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2016 年度卒業式              2017 年度入部式 

 

2017 年度 葵走会・父母の会会費ご納入にご協力願います。 

ニュース主な内容 

＜陸上競技部＞ 

関東インカレ出場者決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P2～P3 

新入部員紹介・41 名が入部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4 

2017 年度コーチングスタッフについて・・・・・・・・・・・・・・・ P5 

下澤聖哉が東京マラソンで東経新記録・・・・・・・・・ ・・・・・・ P6～P7 

関東私学 6 大学対校戦結果/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ8～Ｐ10 

主な競技会結果、今後の主な日程・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ11～Ｐ12 

＜葵走会・父母の会＞ 

卒業生送別会（追いコン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 

陸上競技部年間表彰式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 

年会費ご納入のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16 

 

＜お問い合わせ先＞ 

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公認ＨＰ http://toukei-rikujo.com 

陸上競技部コーチ日誌      http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/ 

東京経済大学 

陸上競技部＆葵走会・父母の会ニュース第 130 号 

発行：東京経済大学陸上競技部・葵走会・陸上部父母の会 

発行者：前田洋志・田辺譲・前田隆弘  編集：平井美帆・久恒由彦 監修：上阪哲也 

2017 年 5 月 日発行 
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東京経済大学陸上競技部ニュース 第 130 号 

 

関東インカレ出場者決定！！ 

第 96 回関東学生陸上競技対校選手権大会が 5 月 25 日（木）～28 日（日）横浜日産スタジアムに

おいて開催されます。今年は、17 種目延べ 46 名が標準記録を突破しおり、その内 41 名がエント

リーを果たしました。過去最大の出場者数で 2 部総合 5 位以内を目指します。 

皆様のご来場を心よりお待ちしています。 

＜第 96 回関東学生陸上競技対校戦手権出場予定者＞ 

※種目、標準記録Ａ・Ｂ、出場予定者、記録 

100ｍ  Ａ：吉田大夢（2）10.66  Ｂ：丸山亜室（2）10.78 

200ｍ  Ａ：吉田大夢（2）21,49、山田真樹（2）、21.71、武本雄大（1）21.42 

400ｍ  Ａ：星野蒼太（1）48.09、山田真樹（2）48.25 Ｂ：上野弘貴（4）48.91 

800ｍ  Ａ：平塚心（1）1.53.17  Ｂ：中野弘久（1）1.55.14 

1500ｍ  Ａ：井上竣介（3）3.52.72 Ｂ：ウゴジエケ登也（4）3.55.76 

110ｍＨ Ｂ：前田洋志（4）15.31 

400ｍＨ Ｂ：奥野翔太（4）55.49 

ハーフ    元川嵩大（3）1.02.50＜20ｋｍ＞、鈴木優斗（2）1.02.59＜20ｋｍ＞ 

10000ｍＷ  山本昌平（1）45.08（10ｋｍＷ） 

4×100ｍ   金井・吉田隼・岩切・関根・栗原・佐野 40.76 

4×400ｍ   吉田隼・星野・上野・関口・島田・福田 3.14.05 

走高跳  Ａ：鈴木海平（2）2.07  Ｂ：若杉颯一郎（4）2.00 

棒高跳  Ｂ：深澤広大（1）4.30 

走幅跳  Ｂ：平川雄大（2）7.07 

三段跳  Ａ：丹生谷薫（4）15.11、佐藤翔（3）14.45、平川雄大（2）14.52 

砲丸投  Ａ：田辺元気（2）12.25、猪口岳昭（1）12.02 
やり投  Ａ：小川健太（3）63.33、佐藤悠樹（2）60.18、安藤卓也（1）59.45 

    

《会場ご案内》 

日産スタジアム：ＪＲ横浜線「小机」駅・徒歩 7 分 

JR 横浜線・東海道新幹線、横浜市営地下鉄「新横浜」駅・徒歩 15 分 

《チケット配布のご案内》 

日産スタジアム：西ゲート前にて配布 

※配布時間は全日午前 9 時からとなります。「東京経済大学」ののぼりを持った学生がご案内致しま

す。万一ご案内が見当たらない場合は、主務：平井美帆（090-2408-9797）までご連絡願います。 

 



 3 

東京経済大学陸上競技部ニュース 130 号 

 

