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スプリントブロック新入部員          駅伝ブロック新入部員 

 

創部 100 周年記念祝賀会は 2020 年 6 月 13 日（土）に開催！！！ 

ニュース主な内容 

＜陸上競技部＞ 

創部 100 周年記念祝賀会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 

関東インカレは相模原ギオンスタジアムで開催・・・・・・・・・・・・P.3 

新入部員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5 

主な競技会の結果、今後の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6～8 

2019 年度入寮式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.9 

＜葵走会・父母の会＞ 

卒業生送別会（追いコン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10 

陸上競技部年間表彰式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11 

年会費ご納入のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12 

 

＜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 

 

※ホームページの URLが変更となっています。ブックマーク変更をお願します。 

東京経済大学陸上競技部公認ＨＰ http://toukei-rikujo.tokyo/ 

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 138 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：宮下颯人・田辺譲・吉田健司 編集：田邊元気・久恒由彦 監修：上阪哲也 

2019 年 4 月 25 日発行 

mailto:jump-up-tsune@i.softbank.jp
http://toukei-rikujo.tokyo/
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東京経済大学陸上競技部ニュース 第 138 号 

2020 年 6 月 13 日（土）13 時から 新宿・ハイアットリージェンシー東京にて 

創部 100 周年記念祝賀会 兼 新旧部長歓送迎会 を開催いたします 

来年 2020 年は、本学の創立 120 周年でありますが、同時にわが部にとっては、創部 100 周年に

当たります。この 100 年という長い歴史は東京六大学などの伝統校やマンモス校の陸上競技部に匹

敵するもので、我々が大いに誇りとするところです。 

 また、2020 年 3 月をもって、陣内部長先生が本学を定年退職されます。つきましては、多くのご

来賓をお招きするとともに新旧部長歓送迎会を兼ねて開催し、陣内部長先生への記念品の贈呈、「葵

走会誌」記念号の発行、歴代功労者への記念表彰、年代別二次会などを行う予定です。 

 来年になりましたら改めてご案内を差し上げますが、あらかじめ日程を確保いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます（祝賀会前、12 時から葵走会総会を開催予定です）。 

 

創部 100 周年記念ご寄付にご協力ください 

 前記の記念事業は、通常の年会費だけでは推進できません。毎年のお願いで大変恐縮ですが、記

念ご寄付をお願いいたします。 

目標額は 200 万円 （募集期間：2019 年 3 月～2020 年 5 月 31 日） 

 これは、本学創立 120 周年を記念したスポーツ・文化振興募金を窓口として募集します。この募

金に支援先として陸上競技部を指定してご寄付いただければ、大学を経由したうえで、陸上競技部

口座へ自動的に転送されます。また、税額控除も受けられます。 

ご寄付いただくには、以下の 2 つの方法があります。 

① 同封の大学寄付金口（三菱 UFJ 銀行国分寺支店）宛て振込用紙でご送金ください。 

この場合、支援先として、必ず「陸上競技部」をご指定ください。 

 ② 本学ホームページからお申し込み・送金が可能で、24 時間受け付けています。 

  トップページ>創立 120周年事業の概要と募金のお願い>インターネットからの寄付のお申込み  

https://fundexapp.jp/tku_120th/entry.php 

  上記の「寄付お申込み 入力画面」から、創立 120 周年募金（120 周年記念スポーツ・文化振

興募金）を寄付目的とし、支援先を「陸上競技部」にご指定ください。ただし、クレジットカ

ード決済に限られます。 

 

 以上、誠に恐縮なお願いですが、創部 100 周年記念事業を成功させるため、また学生の活動を支

援するために、ぜひともご協力賜りたく、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

東京経済大学陸上競技部          部長 陣内良昭 

 同                     主将 宮下颯人 

 東京経済大学 葵走会           会長 田邉 譲 

同 陸上競技部創部 100 周年記念事業実行委員長 星川忠晴 

東京経済大学陸上競技部父母の会        会長 吉田建司 
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                         東京経済大学陸上競技部ニュース第 138 号 

関東インカレご案内 

第 98 回関東学生陸上競技対校選手権大会が 5 月 23 日（木）～26 日（日）相模原ギオンスタジア

ムにおいて開催されます。会場は昨年から相模原ギオンスタジアムに替わり、アクセスが若干不便

な場所になりますが、総合 1 部昇格を目指し戦います。皆様のご来場を心よりお待ちしています。 

 

