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第 100 回関東学生陸上競技対校選手権 

砲丸投・南和希が 2 位入賞！3000mSC 大川が日本選手権基準記録突破！ 

  

    砲丸投 13m60 で 2 位表彰台の南和希（4）   3000mSC 8'53"64 大川歩夢（3） 

ニュース主な内容 

＜陸上競技部＞ 

関東インカレ結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 

5000ｍ大川歩夢（4）が 13 分台・・・・・・・・・・・・・ P.6 

主な競技会結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7 

今後の日程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8 

 

＜葵走会・父母の会＞ 

会費、寄付金ご納入のお願い・・・・・・・・・・・・・・・P.9 

 

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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                        東京経済大学陸上競技部ニュース 第 146 号 

第 100 回関東学生陸上競技対校選手権大会  2021 年 5 月 20 日～23 日 相模原ギオン 

～砲丸投・南和希が 2 位入賞！2 部フィールドの部で 3 位！！～ 

 

砲丸投 南（4） 2 位入賞 

 

第 100 回関東学生陸上競技対校選手権が、5 月 20 日から 23 日、相模原ギオンスタジアムおよびよみう

りランドで開催されました。今回はコロナ下で完全無観客、選手以外の部員も入場不可という厳しい規制

の中、華やかな応援合戦も繰り広げられることなく、昨年の分散開催に続く、寂しい関東インカレとなり

ました。 

 

3 月までの活動禁止による練習不足、4 月以降の急ピッチなトレーニングによるけが人続出で入賞者ゼ

ロも覚悟していましたが、砲丸投の南和希（4）の 2 位入賞はじめ、フィールド 4 種目で 6 名が入賞を果

たし東経大が獲得した全得点（18 点）をフィールドで稼いでくれました。また、1 部校と出場標準記録が

変わらない長距離種目で 7 名が出場した駅伝ブロックは、多くの箱根ランナーが出場したハーフマラソン

で市川繁貴（4）が 14 位、3000ｍSC で大川歩夢（3）が予選を突破し決勝で 10 位と健闘しました。なお、

大川が予選で出した 8 分 53 秒 64 は日本選手権の基準記録（8 分 55 秒）突破を果たしています。 

 

一方、短距離種目では 110ｍH の小幡克志（2）が惜しくも決勝進出を逃し、エースとそれに代わる補

欠選手も直前の怪我で出場すら危ぶまれた 4×100ｍＲは 41 秒 55 と健闘しましたが予選敗退しました。 

 今回は 2 部総合 18 点、13 位と一昨年（昨年は分散開催の為総合得点は算出せず）の 5 位からは順位を

下げてしまいましたが、フィールドの部で 3 位と健闘し何とか 2 部校の上位に食い込むことができました。

また、駅伝ブロックも 2 名の選手が入賞迄あと一歩のところまで来ており着実に力を付けていることが確

認できました。課題は、今春、フィールドブロックの入部者が僅か 4 名でこの 10 年間で最低、今後はフ

ィールドブロックの部員確保が急務です。 

 

＜総合結果（2 部）＞※関東学連所属校 157 校 1 部 16 校 2 部 110 校 3 部 31 校 

総合得点・順位  18 点   13 位 

フィールドの部  18 点    3 位 
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                        東京経済大学陸上競技部ニュース 第 146 号 

 

＜競技結果＞ 

1 日目（5 月 20 日） 

   

ハーフマラソン市川（4）14 着   砲丸投 南（4） 2 位入賞     大沢（2） 8 位入賞 

 

【100ｍ・予選】 3 着+4 

 森田 将貴（3） ＤＮＳ 

【400ｍ・決勝】 3 着+4 

 柏木  優（2） 51″07 組 6 着 予選敗退 

【1500ｍ・予選】 2 着+4 

 下別府 輝（3） 3'58"30 組 11 着 予選敗退 

 福井 悠斗（2） 3′53″99 組 8 着 予選敗退 

【10000ｍ・決勝】 

 樋田 侑司（4） 29′44″25 32 着 

【ハーフマラソン・決勝】 

 市川 繁貴（4） 1：03′43″ 14 着 

 原川  凌（4） 1：04′43″ 27 着   

【110ｍＨ・予選】 2 着+2 

 小幡 克志（2） 14″74（+0.7） 自己新・組 4 着 予選敗退 

【4×100ｍ・予選】1 着+2 

 小幡・田畑・池田・西川  41″55 組 2 着 予選敗退 

【砲丸投・決勝】 

 南  和希（4） 13ｍ60 自己タイ・2 位入賞 

 大沢 彩斗（2） 12ｍ26 8 位入賞 
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3 日目（5 月 22 日） 

   
円盤投 重田（4）5 位入賞     小林（3）8 位入賞     やり投 佐々木（3）8 位入賞 

   