≪出場種目タイムテーブルおよび出場予定選手≫ 

1 日目   5 月 25 日（木） 

9：30 

10：00 

11：00 

11：20 

12：45 

14：05 

15：20 

15：55 

1500ｍ・予選 

砲丸投・決勝 

棒高跳・決勝 

100ｍ・予選 

110ｍＨ・予選 

400ｍ・予選 

1500ｍ・決勝 

4×100ｍ・予選 

井上竣介（3）、ウゴジエケ登也（4） 

田辺元気（2）、猪口岳昭（1） 

深澤広大（1） 

吉田大夢（2）、丸山亜室（2） 

前田洋志（4） 

星野蒼太（1）、山田真樹（2）、上野弘貴（4） 

 

金井・吉田隼・岩切・関根・栗原・佐野 

2 日目   5 月 26 日（金） 

9：30 

10：55 

11：45 

14：25 

14：55 

15：25 

15：30 

17：50 

110ｍＨ・準決勝 

100ｍ・準決勝 

400ｍ・準決勝 

110ｍＨ・決勝 

100ｍ・決勝 

400ｍ・決勝 

三段跳・決勝 

4×100ｍ・決勝 

 

 

 

 

 

 

丹生谷薫（4）、佐藤翔（3）、平川雄大（2） 

 

3 日目   5 月 27 日（土） 

9：50 

11：00 

12：00 

13：05 

13：30 

14：00 

15：25 

17：10 

10000ｍＷ・決勝 

800ｍ・予選 

走幅跳・決勝 

400ｍＨ・予選 

やり投・決勝 

200ｍ・予選 

800ｍ・準決勝 

4×400ｍ・予選 

山本昌平（1） 

平塚心（1）、中野弘久（1） 

平川雄大（2） 

奥野翔太（4） 

小川健太（3）、佐藤悠樹（2）、安藤卓也（1） 

吉田大夢（2）、山田真樹（2）、武本雄大（1） 

 

星野・吉田隼・上野・関口・島田・福田 

4 日目   5 月 28 日（日） 

9：00 

9：45 

10：00 

10：45 

11：20 

14：00 

16：00 

ハーフマラソン・決勝 

棒高跳・決勝 

走高跳・決勝 

400ｍＨ・決勝 

200ｍ・準決勝 

200ｍ・決勝 

4×400ｍ・決勝 

元川嵩大（3）、鈴木優斗（2） 

深澤広大（1） 

鈴木海平（2）、若杉颯一郎（4） 



 4 

東京経済大学陸上競技部ニュース 130 号 

 

2017 年度陸上競技部新入部式  4月 20日（木）  国分寺キャンパス 

陸上競技部入部式が昨日国分寺キャンパスＢ101 教室で開催されました。入部者は入学式以降

で新たに選手 3 名、マネージャー2 名が入部し、スプリント 20 名、駅伝 21 名、合計 41 名の入部

が確定しました。 

 式は陣内部長の「主体性を持って競技に取り組んで欲しい。」との挨拶に始まり、田辺譲葵走会

会長、成原祐介陸上部父母の会前会長、前田洋志主将が祝辞を述べました。また、急遽ご出席さ

れた福士正博副学長からは、「今年の箱根駅伝予選会は教職員、学生を例年以上に募り応援の拡充

を図りたい。」とご激励頂きました。 

 新入部員自己紹介では「箱根駅伝に出場することが目的で無くその舞台で戦う力を付けたい。」

「インカレ、日本選手権で戦える選手になりたい。」など力強い抱負も述べられ、新入生の意識の

高さが感じられました。 

＜2017 年度新入部員＞ 

＜スプリントブロック（20 名）＞ 

安藤卓也 経済 東京・東亜学園  槍投 59ｍ45 

猪口岳昭 経営 千葉・市立船橋 砲丸 13ｍ51 

加藤翔太 経済 東京・日野    100ｍ 11"21 

亀山淳也 経済 新潟・五泉    100ｍ 10"88 

久保憲慎 経済 栃木・矢板東    400ｍ 49"39 

清水健太郎 現法 山梨・駿台甲府 100ｍ 11"34 

関口宗平 現法 東京・調布南    400ｍ 48"94 

高木大介 コミュ 東京・二松学舎附 400ｍ49"97 

高木昇   経済 東京・松が谷  110ｍＨ 15"79 

武本雄大 コミュ 東京・東大和南 200ｍ 21"42 

田淵翔太 コミュ 東京・東京    400ｍ 49"34 

戸島延真  経済  東京・松が谷  100ｍ 11"08 

直井剛人 コミュ 東京・片倉  三段跳 13ｍ36 

中野裕翔  経済 埼玉・越谷西 800ｍ 1'54"68 

芳賀夢輝 経営 埼玉・城西大川越 400ｍ49"78 

平林勇希 経営 栃木・作新学院 走幅跳 6ｍ79 

深澤広大 経営 山梨・巨摩   棒高跳 4ｍ30 

福田健人 コミュ 東京・東亜学園 400ｍ 49"52 

星野蒼太 現法 東京・松が谷  400ｍ 48"09 

根本理絵子 コミュ 東京・文化学園杉並 マネ 

 