＜第 98 回関東学生陸上競技対校戦手権標準記録突破者＞2019 年 4 月 20 日現在 

☆100ｍ（標準 A10.75  B10.85）     ☆400ｍH（標準 A53.90 B55.50） 

 吉田大夢（4） 10.75 標準 A      吉田優大（1） 53.22 標準 A 

 山田真樹（4） 10.75 標準 A      前川寛棋（2） 54.49 標準 B 

 森田将輝（1） 10.75 標準 A      ☆3000ｍSC（標準 A 9.15.00 B 9.25.00） 

 吉田隼人（4） 10.76 標準 B      大川歩夢（新 1） 9.17.37 標準 B 

 丸山亜室（4） 10.79 標準 B      小池 彪（新 1） 9.18.48 標準 B 

☆200ｍ（標準 A：21.80 B：22.00）    ☆4×100ｍR（標準記録 42.50） 

 吉田大夢（4） 21.60 標準 A       丸山・武本・吉田隼・吉田大 40.72 

 武本雄大（3） 21.63 標準 A       ☆4×400ｍR（標準記録 3.22.00） 

 山田真樹（4） 21.70 標準 A       星野・山田・吉田隼・中野裕 3.11.18 

 吉田隼人（4） 21.73 標準 A       ☆砲丸投（標準 A12.00 B10.70） 

☆400ｍ（標準 A：48.70 B：49.40）     田邊元気（4） 13.54 標準 A 

 星野蒼太（3） 47.26 標準 A        南 和希（2） 12.46 標準 A 

 山田真樹（4） 48.59 標準 A        重田一稀（2） 11.13 標準 B 

 中野裕翔（3） 48.98 標準 B       ☆円盤投（標準 A36.00 B33.50） 

 関口宗平（3） 49.16 標準 B        重田一稀（2） 37.09 標準 A 

 吉田隼人（4） 49.36 標準 B       ☆やり投（標準 A58.00 B55.50） 

☆800ｍ（標準 A1.55.50 B1.54.50）      佐々木陽（1） 61.27 標準 A 

 中野弘久（3） 1.53.97 標準 A       助川直樹（3） 55.59 標準 B 

 中野裕翔（3） 1.54.01 標準 A      ☆走高跳（標準 A2.03 B2.00） 

 卜部和喜（3） 1.54.25 標準 A       鈴木海平（4） 2.04 標準 A 

☆1500ｍ（標準 A3.51.50 B3.57.00）     岡田未来（1） 2.00 標準 B 

 卜部和喜（3） 3.54.25 標準 B      ☆走幅跳（標準 A7.20 B7.10） 

☆10000ｍ（標準 A 29.30.00 B 30.00.00）   坂井公亮（2） 7.30 標準 A 

 森 陽向（3） 29.59.26 標準 B      ☆三段跳（標準 A14.40 B14.20） 

☆ハーフ（1 万ｍ：30.15、20K：1.02.10、   平川雄太（4） 15.18 標準 A 

ハーフ：1.05.30） 

 鈴木優斗（4） ハーフ：1.05.20 

 森 陽向（3） 10000ｍ：29.59.26 

☆110ｍH（標準 A15.20 B15.50） 

高木 昇（3） 15.36 標準 B 
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東京経済大学陸上競技部ニュース 138 号 

≪出場種目タイムテーブル≫  

※タイムテーブルはエントリー確定後大幅に変更になります。関東学連 HP 等でご確認願います。 

・1 日目 5 月 23 日（木） 

 09：40 1500ｍ    予選     10：10 砲丸投  決勝 

 10：45 100ｍ     予選 

 13：35 110ｍH    予選 

 15：05 400ｍ    予選 

 16：20 4×400ｍR   予選 

 17：10 10000ｍ   決勝 

・2 日目 5 月 24 日(金) 

 09：20 110ｍH   準決勝    09：20 三段跳   予選 

 10：30 100ｍ    準決勝    15：00 三段跳   決勝 

11：05 400ｍ    予選 

14：30 110ｍH   決勝 

15：10 100ｍ    決勝 

16：25 1500ｍ    決勝 

18：40 4×100ｍR  決勝 

・3 日目 5 月 25 日(土) 

