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陸上競技部創部 100 周年祝賀会延期のお知らせ
6 月 13 日（土）ハイアットリージェンシー東京で開催予定でした陸上競技部創部 100 周年祝賀会
は、新型コロナウィルス感染が日々拡大している中、苦渋の決断ではありますが延期させていただく
ことになりました。大学も卒業式・入学式の中止、授業開始見送りおよび施設利用の禁止、部活動等
課外活動の禁止等の対策を打ち、まだまだ再開の目途が付かない状況にあります。新型コロナの一日
も早い終息を祈りつつ、終息後には盛大な式典を開催させていただく所存です。
支援者の皆様におかれましては、体調に留意されくれぐれもご自愛されますよう祈念申し上げます。
陸上競技部部長

北山 聡

葵走会会長

星川忠晴

ニュース主な内容
＜陸上競技部＞
新部長に北山聡准教授就任 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
体育会創立 60 周年式典 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
主なレースの結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
2019 年度卒業生送別会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
陸上競技部年間表彰式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
両ブロック春季合宿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6
＜葵走会・父母の会＞
会費、寄付金ご納入のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
お問い合せ先
久恒由彦（事務局＝平 14）

携帯：090-8564-3562

E-mail ：jump-up-tsune@i.softbank.jp

※郵便振替用紙は既に会費ご納入頂いている方にも同封されている場合があります。ご容赦願います。
また、寄付金依頼振込用紙も事務処理の関係で毎回同封させていただいています。

東京経済大学陸上競技部公認ＨＰ

http://toukei-rikujo.tokyo

コーチ日誌（日常の活動報告ブログ）

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden
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新部長に北山聡準教授が就任！！

陸上競技部新部長に北山聡コミュニケーション学部准教授が就任されました。北山先生は学生時代
陸上競技を経験されており、ご就任をお願いした際には二つ返事でお引き受けいただきました。
陣内良昭前部長の意志を引き継ぎ、陸上競技部を引っ張っていただけると思います。
＜新部長紹介＞
コミュニケーション学部准教授
職歴

北山

聡(きたやま

さとし）先生

1.2001/04/01-現在 東京経済大学
2.2007/04/01-現在 東京経済大学 准教授

学歴

1.一橋大学 社会学部
2.修了 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 修士
3.単位取得満期退学 慶應義塾大学 政策メディア研究科 博士

陣内良昭部長ご退任

体育会 60 周年乾杯の発声

追いコン

陣内部長を囲んで

1985 年（昭和 60 年）から 35 年間部長を務めていただいた陣内良昭部長が 3 月 31 日ご定年を迎えられ
ました。ご就任当時は部員数 30 名足らずの弱小チーム、それから徐々に強化が進み現在は 120 名の大所
帯となったチームをいつもいつも熱心にご指導いただきました。新型コロナの影響でしっかりとしたお別
れもできず心残りではありますが、まだまだエネルギッシュな先生の益々のご活躍を祈念申し上げます。
陣内先生ありがとうございました！
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体育会創立 60 周年式典・懇親会

福士体育会会長

2月1日

国分寺キャンパス

葵走会集合写真

岡本学長

体育会創立 60 周年式典および懇親会が盛大に開催されました。陸上競技部からは吉村匠（H28 卒）が、
東経大初の箱根駅伝ランナーとして特別表彰を受賞、2019 年度年間表彰式で受賞した現役選手たちも紹
介されました。その後の 100 周年記念館で開催された懇親会でも OB、指導者、学生幹部、受賞者が出席
し、大学関係者、他部の皆様と親交を深めることができました。

☆主なレースの結果

赤羽ハーフチームトップ・樋田

・赤羽ハーフマラソン結果

神奈川マラソンチームトップ・原川

2 月 19 日

チーム 2 位大川

荒川河川敷

調整なしで臨んだ試合でしたがまずまずの結果でした。樋田が 4 位に入賞し、対校の部でも 5 位入
賞を果たしました。初レースの 3 名もタイムをまとめました。
【ハーフマラソン大学の部】
樋田侑司（2）1：05：07 4 位入賞・自己新
市川繁貴（2）1：06：25
関

颯介（2）1：07：25

本多陽斗（2）1：07：28

初

島津謙介（1）1：07：43

初

新城龍佑（1）1：08：19

初

加瀬莉穏（2）1：08：55

自己新

井出勇伍（2）1：09：56

自己新

【大学対校の部入賞校】※各校上位 3 名の合計タイム
1位

日大

2位

帝京大

3位

亜細亜大

3

4位

拓殖大

5位

東経大

6位

日体大
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日清オイリオ横浜磯子

怪我のため欠場者が多く 7 名の出場となってしまいましたが、3 名が自己新記録を樹立しました。特に
原川はケガからの復帰戦、大川はペース走で達成した記録です。

【ハーフマラソン】
原川

凌(2)