 

 

 

＜駅伝ブロック（21 名）＞ 

阿部匠良 コミュ 兵庫・市立尼崎 5000ｍ15'06"52 

荒井広夢 経営 山形・東海大山 5000ｍ15'05"51 

卜部和喜 コミュ 東京・保善 

大久保育磨 経済 東京・青梅総合 1500ｍ4'01"61 

鎌田浩史 経済 栃木・白鴎足利 5000ｍ 15'09"09 

剱物勇斗 コミュ 兵庫・県立農業 5000ｍ15'38"31 

小西竜也 経営 滋賀・滋賀学園 5000ｍ 14'56"37 

下野晴郁 現法 福岡・自由が丘 5000ｍ 15'09"92 

鶴居陸斗 経済 青森・青森山田 5000ｍ 15'03"74 

中野弘久 経済 静岡・富士宮北  800ｍ 1'55"14   

永谷慎之介コミュ岐阜・美濃加茂 5000ｍ14'31"94 

中山玄基 経営 大阪・摂津     800ｍ 1'57"61 

西尾祐一郎コミュ 兵庫・市立尼崎5000m15'12"13 

西川泰世 経済 兵庫・西脇工業 5000ｍ 15'05"43 

野川英樹 経営 静岡・島田    5000ｍ 14'55"54 

平塚心 現法 静岡・市立浜松    800ｍ 1'53"17  

松本大寛 経営 栃木・作新学院 5000ｍ 14'57"07  

宮田共也 経営 長野・長野日大 5000ｍ 14'58"21  

森陽向 経営 神奈川・山手学院 5000ｍ 15'13"90 

山本昌平 経営 兵庫・佐用  競歩 10Ｋｍ 45'08  

廣瀬正太 経営 埼玉・南稜  マネージャー 
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東京経済大学陸上競技部ニュース 130 号 

 

2017 年度コーチングスタッフが決定 

2017 年４月 1 日よりスプリントブロックヘッドコーチの片瓜仲夫氏が短距離・跳躍・投擲監

督に就任した他、駅伝コーチに井村光孝氏、駅伝コンディショニングトレーナーに椛山祐輔氏

が就任しました。関東インカレ 1 部昇格と箱根駅伝出場を目指してより緊張感を持って指導し

て参ります。ご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

                                    ☆印は新任 

役職 氏名 卒年 大学 略歴 

部長 陣内 良昭   

慶応大学学士 

立教大学修士 

東京経済大学博士 

部長（昭 60～ ） 

学部長、副学長歴任 

現経営学部教授 

副部長 田口 修   東京経済大学 
副部長（平 18～ ） 

現東京経済大学事務局長 

陸上競技部監督 上阪 哲也 S61 東京経済大学 
コーチ（昭 62～平 6） 

監督（平 6～ ） 

短距離・跳躍・ 

投擲監督 
片瓜 仲夫  S43 東京教育大 

元都立高校教員 

日本陸連普及委員会副委員長など歴任 

秩父宮章受賞（平 18 年度） 

駅伝監督 神屋 伸行 H14 駒澤大学 

日清食品、JALGL（H14～18） 

武蔵野学院大学監督（H18～H25) 

高校駅伝優勝（西脇工業）、箱根駅伝 2 回優勝等 

☆駅伝コーチ 井村 光孝 Ｈ20 関東学院大学 

小森コーポレーション（Ｈ20～Ｈ24） 

豊川工業高校コーチ（Ｈ25～Ｈ29） 

2008 年箱根駅伝 8 区・区間 2位 

駅伝支援コーチ 染谷  久 H12 駒澤大学 武蔵野学院大学コーチ（H19～H25) 

トレーナー 池村 聡文 H8 東経大 
針鍼灸師 

関東 IC（2 部）走高跳大会記録保持者（2ｍ17） 

トレーナー 長﨑 宣夫 H7 大正大 
日本体育協会公認アスレティックトレーナー 

日本陸連医事委員会トレーナー部所属 

☆コンディショニング 

トレーナー 
椛山 祐輔 Ｈ20 東洋大学 

柔道整復師 

日本体育協会公認アスレティックトレーナー 

駅伝スカウト 若岡 康隆 S63 駒澤大学 武蔵野学院大学スカウト（H17～H25) 
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東京経済大学陸上競技部ニュース 130 号 