 09：25 800ｍ     予選     09：30 走幅跳   予選 

 11：25 3000ｍSC   予選     10：00 円盤投   決勝      

 13：30 400ｍH    予選     13：40 やり投   決勝 

 14：20 200ｍ      予選     15：30 走幅跳   決勝 

 15：25 800ｍ      準決勝 

 16：35 4×400ｍR    予選 

・3 日目 5 月 26 日（日） 

 09：00 ハーフマラソン 決勝     09：30 走高跳   予選 

 11：05 400ｍH     決勝     14：00 走高跳   決勝 

 11：25 200ｍ      準決勝 

 12：20 3000ｍSC    決勝 

 13：10 800ｍ      決勝 

 14：15 200ｍ      決勝 

 16：20 4×400ｍR    決勝 

◆交通 

○JR相模線／原当麻駅から徒歩 20 分 

○小田急線／相模大野駅北口からバス「女子美術大学行」で約 25 分「女子美術大学」下車徒歩 6 分 

○JR横浜線／古淵駅からバス「女子美術大学行」で約 20 分「女子美術大学」下車徒歩 6 分 

《チケット配布のご案内》 

会場正面入り口で 9 時（最終日は 8 時半）から幟を持った部員が配布いたします。 
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東京経済大学陸上競技部ニュース 138 号 

2019 年度陸上競技部新入部式  4月 18日（木）  国分寺キャンパス  

2018 年度入部式が国分寺キャンパス 6 号館 308 教室で行われました。 

入学式以降の勧誘活動で 3 月までに決定していた 23 名に加え 3 名が入部してきてくれました。 

 

スプリントブロック（13 名） 

入試 高校 氏名 学部 記録 

特
別
入
試 

東京・東京 吉田 優大 現法 53.22/400ｍH 

東京・片倉 佐々木 陽 経営 61m24/やり投 

埼玉・越谷西 森田 将貴 コミュ 10.75/100ｍ 

東京・野津田 小林  凌 現法 42ｍ79/円盤投（1.75） 

実
績
者
入
試 

東京・つばさ総合 岡田 未来 経済 2ｍ02/走高跳 

埼玉・聖望学園 仲  龍勢 経営 13ｍ89/三段跳 

東京・駒沢 田畑功之助 経済 49.81/400ｍ 

愛知・岡崎城西 松山 志成 経済 13ｍ99/三段跳 

千葉・成田 伊藤   絃 経営 1.55.54/800ｍ 

指定校 

東京・東京 石田 耀 経済 49.98/400ｍ 

埼玉・武蔵生越 町野 修平 コミュ  53.89/400ｍ 

東京・東大和 中村 健人 現法  1ｍ86/走高跳 

AO 東京・東亜学園 今泉 文冶 キャリア 50ｍ87/やり投 

駅伝ブロック（14 名） 

入試 高校 氏名 学部 記録 

特
別
入
試 

東京・大東一 松澤 奨風 経済 14.50.89/5000ｍ 

宮城・仙台育英 島津 謙介 経営 15.21/5000ｍ 

長野・佐久長聖 小池  彪 コミュ 9.18/3000ｍSC 

神奈川・相洋 中山 大地 現法 14.55.68/5000ｍ 

栃木・那須拓陽 益子翔太郎 現法 14.54.29/5000ｍ 

鹿児島・鹿児島鳳凰 下別府 輝 コミュ 15.20/5000ｍ 

栃木・作新学院 松本  翼 現法 15.16/5000ｍ 

静岡・伊豆中央 大川 歩夢 経済 9.17/3000SC 

沖縄・北山 新城 龍祐 経営 15.18/5000ｍ 

群馬・高崎健大 進藤 颯太 経済 15.25/5000ｍ 

実
績
者 

宮城・宮城明成 岡崎 邦介 経済 15.35/5000ｍ 

東京・大東一 関  凌太 コミュ 15.06.93/5000ｍ 

指定校 
埼玉・昌平 中家 駿治 現法 15.54/5000ｍ 

東京・大東一 渡辺 礼恩 現法 15.19.29/5000ｍ 

     
2019 年 4月 22日現在 
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東京経済大学陸上競技部ニュース 138 号 

神奈川マラソン結果  2 月 3 日 横浜・磯子 

森  陽向⑵ 1.07.55  自己新 

樋田 侑司⑴  1.08.06  自己新 

石田 光一⑶  1.09.00 

松本 大寛⑵  1.09.40 

井出 優吾⑴  1.10.33  自己新 

益田 昇馬⑶  1.10.43 

村上  滋⑶  1.10.47 

守谷  陸⑴  1.10.55  自己新 

関  颯介⑴  1.11.20 

加瀬 莉穏⑴  1.14.31  初 

 

