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第 97 回箱根駅伝結果
関東学生連合第 6 区

2021 年 1 月 2 日 3 日 東京・大手町―箱根・芦ノ湖

大川歩夢（2）

関東学生連合総合記録

1 時間 00 分 04 秒

区間 14 位相当

11 時間 18 分 10 秒

総合 20 位相当

＜小涌谷付近・約 8ｋｍ地点＞
大川歩夢（2）が無事箱根 6 区を走り切りました。タイムは 1 時間 00 分 04 秒で区間 14 位相当、目標と
していた 1 時間切りは叶いませんでしたが、5 年前の吉村匠の記録 1 時間 01 分 18 秒を上回ることができ
ました。
走り終えた大川は「ただただ悔しいし、攻めることも競うこともできなかった。レベルの違いを感じた。」
「悔しさ 7 割、楽しさ 2 割、苦しさ 1 割」
「やり残したことがあるので箱根をもう一回走りたい。
」と感想
を述べていました。また、翌朝の練習時に「繋いだ襷の重みはやはりチームじゃなければ味わえない。チ
ーム力は専修大学など出場ボーダーのチームと変わらない。チームで出場するためには 3 年生の本気度、
2 年生の意識、1 年生の競技力向上が必要。私自身も競技でチームを引っ張っていきます。
」と熱く語って
くれました。大川はまだ 2 年生、彼を再び箱根路で観るためにはチームで出場するしかありません。彼の
悔しさをチームみんなの力で晴らしてくれるでしょう。
この度は多くの支援者の皆様からの励ましのお言葉を頂きました。熱い応援ありがとうございました。
＜大川歩夢感想＞
出場して感じた素直な気持ち 個人としては、出場できて良かったと思う。でも、そこの舞台で勝負に加
われなかったことはとても悔しい。
目標に対しての結果を自己分析 最初の 5 キロまでは良かったが、中盤が思った以上にスピードに乗れて
いなかった。一斉スタートにいい選手がいたがついていけなかったのが悔しい。自分が復路の流れを作る
と考えていたが、つくれなかった。
今後の抱負 この悔しさを糧に自分がチームを引っ張って、チームでもっと上を目指していけるようにす
る。
関東学生連合チームの存在意義、位置づけ、改善点・要望 各大学でバラバラなところをもっと親密性を
高めないと、1 人崩れた時にきつくなってしまうと感じた。
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2020 年度体育会年間表彰式

2021 年 2 月 24 日（水）

本学体育会年間表彰式がオンラインで開催され、陸上競技部からは箱根駅伝関東学生連合 6 区を走
った大川歩夢（2）はじめ 3 部門 3 名が受賞しました。

大川歩夢（経済 2）

武本雄大（コミュ 4）

葵体育会特別賞（最優秀新人賞）

樋田侑司（現法 3）

大川歩夢（2 年）

箱根駅伝関東学生連合に選出され、本戦では 6 区（山下り）で出走し 1 時間 00 分 04 秒（区間 14 位
/21 人中）で走破した
葵友会賞（優秀個人賞）

武本雄大（4 年）

関東インカレ（2 部）100ｍにおいて優勝。100ｍ優勝は東経大初で昨年の 200ｍ優勝に続き 2 年連続
の種目優勝。
敢闘個人賞

樋田侑司（3 年）

関東インカレ（2 部）10000ｍにおいて 3 位入賞を果たした。長距離種目での表彰台は東経大初。

2020 年度陸上競技部年間表彰
緊急事態宣言に伴う活動自粛により年間表彰式の開催が出来ないため、受賞者には記念品を送付さ
せていただくことで対応致しました。
特別賞兼部長賞

大川歩夢（2 年）

箱根駅伝関東学生連合 6 区で出場、5000ｍ、ハーフマラソン東経大新記録樹立
最優秀選手賞

武本雄大（4 年）

関東インカレ 100ｍ東経大新記録で優勝
優秀選手賞

樋田侑司（3 年）

関東インカレ 10000ｍ3 位、10000ｍ東経大新記録樹立
敢闘賞

市川繁貴（3 年）

箱根予選会チーム 2 位 10000ｍで 3 試合連続 29 分台樹立
新人賞

村田悠樹（1 年）

5000ｍ（14.27.05）、10000ｍ（30.03.29）、ハーフ（1.05.48）いずれも 1 年生トップ
副部長賞

西尾祐一郎（4）

駅伝ブロック男子マネージャーとして選手たちを叱咤激励し、箱根予選会はじめ、各競技会の記録
ラッシュの立役者としてチームを引っ張ってくれた。
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2021 年度新入部員紹介