東京マラソン結果  2月 26日（日） 

～下澤聖哉（4）東経大新記録！！元川嵩大（2）も好記録樹立！～ 

～ＯＢ・柱（Ｈ22）、槻澤（Ｈ24）＜警視庁＞も健闘～ 

   

     下澤（4）        元川（2）       ツーショット 

25日（日）開催されました東京マラソンにおいて下澤聖哉（4）が 2時間 22分 12秒の東経大

新記録を樹立しました。また、元川嵩大（2）も東経大歴代 3位と好記録で走破、ＯＢで警視庁

陸上部の柱欽也（Ｈ22卒）、槻澤翔（Ｈ24卒）も健闘しました。 

この日の下澤は、前半のハーフを 1 時間 08 分 27 秒で通過し、新記録樹立の期待が一気に膨

らみました。後半になり 10キロごとのタイムが前半の 32分台から 33分 28秒、35分 25秒と失

速しましたが、粘りに粘って東経大新記録を樹立しました。これまでの記録は 2011年に瀬川陽

平（Ｈ23）の 2時間 26分 01秒でした。 

 

65位  下澤聖哉（4） 2：22.12  東経大新記録 

93位  元川嵩大（2） 2：26.07 

ＯＢ 

41位  柱 欽也（警視庁・Ｈ22卒）  2：17.59 

48位  槻澤 翔（警視庁・Ｈ24卒）  2：19.00 

 

下澤聖哉（4）サイパンマラソン優勝で有終の美！ 3 月 25 日 

気温 27 度、湿度 74％の気象条件で朝４時スタートという中見事優勝を飾りました。日刊ス

ポーツの取材に対し下澤は「気温はわかっていたつもりですが、序盤は東京マラソンと同じペース

で走ってしまった。最後は気力だけで走りきった感じ」と感想を述べました。 

 

【マラソン】 

下澤聖哉（4） ２時間４４分２８秒  優勝 

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52157447.html
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                       東京経済大学陸上競技部ニュース 130 号 

第 20 回日本学生ハーフマラソン結果  3 月 5 日 立川 

  

チームトップ 村上（1）           チーム 2 位 所河（1） 
 

 チーム内のレギュラー争いをしている 8 名の出場で、5 名が自己新記録を樹立しましたが、

まだまだ低レベルです。4 月以降は新入生を含めたチーム内での熾烈な競争が始まりますが、

レベルの高いところで競わなければ成りません。 

 

＜個人結果＞ 

村上  滋（1） 1:08:29 418 位 自己新 

所河 北斗（1） 1:09:26 500 位 自己新 

小新 裕貴（2） 1:09:55 535 位 自己新 

福田 拓未（3） 1:10:00 542 位 自己新 

築達 尚希（2） 1:10:21 570 位 自己新 

小山 大輝（1） 1:10:52  

菊地 将史（2） 1:15:24  

小泉 喬寛（3） 1:15:47  

＜大阪経済大学対校成績＞ 

2017 年 8 月 20 日開催の定期戦対校得点に加算されます。 

1 位 水谷 航太（大経） 1：07.58 3 点 

2 位 村上  滋（東経） 1：08.29 2 点  

3 位 松本 卓也（大経） 1：09.03 1 点 

 

青梅マラソン結果  2 月 19 日 

【30Ｋの部】 

小山 大輝（1） 1 時間 44 分 1 秒 34 位   東経新記録 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/8/3/833fba38.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/1/0/100c375d.jpg


 8 

東京経済大学陸上競技部ニュース 130 号 

第 37 回関東私学 6 大学対校戦結果 4 月 16 日 上柚木競技場 

～3 回連続・11 回目の総合優勝～ 

  

     表彰式 総合優勝        4×100ｍ 大会新 3 走・吉田隼→4 走・岩切 

  

100ｍ 吉田大夢（2）優勝 最優秀新人賞       4×400ｍ 大会新 

 

 好天に恵まれ、好記録続出の大会となりました。 

 4×100ｍリレー大会新・優勝、4×400ｍリレーで大会新・2 位、走高跳・鈴木海平（2）が大会タイ・優勝、吉田

大夢（2）は対校 100ｍ、オープン 200ｍ自己新・優勝、関東インカレ標準Ａ突破、おまけに最優秀新人賞を獲得し

ました。また、関東インカレ突破者は吉田大夢のほか、標準Ｂ突破者 6 名という成果でした。まだまだ、通過点ここ

から 1 試合 1 試合進化し続けて参ります。 

＜第 37 回関東私学 6 大学対校戦結果＞ 4 月 20 日（日） 上柚木競技場 

【総合結果】 

順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 

大学 東経大 立教大 國學院大 成蹊大 上智大 明学大 

トラック 61 37 44 14 31 18 

フィールド 70 50 17 36 5 2 

総合得点 131 87 61 50 36 20 

 

