

【10000m】
元川嵩大(2) 32'13"23

小新裕貴(2)

32'31"43

鈴木優斗(1)

32'20"44 自己新

下澤聖哉(4) 32'47"73

石田光一(1)

32'41"87 自己新

小山大輝(1)

33'43"35 自己新

＜国士舘競技会＞ 6 月 4 日、5 日 国士舘多摩
【100m】
佐野佑太（2）

11”32 (+0.1)

組2着

康本直希（1）

五弊哲矢（1）

11”19 (+0.2)

組5着

丸山亜室 （1） 10”88 (-0.6)
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組3着
組 1 着 自己新
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【400m】
51”30 組

高浪雅矢（1）

3着

【1500ｍ】
寺嶋大介 (1)

4'00"45

【800m】
2'01"97

根本俊輝（1）

畑山佳太(3)

1'58"26

【5000m】
九津見一樹(2) 15'51"22

石田光一(1)

15'56"80

福田拓未(3)

16'03"03

馬場勝也(1)

16'07"74

笹尾慎吾(1)

16'20"05

高野竣也(1)

15'20"21

小新裕貴(2)

15'26"07

柿沼竜我(1)

15'26"38

村上 滋(1)

15'26"45

寺嶋大介(1)

15'37"05

小山大輝(1)

15'39"70

濱中大河(1)

15'45"31

板谷尚樹(1)

16'25"36

池田敬生(4)

14'49"53

井上竣介(2)

14'56"73

元川崇大(2)

15'07"24

鈴木優斗(1)

15'07"82

下澤聖哉(4)

15'25"95

＜日大記録会 ＞

6月5日

自己新

自己新

日大

【110mH】 青木琢実（3） 15"64 (+1.1) 組 1 着
【走高跳】 鈴木海平（1） 2m00 2 位
【400mH】 奧野翔太（3） 56"87 組 2 着

貝塚勇輝（2） 58"06 組 3 着

【三段跳】 佐藤

山岸憲典（2） 13m08 (+0.5) 13 位

翔（2） 13m85 (+0.3) ７位

＜日本学生個人選手権＞

6 月 12 日

Shonan BMW スタジアム平塚

【200ｍ予選】
糟谷 翔（4）

21″74（+2.1）

敗退

＜埼玉県短・跳・投記録会＞ 6 月 12 日

上尾

【100m】
関根輝仁（1）

11”20 (+0.7) 組 1 着

【走高跳】
若杉颯一郎（3）

1m95

今後の主な日程
7 月 9 日（土）
明治学院大学定期対校戦（上柚木）
8 月 4 日（木）～8 日（月）
スプリントブロック合宿（菅平）
8 月 20 日（日）
大阪経済大学定期対校戦（上柚木）
8 月 25 日（木）～9 月 1 日（木）駅伝ブロック合宿（霧が峰）
9 月 2 日（金）～2 日（日）
日本インカレ（熊谷文化スポーツ公園）
9 月 5 日（月）～10 日（土）
駅伝ブロック合宿（菅平）
9 月 16 日（金）～18 日（日）
関東学生新人（相模原ギオン）
10 月 15 日（土）

箱根根駅伝予選会（立川）

11 月初旬
11 月 19 日（土）

10 大学対校戦（未定）
10000m 記録挑戦会（浦和駒場競技場）
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葵走会（ＯＢ会）総会＆懇親会は 7 月 23 日（土）に開催！
2016 年度葵走会＆懇親会が下記のとおり開催いたします。2015 年度決算報告の他、春季シーズンの
陸上競技部の活動状況等指導者から報告をさせていただきます。
ご同期・先輩・後輩お誘いあわせの上奮ってご出席賜りますようよろしくお願いいたします。
記
・日時

7 月 23 日（土）

・会場

ROSE&CROWN 八重洲一丁目店

ＰＭ6：00 から
ＴＥＬ：050-5785-2212

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-22 八重洲龍名館ビル 1F（ホテル龍名館の１Ｆ）
 ＪＲ 東京駅 北口 徒歩 3 分
 地下鉄東西線 日本橋駅 A3 番出口 徒歩 1 分

・会費

5,000 円（平成 10 年以降卒年の方および女性は 4,000 円）

・ご出欠

7 月 16 日までに事務局までご連絡願います。

・問合せ先

事務局＝久恒由彦（平 14）携帯 090-4078-8408

陸上競技部父母の会役員会報告

Mail：jump-up-tsune@i.softbank

6 月 19 日 凛火（りんか）新宿本店

2016 年度陸上競技部父母の会役員会が 6 月 19 日（日）に開催されました。
会は前田隆弘会長の挨拶後、議事に移り、2015 年度決算の報告・承認（18 頁）、次年度役員候補など
について議論されました。
出席者・陣内良昭（部長）
、前田隆弘（会長）
、飯田秀樹（副会長）、元川圭大（役員）
、濱中武晴（役員）
吉田建司(役員)、成原祐介（会計）
、上阪哲也（事務局）

＜主な議事内容と決定事項＞
① 2015 年度決算報告・承認（18 頁 2015 年度決算報告書参照願います）
② 2015 年度役員は昨年の総会で承認・選任された以下の 8 名が着任しました。
（敬称略）
会長・ 前田隆弘（洋志君 3 年父）
、副会長・飯田秀樹（勇希君 4 年父）、役員・小泉太毅（喬寛君
2 年父）
、 元川圭大（嵩大君 2 年父）
、濱中武晴（大河君 1 年父）
、吉田建司（大夢 1 年父）、会計・
成原祐介（貴之君 H27 卒父）
、事務局・ 上阪哲也（陸上競技部監督）
③ 2016 年度父母の会・陸上競技部年間予定について
④ 吉村匠箱根駅伝出場寄付金決算（案）報告 ※7/23 葵走会総会で承認予定
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葵走会・陸上競技部父母の会・の皆様へ