2021 年 3 月 10 日現在

学部

氏 名

種目

高 校

経済

石塚 壮一郎

14.36/5000

鎌倉学園/神奈川

経営

下津 開生

14.47/5000

智弁和歌山/和歌山

経営

実松 雅史

15.15.40/5000

愛知/愛知

コミュ

本田 大和

15.17.62/5000

九州学院/熊本

現法

下田 大翔

14.38/5000

川越東/埼玉

現法

後藤 亮介

15.26.95/5000

文星芸大/栃木

経済

箕輪 健太郎

15.24.19/5000

市立岐阜商業/岐阜

経済

桜井 勇生

15.07.00/5000

那須拓陽/栃木

経営

小山 優輝

14.50/5000

伊奈学園/埼玉

経済

菅沼 翔也

15.16.42/5000

韮山/静岡

経済

田中 暁翔

15.28/5000

佐渡/新潟

経済

戸矢 俊輔

32.07/10000

我孫子/千葉

現法

宮木 貴由樹

15.29.76/5000

作新学院/栃木

現法

一ノ倉 彰庸

32.42/10000

所沢西/埼玉

経済

佐野 希汐

10.92/100

佐久長聖/長野

コミュ

稲田 翔太

2.00/走高跳

日本工業大学駒場/東京

コミュ

西川

11.09/100

東亜学園/東京

50.09/400

城西大城西/東京

経営

翔

丸山 徳久馬

マーカーはスポーツ特別選抜合格者
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平成国際大学競技会結果

12 月 26 日、27 日 鴻巣市陸上競技場

～樋田侑司（3）、10000ｍで東経新記録樹立！！～

10000ｍ・東経新の樋田（3）

10000ｍ・自己新の市川（3）

10000ｍで樋田侑司（3）が、大川歩夢（2）の持つ東経新記録（29.09.09）を更新しました。また、同
組で走った市川繁貴（3）も前週に続いての自己新更新、しかも 2 人とも関東インカレ 10000ｍ標準Ａ、
日本インカレ標準 B 記録を突破しました。3 年生 2 人が今年を良い形で締めくくってくれました。
＜26 日＞
【5000ｍ】
石川 晃大（1） 15.13.78
関

颯介（3） 14.56.42

石井 慶太（3） 14.37.41

自己新

【10000ｍ】
下別府 輝（2） 31.09.61
蟹江 達樹（1） 33.03.03
竹尾 奏哉（1） DNS
樋田 侑司（3） 29.05.24 自己新・東経新・関東インカレ標準 A・日本インカレ標準 B 標準突破
市川 繁貴（3） 29.29.35 自己新・関東インカレ標準 A・日本インカレ標準 B 標準突破

松戸市記録会結果

12 月 20 日 松戸市陸上競技場

1 年生は今回出場した蟹江、
石川あたりが 5000ｍで 14 分台を出してくればチーム全体の刺激になります。
また、10000ｍに出場した市川は試合過多だがしっかりと結果を出し頼もしい限りです。
【5000ｍ】
8 組 蟹江 達樹（1） 15.14.59
9 組 石川 晃大（1） 15.07.19 シーズンベスト
10 組 加瀬 莉穏（3） 15.17.37
13 組 樋田 侑司（3） 14.29.58
【10000ｍ】
市川 繁貴（3） 29.39.51 自己新
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日体大競技会結果

12 月 5 日、6 日 健志台

5000ｍ 竹尾・右（1）
、福井・左（1）

5000ｍ 樋田（3）

樋田（3）の 5000ｍ、東経大歴代 2 位はじめ自己新記録ラッシュとなりました。また、1 年生 3 人もハ
イレベルな記録で自己ベストを達成し、今後の成長が楽しみです。
＜5 日＞
【10000ｍ】
市川繁貴（3）30.00.69
＜6 日＞
【5000m】
新城 龍祐(2) 15.06.74
松浦 礼隠(1) 14.44.31

自己新

下別府 輝(2) 14.54.32
渡邉 礼恩(2) 15.06.10

自己新

福井 悠斗(1) 14.27.62

自己新・関東インカレ標準 B 突破

竹尾 泰哉(1) 14.32.46

自己新

樋田 侑司(3) 14.13.39

自己新・関東インカレ標準 B 突破

びわ湖毎日マラソン結果

2 月 28 日

1 月に退寮し実家でトレーニングを積んでいた小西竜矢（4）が、びわ湖毎日マラソンに（個人）出場し、
東経大歴代 2 位の 2 時間 23 分 59 秒で走破しました。また、OB の小山大輝（令 2）は、小西から遅れる
こと僅か 3 秒で自己新記録を達成しました。
229 位 小西 竜矢（4） 2：23′59″
233 位 小山 大輝（OB・令 2 卒）