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52160887.html
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/2/1/214804d1.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/2/1/21356ad1.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/2/f/2f06c05f.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/f/c/fc7f515b.jpg
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【個人賞】 

最優秀選手賞 大谷智希（明学 3）  

1500ｍ・大会新・優勝 

最優秀新人賞 吉田大夢（東経 2）  

100ｍ・優勝 

 

＜対校＞ 

【100m 予選】 

 吉田 大夢(2)  10"73 (-0.9) 組 1 着  

 吉田 隼人(2)  11"01 (-2.0) 組 2 着  

【100m 決勝】 

 吉田 大夢(2)  10"66 (-0.4) 全体 1 位  

自己新・関カレＡ突破 

 吉田 隼人(2)  10"77 (-0.4) 全体 3 位  

自己新・関カレＢ突破 

【400m 予選】 

上野 弘貴(4)  48"91 組 2 着  

自己新・関カレＢ突破 

星野 蒼太(1)  49"43 組 1 着 

【400m 決勝】 

上野 弘貴(4)  49"00 組 2 着 

星野 蒼太(1)  49"73 組 5 着 

【1500m】  

寺嶋 大介(2) 4'03"78 5 着 

ウゴジエケ登也(4) 3'55"76 3 着 自己新 

【5000m】 

野川 英樹(1) 15'38"56 6 着 

村上  滋(2) 15'07"43 4 着 

【4×100mR】 

金井 吉田大 吉田隼 岩切  40"76  

全体 1 位 大会新 

【4×400mR】 

吉田隼 山田 星野 上野  3'14"05  

全体 2 位 大会新 

【やり投】 

佐藤 悠樹(2)  59m46 全体 1 位 

助川 直輝(2)  53m68 全体 2 位 

 

 

【走幅跳】 

平川 雄大(2)  7m07 (+1.4) 全体 1 位  

自己新・関カレＢ突破 

大沼  光(2)  7m04 (+0.1) 全体 3 位  

自己新・関カレＢ突破 

【円盤投】 

佐藤 悠樹(2)  30m29 全体 2 位 

田邊 元気(2)  29m33 全体 4 位 

【やり投げ】 

佐藤 悠樹(2)  59m46 全体 1 位 

助川 直輝(2)  53m68 全体 2 位 

【砲丸投】 

田邊 元気(2)  12m25 全体 1 位 自己新 

猪口 岳昭(1)  11m72 全体 2 位  

関カレＢ突破 

【走高跳】 

若杉颯一郎(4)  2m00 全体 3 位 

鈴木 海平(2)  2m03 全体 1 位  

大会タイ 

 

＜OPEN＞ 

【100m】 

金井 優介(4)  11"23 (-0.4) 組 4 着 

岩切 祐太(4)  11"05 (-0.4) 組 2 着 

前田 洋志(4)  12"10 (0.0) 組 6 着 

栗原 正海(4)  11"63 (-1.2) 組 6 着 

奥野 翔太(4)  11"61 (+0.4) 組 2 着  

自己新 

佐野 佑太(3)  11"21 (-0.6) 組 2 着 

山田 真樹(2)  11"06 (-0.4) 組 3 着 

丸山 亜室(2)  10"89 (-0.4) 組 1 着 

関根 輝仁(2)  11"36 (-1.2) 組 3 着 

康本 直希(2)  11"22 (0.0) 組 1 着  

自己新 

五弊 哲矢(2)  11"59 (0.0) 組 4 着 

加藤 翔太(1)  11"41 (+0.7) 組 1 着 
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【200m】 