1：05：36

自己新

大川

歩夢(1)

1：06：11

自己新

石井

慶太(2)

1：08：28

初

関

颯介(2)

1：10：20

新城

龍佑(1)

1：11：01

吉良

大樹(2)

1：12：06

島津

謙介(1)

1：13：01

自己新

2019 年度卒業生送別会兼年間表彰式

全体写真

2 月 15 日

立川グランドホテル

陣内部長退任の挨拶

2019 年度卒業生送別会が 2 月 15 日（土）立川グランドホテルで開催されました。
当日は 32 名の卒業生、OB、父母、指導者と部員たちが参加し、盛大な会となりました。卒業生への記念
品贈呈、卒業にあたっての一言、そして後輩や指導者からの贈る言葉など思いを込めた一言一言で心温ま
りました。また、今回は 36 年間部長として陸上競技部を支えていただいた陣内先生も部員一同が参集す
る会へのご出席が最後ということで、「東京経済大学陸上競技部部員としてのプライドを持って欲しい。」
とのお言葉を頂戴した後、花束が学生代表から贈呈され惜しまれながら会場を後にされました。
会は校歌斉唱、三本締めで閉会となりました。
＜卒業生主な就職先＞
武蔵野銀行、（株）HUGU、（株）アイコス、芝信用金庫、（株）渕上ファインズ、（株）ノジマ、警視庁
司システム（株）、サントリービバレッジサービス（株）、東京都市町村職員共済組合、シチズンファイン
デバイス（株）、ハーベスト（株）、青梅信用金庫、（株）マッシュアップ、（株）東宝ハウスホールディン
グス、埼玉県警、西武鉄道（株）、宮城県警、陸上自衛隊、（株）ビーネックスソリューションズ
ホットマン（株）
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＜2019 年度陸上競技部年間表彰式＞

最優秀選手賞

星野蒼太

特別賞

武本雄大

2019 年度陸上競技部年間表彰式が開催されました。2019 年度シーズンは東京経済大学陸上競技部
にとって過去最高レベルの戦績を上げ、相当高いレベルの選考となりました。
最優秀選手賞は日本学生個人で 5 位入賞を果たした星野蒼太（3）が特別賞に関東インカレ 2 部 200
ｍで優勝を果たした武本雄大（3）が受賞しました。
【2019 年度年間表彰受賞者】
最優秀選手賞

星野

蒼太（3） 400ｍで学生個人 5 位

関東 IC2 位入賞 47.20 は東経新

特別賞

武本

雄大（3）

最優秀新人賞

吉田

優大（1） 400ｍH・関東 IC、5 位入賞

優秀選手賞

森

陽向（3）

箱根予選会でチームートップ、学生連合選出、5000ｍ東経新

坂井

公亮（2）

走幅跳・関東 IC、3 位入賞

新人賞

小林

凌（1）

円盤投・関東 IC、6 位入賞

功労賞

山田

真樹（4） 200ｍで関東 IC、7 位入賞

敢闘賞

鈴木

海平（4）

走高跳・関東 IC、5 位入賞

奨励賞

南

和希（2）

砲丸投・関東 IC、6 位入賞

重田

一稀（2）

円盤投・41ｍ10 は東経新（大経）

大川

歩夢（1）

箱根予選会チーム 2 位、5000ｍ14.36 は 1 年生の東経新

部長賞

樋田

侑司（2） 10000ｍ29.31.74 は東経 2 位で 3 試合連続 29 分台

副部長賞

村上

滋（4）

監督賞

吉田

隼人（4）

中野

裕翔（3）

〃

関口

宗平（3）

〃

200ｍで関東 IC、優勝

7ｍ40 は東経新

13ｍ60 は東経新

駅伝主将としてチームをまとめ予選会過去最高順位に導いた。
4×400ｍR・関東 IC、2 位入賞に貢献

陽（1）

やり投

63ｍ31 は東経 2 位

益子翔太郎（1）

5000ｍ

14.37.30 でチーム 3 位

卜部

1500ｍ関東 IC で決勝進出

佐々木

和喜（3）
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武蔵村山研修ハウス

駅伝ブロック春季合宿が新入部員 11 名を迎え、武蔵村山研修ハウスで行われました。
今回の合宿はトラックシーズンに向けての体力、スピードトレーニングだけでなく、メンタルトレーニ
ング講習、シューズ講習など心身共に有意義な合宿になりました。食事は栄養士さんが作ってくれる栄養
たっぷりの御馳走で大満足の合宿となりました。