東経大歴代 2 位
2：24′02″

※緊急事態宣下で活動停止中の出場ですが、4 年生で既に寮を退寮しており、出場料、宿泊費等すべて個
人負担で個人としての出場でした。
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2021 年度陸上競技部指導スタッフ
このたび弊部駅伝監督でありました池谷寛之氏が三月末日で退任し 井村光孝コーチが監督に昇格、
駅伝ブロックマネージャーを務めていた西尾祐一郎（コミュ 4 年）が駅伝コーチに就任することが決定し
ました。また、昨年まで駅伝ブロックトレーナーを務めていた椛山祐輔氏がフィジカルトレーナーに就任
いたします。
今後もコーチングスタッフ一同

チーム発展のため全力を尽くす所存でございますので変わらぬご支

援を賜りますようお願い申し上げます。

部長
副部長

北山
田口

総監督

上阪 哲也（昭 61 年卒）
片瓜 仲夫（東京教育大学・昭 43 年卒）
井村 光孝（関東学院大学・平 20 卒）
西尾 祐一郎（令 3 年卒業予定）
池村 聡文（平 8 年卒）
長崎 宣夫(大正大学・平 7 年卒)
椛山 祐輔（東洋大学・平 20 年卒）

スプリントブロック監督

駅伝監督
駅伝コーチ
トレーナー
トレーナー
駅伝フィジカルトレーナー

聡（コミュニケーション学部准教授）
修（東京経済大学前事務局長）

卒業生に卒業記念を品贈呈
例年、卒業生送別会（追いコン）が開催され、卒業記念品が贈呈されていましたが、本年はコロナ
禍のため断念せざるを得ない状況となりました。卒業生に皆様には、心ばかりの記念品を郵送にて贈
呈しました。
これからは社会人としてご活躍されることを祈念いたします。
＜卒業生主な就職先＞
（株）フォーカスシステムズ、昭栄建設（株）
、陸上自衛隊武山駐屯地、
（株）永田屋、東京経済大学陸上
競技部、
（株）リクルートスタッフィング情報サービス、レイスグループ（株）
、iYell（株）
、綜合警備保
障（株）、生活協同組合コープみらい、
（株）加藤製作所、（株）クアドロジックス、芝信用金庫、三井情
報（株）、
（株）LAVA international、渡辺パイプ（株）、警視庁、まいばすけっと（株）
、クラウン・パッ
ケージ（株）
、
（株）トーカン・エクスプレス、（株）サラダボウル、ヤマザキシーエー（株）
、（株）FJ ネ
クスト、（株）マインドライズ

今後の主な日程
4 月 25 日（日） 第 40 回関東私学 6 大学対校戦

川越市陸上競技場

5 月 20 日（木）～23 日（日）第 100 回関東学生陸上競技対校選手権大会
7 月上旬

第 55 回明治学院定期対校戦

会場未定

8 月 21 日（土） 第 67 回大阪経済大学定期対校戦
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相模原ギオン
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2021 年度葵走会・父母の会会費・寄付金ご納入のお願い。
本年度は会費、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。2021 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：2021年4月1日～2022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：2021年4月1日～2021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
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」

【120 周年スポーツ振興基金】（敬称略・千円） 12 月 10 日～3 月 9 日までに確認できたもの
＜支援者＞臼井定義（200）
、山下紀夫（10）、海田恭敬（50）
、安藤誠治（10）、仲嶋公夫（10）
＜陸上部父母＞柏木伸也（10）
、前川満（10）
、松井尚好（10）、右澤信一（30）
＜葵走会＞上阪哲也（40）
、道下敏行（10）
、田島朝文（12）
【会費・一般寄付金】
（敬称略・千円）12 月 7 日～3 月 9 日現在
＜葵走会＞伊田正一（昭 48・8）島田孝夫（昭 49・10）山下紀夫（昭 51・8）久保田敏文（昭 53・10）
河村浩伸（昭 62・8）田島朝文（昭 63・8）中村広司（平 2・10）橋本隆雄、早代子（平 5、6・10）
道下敏行（平 7・10）吉村匠（平 28・8）
※集計の都合上、お名前の記載漏れの場合があります。次号にもお名前記載がない場合はご一報いただ
ければ幸いです。
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