栗原 正海(4)  23"17 (-1.0) 組 5 着 

岩切 祐太(4)  22"23 (-1.0) 組 4 着 

山田 真樹(2)  21"79 (-1.0) 組 2 着 

吉田 大夢(2)  21"49 (-1.0) 組 1 着  

自己新 

関根 輝仁(2)  22"78 (+1.7) 組 3 着 

坂本 大輔)(2)  23"78 (+2.0) 組 2 着 

高木 大介(1)  22"71 (+1.2) 組 4 着 

高木  昇(1)  23"03 (+1.8) 組 2 着 

【400m】 

高木 大介(1)  50"45 組 1 着 

【800m】 

加藤 元気(2) 2'05"66 組 4 着 

平塚  心(1) 1'58"92 

畑山 佳太(4) 2'05"04 

中野 弘久(1) 1'59"42 

【1500m】  

永谷慎之介(1) 4'06"12 

松本 大寛(1) 4'36"93 

中山 玄基(1) 4'22"72 

大久保育磨(1) 4'14"55 

【5000ｍ】 

森  陽向(1) 15'54"93 

鎌田 浩史(1) 16'12"58 

板谷 尚樹(2) 16'35"36 

笹尾 慎吾(2) 16'19"97 

森  健也(2) 16'44"11 

馬場 勝也(2) DNF 

九津見一樹(3) 15'27"50 

【110mH】 

前田 洋志（4） 15"77 (-0.6) 全体 4 位 

高木  昇（1） 15"70 (-0.6) 全体 3 位 

【400mH】 

奥野 翔太（4） 55"49 組 1 着  

自己新・関カレＢ突破 

貝塚 勇輝（3） 56"30 組 2 着 

 

【4×100mR】 

栗原 丸山 関根 佐野 42"26 全体 5 位 

【4×400mR】 

東経Ａ（関口 福田 島田 貝塚） 3'23"36  

全体 1 位 

東経 C (寺嶋 .畑山 .平塚 .ウゴジエケ )  

3'30"09 

東経 D  ( 中山 . 松本 . 中野 . 大久保 )  

3'40"48  

【走幅跳】 

丹生谷 薫（4） 6m63 (-2.5) 全体 3 位 

佐藤  翔（3） 6m16 (-1.3) 全体 7 位 

山岸 憲典（3） 6m56 (+0.3) 全体 6 位 

和田優之介（2） 5m97 (+1.2) 全体 8 位 

【三段跳】 

丹生谷 薫（4） 14m86 (+1.7) 全体 1 位 

山岸 憲典（3） 13m80 (-1.6) 全体 3 位 

【やり投】 

小川 健太（3） 58m61 全体 1 位 

安藤 卓也（1） 55m94 全体 2 位 

【砲丸投】 

村山 大樹（2） 10m14 全体 3 位 

【走高跳】 

丹生谷 薫（4） 1m75 全体 3 位 

中村 優斗（2） 1m85 全体 2 位 
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東京選手権大会結果  4 月 29 日、30 日 

～400ｍ吉田隼人 2 位、山田真樹 3 位ほか 6 種目で入賞～ 

＜1 日目・4 月 29 日＞ 夢の島競技場 

【200m】 

 山田 真樹（2）   予選  22"17 (+1.6) 組 2 着 

            準決  21"96 (+4.3) 組 4 着 

【走幅跳】 

 丹生谷 薫（4）   決勝  6m73 (+2.3) 全体 16 位 

【走高跳】 

鈴木 海平（2）   決勝 2m00  8 位 

【やり投】 

佐藤 悠樹（2）   決勝 60m18  8 位  

＜2 日目・4 月 30 日＞  駒沢競技場 

【110mH】  

前田 洋志（4）   予選  16"37 （-1.3)  組 5 着 

【100m】 

丸山 亜室（2）   予選  12"75 (-0.4)  組 5 着 

【砲丸投】 

田辺 元気（2）   決勝  11m92  5 位入賞 

【1500m】 

ウゴジエケ登也（4）  予選     3'59”35   

決勝    4'03”82  6 位入賞 

大久保育磨（1）    予選       4'15”38 

加藤 元気（2）    予選      4'16"16  組 10 着 

【400m】 

吉田 隼人（2）   予選   49"36  組 3 着 

決勝   49"45  2 位入賞 

山田 真樹（2）   予選   48"89  組 2 着  

決勝   49"56  3 位入賞 

星野 蒼太（1）   予選   49"72  組 3 着 

関口 宗平（1）   予選   50"74  組 5 着 

【三段跳】決勝 

丹生谷 薫（4）   決勝  14m71(+2.0)  7 位入賞 

平川 雄大（2）   決勝  14m79(+3.2)  6 位入賞 

佐藤  翔（3）   決勝  13m89(+3.2) 

山岸 憲典（3）   決勝  13m85(+2.1)  

【10000m】 

元川 嵩大（3）      決勝  32'17”96  組 12 着 
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☆主な競技会結果 