スプリントブロック鹿児島合宿

2 月 20 日～26 日

鹿児島

スプリントブロック鹿児島合宿が 2 月 20 日から 26 日まで温暖な鹿児島県大崎町で行われました。
練習拠点となったジャパンアスリートトレーニングセンター大隅はトラック、サブトラック、投てき練
習場、室内練習場、ウェイトトレーニング場全てが整った競技場で、天候にも恵まれしっかりとトレー
ニングを積み上げることができました。

小平市市民駅伝

～今年も補助員でお手伝い～

清水まい

2月2日

補助員

小平市市民駅伝に 4 年生・マネージャー連合チームで 2 チーム出場し、20 名の部員が補助員としてお
手伝いさせていただきました。
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葵アスリートハイツ

駅伝ブロックの新入部員が全員入寮を終えた 3 月 15 日に寮食堂において入寮者説明会を行いました。
例年ですと「入寮式」として寮生全員が参加して開催していましたが、コロナウィルス感染拡大防止対策
として新入生 11 名、現場指導者、一部上級生のみで執り行いました。入寮生一人一人が力強い抱負を述べ
てくれ、チームの成長を担ってくれる精鋭たちの入寮に心から嬉しく感じました。

新入部員紹介
入学式が中止となり勧誘活動もできない状況が続いていますが前号に掲載した入部者以降に下記の
選手が入部してきました。今後も SNS などを通じて勧誘活動を行って参ります。
氏名
山田

雅崇

主な競技会日程

学部

出身校

記録

コミュニケーション

東京都立昭和高校

54″75/400ｍH

※新型コロナ感染拡大の状況によっては中止、延期となる場合がります。

・第 99 回関東学生陸上競技対校選手権大会
5 月 21 日（木）～24 日（日）

中止

相模原ギオン

・2020 年日本学生個人選手権大会
6 月 5 日（金）～7 日（日）

湘南 BMW スタジアム平塚

・第 55 回明治学院定期対校戦
7 月 12 日（日）

大和市陸上競技場

・第 67 回大阪経済大学定期対校戦
8 月 8 日（土）

秋留台陸上競技場

・第 89 回日本学生陸上競技対校選手権大会
9 月 11 日（金）～13 日（日）

デンカビッグスワンスタジアム新潟

・第 31 回関東学生新人選手権大会兼リレー競技会

未定

・第 97 回箱根駅伝予選会
10 月 17 日（土）

立川駐屯地～昭和記念公園

・10000ｍ記録挑戦会
11 月 21 日（土）

慶應大学日吉キャンパス陸上競技場

・第 24 回日本学生ハーフマラソン選手権大会
3 月 14 日（土）

立川駐屯地～昭和記念公園
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2020 年度葵走会・父母の会会費・寄付金ご納入のお願い。
2019 年度は会費、一般寄付金、創部 100 周年寄付金のご納入ありがとうございました。本年度も引き
続き皆様のご協力をお願いいたします。

＜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：2020年4月1日～2021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42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25年以降ご卒業および女性会員の方へ：卒業後8年（平成24年～31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：2020年4月1日～2020年9月30日※期限が過ぎていますが未納の方はご納入お願いします。
・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」
【創立 120 周年記念スポーツ・文化振興募金】2019 年 1 月 16 日～2020 年 3 月 13 日確認分（敬称略・単位千円）
＜支援者＞
木村浩通（5）、小島正範（10）、一般有志（50）、匿名（10）
＜葵走会＞
青木繁明（昭 47・40）中谷修（昭 48・10）、島田孝夫（昭 49・10）、久保田敏文（昭 53・30）、早坂健一
（昭 58・10）、河村浩伸（昭 62・10）
＜陸上競技部父母の会＞
松山美恵（10）、森田明（10）、井出毅（5）、関雅光（10）
、関口宗太（50）、匿名（10）、匿名（10）
【会費・寄付金】2019 年 12 月 28 日～3 月 31 日（敬称略・単位千円）
＜葵走会＞
鈴木幸三（昭 38・10）、浅井恭二（昭 43・30）、表邦祐（昭 44・8）、青木繁明（昭 47・10）
中谷修（昭 48・10）島田孝夫（昭 49・8）、久保田敏文（昭 53・20）、早坂健一（昭 58・10）、塚田裕（昭
60・10）河村浩伸（昭 62・8）、田島朝史（昭 63・8）、野澤竜輔（平 4・8）、縣誠、美津代（平 7・10）
九津見一樹（平 31・5）
会費・寄付金のご納入に際し確認の行き違いにより未掲載となる場合があります。特に大学経由のご寄付
はご納入から確認まで一定の期間がかかります。極力、迅速な掲載を心掛けていますが、掲載の遅延等発
生の際は、失礼の段お許し願います。なお、ご不明な点がございましたら事務局までご連絡願います。
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