※まだまだトラックで培ったスピードをハーフマラソンに繋げていける段階ではありませんが、

経験を積み上げることによって距離感覚を養っていきます。 

 

第 53 回青梅マラソン結果  2 月 17 日 青梅市 

～小山大輝（3）が 30Km で東経新！！～ 

   

 

【一般男子30km】 

小山大輝（3） 1:41:53  48位  東経新・自己新 

 

小山大輝が一昨年、自ら出した東経新記録（1：44：01）を更新しました。この自信をハー

フにつなげて行ってくれることを期待します。 

 

 

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52199167.html
http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52199899.html
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/5/e/5ec6f0bf.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/b/b/bb58c979.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/8/3/832eea51.jpg
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                       東京経済大学陸上競技部ニュース 138 号 

日本学生ハーフマラソン結果 3 月 10 日 立川 

  
北川（1）              原川（1） 

冬季トレーニングの成果が試されるこの大会で、1 年生が健闘してくれました。今回は主力

が怪我のため欠場する中、関東学生連合に選出された鈴木優斗（3）がチームトップ、それ以下

のチーム 5 位までが 1 年生でした。昨年の日本学生ハーフマラソン（下記・参考ご参照）はチ

ームトップが 1 時間 09 分台、2 位以降は 1 時間 11 分以上かかっていたことを考えればチーム

としての成長が伺えます。今年の予選会では 11 時間切り総合 20 位以内を目指します。 

【ハーフマラソン】 

鈴木 優斗⑶  1.05.23    

河守 大世⑴  1.06.25   初 

関  颯介⑴  1.07.17   自己新 

北川 一樹⑴  1.07.33   初 

原川  凌⑴  1.07.51    

柿沼 竜我⑶  1.08.24   自己新 

小山 大輝⑶  1.09.00     

小西 竜也⑵  1.09.26   自己新 

樋田 侑司⑴  1.09.33      

村上  滋⑶  1.09.59      

益田 昇馬⑶  1.10.14      

西山 隆将⑴  1.10.14   自己新 

守谷  陸⑴  1.11.10      

加瀬 莉穏⑴  1.11.59   自己新 

吉良 大樹⑴  1.13.10   自己新 

松本 大寛⑵  1.43.52      

＝参考＝昨年の結果【ハーフマラソン】 

1、元川 嵩大（3） 1.09.38       6、劔物 勇斗（1） 1.12.24   

2、九津見一樹（3） 1.11.37       7、森  健也（2） 1.12.56 自己新 

3、小新 裕貴（3） 1.12.37       8、濱中 大河（2） 1.14.34 

4、築達 尚希（3） 1.11.45       9、鎌田 浩史（1） 1.15.07 

5、森  陽向（1） 1.12.13 自己新   10、板谷 尚樹（2） 1.22.52 

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52201072.html
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/8/e/8e724dca.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/0/6/0697e84a.jpg
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                       東京経済大学陸上競技部ニュース 138 号

 

関東学生オープン競技会結果  3 月 28 日、29 日 駒沢 

＜28 日＞ 

【4×100mR】 

 池田・加藤・吉田(隼)・丸山 43"17 総合 8 位 

【400H 】 

 遠藤 晴輝（3） 58"31 総合 32 位 

 高木 大介（2） 55"95 総合 19 位 

 吉田 優大（新 1） 54"89 総合 12 位 

【走幅跳 】 

 大沼  光（3） 6m82 （-0.7 ） 

 松井  陸（1） 6m75 （-2.3） 

 藤田  俊（1） 6m15 （+0.4） 

【砲丸投】 

 田邊 元気（3） 12m58 

【200m】 

 吉田 隼人（3） 22"67（-0.2） 

 星野 蒼太（2） 22"24（+2.9） 

 武本 雄大（2） DNS 

 池田  匠（1） 22"90（+0.4） 

 

今後の日程 

 