【100ｍ】 

 丸山 亜室（2） 10″84（-1.2）      5/4  八王子Ｔ＆Ｆ   上柚木 

 吉田 大夢（2） 10″57（+2.3）         5/5   越谷市競技会   しらこばと 

【200ｍ】 

 武本 雄大（1） 21″94（+1.1） 2 位 4/30     小瀬カーニバル  山梨中銀 

 吉田 大夢（2） 21″33（+3.1）    5/5    越谷市競技会   しらこばと 

【400ｍ】 

 上野 弘貴（4） 48″99     優勝   4/29  小瀬カーニバル  山梨中銀 

【1500ｍ】 

 高野 竣也（2） 4′00″02   自己新 4/8  世田谷競技会   世田谷 

 松本 大寛（1） 4′00″23       4/8  世田谷競技会   世田谷 

【5000ｍ】 

 野川 英樹（1） 14′58″22         4/8  世田谷競技会   世田谷 

 村上  滋（2） 15′02″64         4/8  世田谷競技会   世田谷 

【10000ｍ】 

 鈴木 優斗（2） 31′16″67         4/22    平国大競技会     鴻巣 

 村上  滋（2） 31′16″50         4/22    平国大競技会     鴻巣 

 九津見一樹（3） 31′45″91         4/22    平国大競技会     鴻巣 

【30Ｋｍ】 

 小山 大輝（2） 1.44′01″     東経新   2/19   青梅マラソン          青梅 

【走高跳】 

 鈴木 海平（2） 2ｍ04          5/7  東京ラビッツ春季    駒沢 

【砲丸投】 

 猪口 岳昭（1） 12ｍ02     自己新     5/4  北区競技会       江戸川 

【やり投】 

 小川 健太（3） 62ｍ72            4/8  長野県スプリント     松本 

 

※各競技会結果は紙面の都合上一部の掲載となっています。ＨＰ、ブログ等でご確認願います。 

 

☆今年度の主な競技会日程 

 5 月 25 日（木）～28 日（日）    関東インカレ（日産スタジアム） 

 6 月 9 日（金）～11 日（日）    日本学生個人選手権（BMW スタジアム平塚） 

 7 月 9 日（日）          明治学院大学定期対校戦（上柚木） 

8 月 19 日（土）         大阪経済大学定期対校戦（金岡） 

 9 月 8 日（金）～10 日（日）  日本インカレ（福井） 

 9 月 15 日（金）～17 日（日）  関東学生新人（相模原ギオン） 

 10 月 14 日（土）          箱根駅伝予選会（立川） 

 11 月初旬              10 大学対校戦（未定） 
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2016 年度卒業生送別会兼年間表彰式 2 月 18 日 立川グランドホテル 
 

2 月 18 日（土）、立川グランドホテルにおいて 2016 年度卒業生送別会兼年間表彰式が挙行さ

れました。会は陣内良昭部長の祝辞のあと卒業生送別会に先だって、年間表彰式が行われ最優

秀賞には山田真樹（1）が受選出され、最優秀選手賞に鈴木海平（1）、優秀選手賞に丹生谷薫（3）

など 17 名の部員が各賞を受賞しました。（下記受賞者および受賞理由参照） 

 引き続いて行われた卒業生送別会は、田辺葵走会会長、前田陸上競技部父母会会長祝辞のあ

と、飯塚葵走会副会長の乾杯の発声で開会しました。 

 歓談の時間には卒業生 16 名のテーブルに別れを惜しんでＯＢ、後輩たちが絶えず集まってい

ました。色紙・プレゼント贈呈では、卒業生一人一人が心温まる感謝の言葉を述べてくれまし

た。その後、指導者からの送る言葉に続き、前田主将の「卒業生の意志を引き継いで昨年以上

の競技結果を約束します。」と閉会の挨拶で述べると大きな拍手が沸き起こりました。そして、

久恒葵走会事務局長の三本締めで別れを惜しみつつお開きとなりました。 

 

＜卒業生＞ 

飯田勇希、池田敬生、石毛基之、荻原良平、糟谷翔、後藤孝平、齋藤桃代、三枝隼人、下澤聖

哉、鈴木雄大、鷲見祐太、本間諒、矢沢夏実、山城翔輝、吉田丞児、柚木誠太 

＜主な就職先＞ 

（株）静岡銀行、（株）伊藤園、静清信用金庫、ＡＮＡエアポートサービス（株）、（株）本間組、

綜合警備保障（株）、（株）静岡中央銀行、（株）千葉興業銀行、（株）フードリム、神奈川県

警、浦安市役所、（株）ファーストリテイリング、（株）東急コミュニティ、（株）ときわスポ

ーツなど 

【ご出席者】 

葵走会：伊藤乾司（前会長）、田辺譲（会長）、飯塚豊明（副会長）、久恒由彦（事務局長）父母会：

前田隆弘（会長）、成原祐介（会計）、小泉あづさ、畑山美和、田中康子、福田美保 指導者：陣内

良昭（部長）、田口修（副部長）、上阪哲也（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） 

http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/6/a/6a876fe1.jpg
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＜2016 年度年間表彰受賞者＞ 