今年度も葵走会・父母の会年会費・寄付のご納入お願いいたします
※郵便振替用紙は全員に同封いたしました。ご納入済みの方は失礼の段お詫び申し上げます。

＜東京経済大学葵走会（ＯＢ会）年会費・寄付金納入要項＞
・年会費：8,000円
・納入期限：2016年4月1日～2017年3月31日
・送金先：郵便振替
銀行振込

00190-1-769362（専用の振替用紙使用で手数料はかかりません。）
ゆうちょ銀行

〇一九（ゼロイチキュウ）当座 0769362

ゆうちょ銀行

〇二八（ゼロニハチ）

普通 4388443

上記口座名義人は「葵走会（キソウカイ）」
昭和41年以前ご卒業の方へ：名誉会員として会費免除となっていますが、部員数の増加により財政が
逼迫しています。是非、ご寄付のご協力をお願いいたします。
平成20年以降ご卒業および女性会員の方へ：卒業後8年（平成21年～28年卒）までの会員および女性会
員は5,000円。また、夫婦会員はお二人で10,000円となりました。

＜陸上競技部父母の会年会費・寄付金納入要項＞
・年会費：10,000円
・納入期間：2016年4月1日～2016年9月30日
・送金先：郵便振替
銀行振込

00170-1-634633（専用の振替用紙使用で手数料はかかりません。）
みずほ銀行久米川支店

普通 2050180

上記口座名義人は「東京経済大学陸上競技部父母の会」

2016年度会費寄付金ご納入者 2016年4月1日～2016年6月6日現在
【会費・一般寄付】（卒年・千円）敬称略、順不同
一般：徳永正隆（10）

葵走会：石崎定男（S28・10）
、伊藤乾司（S37・20）
、金安義隆（S37・10）、小竹央男（S38・10）
今井洋二（S38・10）
、中村征夫（S43・10）
、表邦祐（S44・8）
、田辺譲（S45・10）、青木繁明（S47・
10）
、中谷修（S48・10）山岡清孝（S49・8）
、久保田敏文（S53・20）
、飯塚豊明（S56・20）
、大久保
圭子（S57・10）
、鈴木敦史（S60・8）
、上阪哲也（S61・10）
、湯原真司（S61・10）、宮下千絵（S62・
5）
、会沢克彦（H1・8）
、青田和弘（H4・8）
、尾藤敬（H4・8）
、岡野将光（H4・10）
、金井大（H6・8）
五味利夫（H9・10）
、斉藤禎一（H10・8）
、久恒由彦（H14・8）
、川村耕二郎（H15・8）、杉澤秀明（H15・
8）
、大久保潤（H15・8）
、柱欽也（H22・8）
、工藤丈裕（H28・8）、匿名（匿名・10）
父母の会：井上直美（寄付・30）
、長屋忍、海野育男、三枝和彦、村上春輝（20）
、山城光義、平井義則
斉木由美子、本間弘幸、池田光男、小新裕、福田秀樹、五十嵐哲也、松浦久美子、前田隆弘、青木智美
村山兼一、田中康子、小泉太毅、丹生谷博、石田光洋、益田守孝、所河昭彦、小山広美、板谷裕次
鈴木政美、森一郎、馬場正勝、高野宏二、柿沼哲也、石原粧子、湯澤美幸、寺嶋清高、濱中武晴、根本
茂弘、笹尾明弘、小久保はやと、吉田建司、小林友美、吉田のり子、中村雅子、五幣敏治、丸山和生
田邊珠緒、高浪秀一、古市昭子、宮下和樹、佐藤亜希、助川章仁、平川利也、遠藤幸宏、鈴木崇功
山田研登、坂本理江、関根啓喜、大沼崇、清水和明、加藤千夏、増子克久、永井裕治、小鍛冶満弥
岡村浩志、高橋篤行、下平恒裕
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東京経済大学陸上競技部父母の会 2015 年度決算
会計 成原祐介
（単位：円）

2015.4.1～2016.3.31
収入の部
科目
年会費収入

寄付金収入

予算
800,000

50,000

総会残金

合計

決算

科目

600,000 学生援助金

予算

決算

850,000

576,680

10,000×60 （合宿援助金）
（年間表彰記念品代）
（Ｔシャツ購入代）
（遠征援助金）
0
慶弔・交際費

650,000
50,000
100,000
50,000

350,000
25,480
151,200
50,000

30,000

20,000

会議費

60,000

50,500

通信印刷費

30,000

19,536

ＨＰ運営費

10,000

10,000

消耗品費

10,000

8,896

送金手数料

10,000

1,080

予備費

83,902

20,000

受取利息
前期繰越金

支出の部

20
233,902
1,083,902

233,902 次期繰越金
833,922 合計

147,230
1,083,902

833,922

2016 年 5 月 14 日
東京経済大学陸上競技部父母の会会計担当
経理書類を精査の結果、上記決算報告書が適正なものと認めます。

成原 祐介
(印省略）

2016 年 5 月 14 日
東京経済大学陸上競技部父母の会会計監事

前田 隆弘
（印省略）
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