5 月 23 日（木）～26 日（日）第 98 回関東学生陸上競技対校選手権大会（相模原ギオンスタジアム） 

5 月 25 日（土）        創部 100 周年記念事業実行委員会（橋本） 

6 月 7 日（金）～9 日（日）  2019 年日本学生個人選手権（湘南ＢＭＷスタジアム平塚） 

7 月 7 日（日）              第 54 回明治学院大学定期対校戦（大井陸上競技場） 

8 月 2 日（金）～6 日（火） 夏季スプリント合宿（菅平・シュワルツ） 

8 月 5 日（月）～9 日（金） 夏季駅伝合宿（西白河・キョロロン村） 

8 月 20 日（日）            第 66 回大阪経済大学定期対校戦（堺市金岡公園陸上競技場） 

8 月 21 日（月）～29 日（木）駅伝選抜合宿（妙高高原・秀雲荘） 

9 月 5 日（木）～9 日（月）  駅伝合宿（菅平・シュワルツ） 

9 月 11 日（水）～18 日（水） 駅伝選抜合宿（御殿場・天恵） 

9 月 12 日（木）～15 日（日） 第 88 回日本学生陸上競技対校選手権大会（岐阜県長良川競技場） 

9 月 20 日（金）～22 日（日） 第 30 回関東学生新人選手権大会（相模原ギオンスタジアム） 

10 月 26 日（土）             第 96 回箱根駅伝予選会（立川） 

11 月上旬                 第 44 回 10 大学対校戦（未定） 

11 月 23 日（土）             10000m 記録挑戦会（慶應大学日吉陸上競技場） 
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                       東京経済大学陸上競技部ニュース 138 号 

2019 年度入寮式  3 月 17 日 小平市小川第 2 地域センター  

  

13 名の入寮生               陣内部長祝辞 

 

3 月 17 日、小平市小川第二地域センターにおいて 2019 年度入寮式を開催しました。 

式は、陣内部長はじめ葵走会田邊会長、陸上競技部父母会元川会長からご祝辞を戴いた後、

入寮生から自己紹介と力強い抱負を 1 人ずつ述べてくれました。そして主将・寮長、指導者か

らの挨拶と校歌斉唱でお開きとなりました。 

 13 名の新たな仲間が加わり、総勢 50 名が寮生活を送ることになります。 

 

   

    池谷駅伝監督      村上駅伝ブロック主将 

 

＝速報＝ 関東私学 6 大学対校戦結果 ～4 連覇ならず～ 

関東インカレの前哨戦、関東私学 6 大学対校戦が厚木市荻野運動公園陸上競技場で開催されまし

た。チームとして 4 連覇を目標に戦いましたが、立教大学に阻まれてしまいました。競技面ばかり

でなく全ての要素で立教大学の総合力には敵わないと痛感させられました。 

 この課題克服に向け一か月後に迫った関東インカレ目指し取り組んでまいります。 

・総合結果 

 総合順位 2 位    トラックの部 2 位   フィールドの部 1 位 

※詳細は次号に掲載いたします。 

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52201378.html
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/e/b/ebb4c4fe.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/d/5/d5ed9d1c.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/e/9/e964d89f.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/4/b/4b5cdca7.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/5/4/54247bf6.jpg
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東京経済大学葵走会＆父母の会ニュース 第 138 号 

2018 年度卒業生送別会兼年間表彰式 2 月 16 日 立川グランドホテル 

＜2018年度卒業生送別会＞ 

 

集合写真 

 

 2 月 16 日、立川グランドホテルにおいて 2018 年度卒業生送別会兼年間表彰式が挙行されま

した。 

卒業生送別会に先だって、年間表彰式が行われ最優秀新人賞には坂井公亮（1）が選出され、優

秀選手賞に星野蒼太（2）など 19 名の部員（下記受賞者）が各賞を受賞しました。 

 引き続いて行われた卒業生送別会は、陣内良昭部長、元川圭太陸上競技部父母会会長祝辞の

あと、飯塚豊明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 14 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。 

 会は指導者からの送る言葉のあと、宮下颯人主将の閉会の挨拶そして、成原佑介陸上競技部

父母会会計の三本締めで別れを惜しみつつお開きとなりました。 

  

祝辞 陣内部長                卒業生 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/d/d/dda845a5.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/e/0/e0434bfc.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/d/5/d536e488.jpg
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                      東京経済大学葵走会＆父母の会ニュース 138 号 

＜2018 年度年間表彰式＞ 

    