 

    最優秀選手賞・山田真樹（1） 

最優秀選手賞  

山田 真樹（1） ろう者世界選手権で 100ｍ、400ｍ、4×400ｍＲで銀メダル獲得、4×100ｍR は

銅メダル。400ｍはろう者ジュニア世界新記録、両リレーはろう者日本新記録。 

最優秀新人賞   

鈴木 海平（1） 走高跳 関カレ 3 位 

優秀選手賞    

丹生谷 薫（3） 三段跳 関カレ 5 位 15ｍ11 東経新 

功労賞      

糟谷  翔（4） 200ｍ 関カレ 3 年連続入賞、両リレーでも貢献 

敢闘賞      

小川 健太（2） やり投げ 関カレ 7 位 63ｍ33 の自己新 

特別賞      

吉田 隼人（1） 関カレ 4×400ｍの 1 走で 2 位入賞、東経新に貢献 

部長賞      

井上 竣介（2） 1500ｍ 3.52.72 関東インカレ標準Ａ突破  

副部長賞     

後藤 孝平（4） 主将としてチームを牽引し関東インカレ 2 部総合 10 位に貢献した。 

監督賞      

平井 美帆（3） 主務として大阪経済大学戦を成功させた。      

丸山 亜室（1） 100ｍ 10.78 関東ＩＣ標準Ａ突破 

吉田 大夢（1） 200ｍ 21.51 関東ＩＣ標準Ａ突破 

下澤 聖哉（4） 富士山マラソン 4 位  10000ｍ 30.36.94 

元川 嵩大（2） 20ｋ 62.50 関東ＩＣハーフ標準 

鈴木 優斗（1） 20ｋ 62.59 関東ＩＣハーフ標準  5000ｍ 14.51.01 

薄井 龍星（3） 棒高跳 4ｍ00 練習場所に恵まれない中の努力 

佐藤  翔（2） 三段跳 14ｍ45 関東ＩＣ標準Ａ突破 

田辺 元気（1） 砲丸投 12ｍ02 関東ＩＣ標準Ａ突破 

http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/c/c/cc21c0bd.jpg
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葵走会・陸上競技部父母の会・の皆様へ 

2016年度会費・寄付金のご納入ありがとうございました 

～2017年度会費ご納入にご協力お願いいたします～ 

2016年度葵走会および父母の会の会費・寄付金のご納入ありがとうございました。おかげさま

で、主に学生への支援金・会報発行費用・両会の運営費として使用させていただきました。葵走

会費2016年度決算は7月の総会承認後、父母の会決算は5月の役員会承認後、ニュースに掲載しご

報告させていただきます。なお、2017年度会費・寄付金納入要項は下記の通りです。何卒、早期

のご納入にご協力願います。 

 

＜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：2017年4月1日～2018年3月31日 

・送金先：郵便振替 00190-1-769362（専用の振替用紙使用で手数料はかかりません。） 

     銀行振込  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21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：2017年4月1日～2017年9月30日 

・送金先：郵便振替 00170-1-634633（専用の振替用紙使用で手数料はかかりません。） 

      銀行振込  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 2017年1月10日～2017年3月31日 

【会費・一般寄付】（卒年・千円）敬称略、順不同 

葵友会：臼井定雄（20） 

葵走会：伊田正一（S48・8）※前号において記載漏れがございました。謹んでお詫び申し上げます。 

金安義隆（S37・10）、千田和弘（S41・8）、浅井恭二（S43・10）、中谷修（S48・10）、島田孝夫

（S49・8）、後藤勇（S52・10）、野中五男（S52・10）、久保田敏文（S53・10）、田島朝文（S63・

8）、大越健生（H3・8）、縣誠・美津代（H7・10）、本多宏至（H19・8）、金子孔昭（H24・10）、

金田翔平（H24・8）、萩原匠（H26・5）、栃木祐輝（H27・8）、匿名（匿名・10） 

父母の会：柚木良久、石原粧子 

※4月以降の会費・寄付金ご納入者は次号にて掲載させていただきます。 