受賞者         最優秀新人賞 坂井      部長賞  鈴木優斗 

【2018 年度年間表彰受賞者】 

最優秀新人賞 坂井公亮（1） 走幅跳 7ｍ30 関東インカレ 6 位・東経新   

優秀選手賞  星野蒼太（2） 400ｍ 48.09 関東インカレ 5 位    

新人賞    森 陽向（2） 10000ｍ 29.59.26 東経大歴代 3 人目の 29 分台    

功労賞    小川健太（4） やり投 関カレ 4 位 62ｍ10 関東ＩＣ3 回入賞 

敢闘賞    村山大樹（4） 400ｍ 48.64 関カレ 7 位  

奨励賞    田邊元気（3） 砲丸投 13ｍ54 東経新記録 

特別賞    村山大樹（4）、 山田真樹（3）、吉田隼人（3）、星野蒼太（2） 

               関カレ 4×400ｍＲ 3.10.48 東経新、日本ＩＣ，日本選手権Ｒ出場 

部長賞    鈴木優斗（3） 箱根駅伝関東学生連合選出 ハーフ 1.05.20 

副部長賞   高田彩水（4） 大経戦を成功に導き、主務としての大任を全うした。 

監督賞    丸山亜室（3） シーズンを通し 100ｍで最も安定感のある走りをした。 

       関口宗平（2） 4×400ｍＲの補助要員として確りとその任を果たした。 

       武本雄大（2） 200ｍ21.51 関東ＩＣ標準Ａ突破。 

       中野裕翔（2） 400ｍ48 秒台達成。4×400ｍＲでも貢献。 

       小山大輝（3） 自己新連発（15.19→14.46.57/5 千、30.32.31/1 万） 

       湯澤亮太（3） 入部来怪我からの復活（14.38.15/5 千、30.26.57/1 万） 

       卜部和喜（2） 1500ｍ3.54.25/自己新、800ｍ1.54.51/関東ＩＣＡ突破 

       市川繁貴（1） 箱根駅伝予選会で 1 年生ながら 1.05.45 で走破。チーム 3 位 

 

葵走会・陸上競技部父母の会・の皆様へ 

2018年度会費・寄付金のご納入ありがとうございました 

～2019年度会費ご納入にご協力お願いいたします～ 

2018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2018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、2019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。 

http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/3/b/3b4116a8.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/f/4/f49d26d6.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/6/c/6ce18745.jpg
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東京経済大学葵走会＆父母の会ニュース 134 号 

 

＜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：2019年4月1日～2020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23年以降ご卒業および女性会員の方へ：卒業後8年（平成23年～30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：2019年4月1日～2020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」 

2018年度会費寄付金ご納入者 2018年12月29日～2019年3月31日 

【会費・一般寄付】（卒年・千円）敬称略、順不同 

＜葵走会＞伊熊徹（昭 39・8）、中谷修（昭 48・10）、斎藤正文（昭 48・8）、犬飼秀明（昭 49・8）、

山岡清孝（昭 49・8）、島田孝夫（昭 49・8）、久保田敏文（昭 53・10）吉邑泰（昭 54・10）、小松

啓次郎（昭 59・8）、湯原真司（昭 61・10）、河村浩伸（昭 62・8）、田島朝文（昭 63・8）、小西政

弘（平 1・10）、平山丈人（平 1・10）、島田俊一（平 2・8）、縣誠、美津代（平 7・10）、本多宏至

（平 19・8）、金田翔平（平 24・8）、金子孔昭（平 24・10） 

※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。 

※創部100周年寄付金については、本学創立120周年を記念したスポーツ・文化振興募金を窓口とし

て募集します。振込用紙、振込先が異なりますのでご注意ください。 

【120周年スポーツ振興募金】順不同・敬称略（千円）1月確認分～3月確認分 

＜支援者＞臼井定義（300）、川崎千城（10）、雨宮俊雄（10）、山根睦嘉（20）、瀧本良吉（100） 

松田眞（10）、小林和雄（10）＜陸上部父母の会＞関根啓喜（10）、井出毅（5）、河守寿人（10） 

＜葵走会＞中平孜（昭37・10）、犬飼秀明（昭48・20）、中谷修（昭48・10）、清水栄一（昭50・10）

久保田敏文（昭53・30）、大久保圭子（昭57・10）、星睦子（昭61・50）、上阪哲也（昭61・50） 

岡野将光（平4・30）、本多宏至（平9・10）、葵走会（300） 

 

＝訃報＝ 

 濱中武晴様（陸上競技部父母の会副会長）が2019年3月17日永眠されました。享年50歳 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 