3000ｍSC 大川（3） 東経新     小池（3） 東経新    走幅跳 坂井（4）5 位入賞 

【800ｍ・予選】 

 櫻井 勇生（1） 1'58"09 組 8 着 予選敗退 

【4×400Ｒ・予選】 

 新屋・柏木・田畑・小林満 ＤＱ ※手元 3'21"20 

【400ｍＨ・予選】 

 吉田 優大（3） 55"73 組 7 着 予選敗退 山田 雅崇（2） 56"69 組 7 着 予選敗退 

【3000ｍＳＣ・予選】 

 大川 歩夢（3） 8'53"64 組 2 着・東経新・自己新・日本選手権基準記録突破・決勝進出 

 小池  彪（3） 9'11"31 組 8 着・東経新・自己新・予選敗退 

【円盤投・決勝】 

 重田 一稀（4） 36ｍ98 5 位入賞 小林  凌（3） 34ｍ43 8 位入賞 

【やり投・決勝】 

 佐々木 陽（3） 55ｍ96 8 位入賞 

【走幅跳・決勝】 

 坂井 公亮（4） 6ｍ68（-0.4） 5 位入賞 

 

4 日目（5 月 23 日） 

【5000ｍ・決勝】 

 下田 翔太（1） 15′06″82 35 位 

【3000ｍＳＣ決勝】 

 大川 歩夢（3） 9′05″94 10 位 

【走高跳・決勝】 

 稲田 翔太（1） ＮＭ 
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＜関東インカレフォト＞ 

   

   400ｍ 柏木（2）        10000ｍ 樋田（4）     110ｍH 小幡（2） 

   

  4×100ｍR 小幡→田畑        田畑→池田         池田→西川 

   

800ｍ 櫻井（1）       400ｍＨ 吉田（3）      400ｍＨ 山田（2） 

  

            5000ｍ 下田（1）      走高跳 稲田（1） 
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                        東京経済大学陸上競技部ニュース 第 146 号 

5000ｍで大川歩夢（2）が 13 分台達成！！！ 

  

大川                 大川ゴールの瞬間 

 

大川歩夢（2）がまたまたやってくれました。単なる東経大新記録だけでなく東経大駅伝ブロックの歴

史の 1 ページとなる 5000ｍ13 分台達成、東経大の選手には無縁と思われていた 13 分台を難なく出してし

まいました。 

大川は高校時代（伊豆中央高校）5000ｍのベストは 15 分台、そんな選手が入学後たった 2 年足らずで

箱根駅伝を走り、そして今回の快挙、しかもまだまだ成長途上を感じさせてくれる末恐ろしい選手です。 

 

彼のこの快挙は間違いなくチームにも勢いを与えてくれます。2021 年度も駅伝ブロックの活躍にご期待く

ださい。 

 

国士館大学競技会  3 月 27 日 国士館多摩 

【5000ｍ】 

3 組 

大川 歩夢（2） 13′56″17  自己新・東経新 

樋田 侑司（3） 14′16″97 

 

2 組 

原川  凌（3） 15′12″93 

小池  彪（2） 15′04″35 

蟹江 達樹（1） 15′05″63  自己新 
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主な競技会結果 

国士館大学競技会結果 4 月 3 日、4 日 国士館多摩 

1 日目（4 月 3 日） 

～1500ｍで下別府（3）が関東ＩＣ標準Ａ突破、福井（2）も標準Ｂ突破～ 

～100ｍ田畑（3）、110ｍＨ小幡（2）は標準Ｂ突破～ 

【100m】 

田畑功之介(3)  10″79(+0.4)  自己新・関東 IC 標準 B 突破 

池田  匠 (4)  11″11(+0.2) 

【400m】 

荒木 福杜（2）  52″33 

【1500ｍ】 

 

2 組  

井出 勇伍（4） 4.14.28 

加瀬 莉穏（4） 3.57.20 自己新 

関  颯介（4） 4.08.52 

本多 陽斗（4） 3.59.79 

新城 龍介（3） 4.08.51 

3 組  

下別府 輝（3） 3.51.46 自己新・関東 IC 標準 A 突破 

渡邉 礼恩（3） 4.00.41 自己新 

竹尾 奏哉（2） 4.00.31 自己新 

福井 悠斗（2） 3.52.09 自己新・関東 IC 標準 B 突破 

【110H】 

小幡 克志（2） 14″79(+0.6) 自己新・関東 IC 標準 B 突破 
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・2 日目（4 月 4 日） 

～5000ｍで 1 年生小山、石塚が 14 分台デビュー～ 

【200m】 

新屋 翔太（4） 22"71(－1.8)組 1 着 

池田  匠（4） 22"46(+0.1)組 2 着 

【5000ｍ】 

3 組  

井出 勇伍（4） 16.05.94 

市川 繁貴（4） 14.46.50 

本多 陽斗（4） 14.48.23 自己新 

新城 龍介（3） 15.13.57 

小池  彪（3） 14.42.98 自己新 

下別府 輝（3） 14.44.20 自己新 

渡邉 礼恩（3） 15.02.69 

蟹江 達樹（2） 15.39.92 

竹尾 奏哉（2） 14.49.76 

福井 悠斗（2） 14.45.70 

村田 悠樹（2） 14.37.96 

石塚壮一郎（1） 14.56.45 

後藤 亮介（1） 15.28.74 

小山 優輝（1） 14.43.27 自己新 

菅沼 翔也（1） 15.33.06 

【400mH】 

山田 雅崇（2） 56"77 組 3 着 

【走幅跳】 

松井  陸（4） 6m80 (+0.3) 

第 37 回板橋春季記録会結果 4/4 新河岸 

【100m】 

森田 将貴（3）  11”54(-3.3) 

田畑 功之介（3） 10”99(-1.2) 

今後の日程 

7 月 11 日（日） 第 55 回明治学院定期対校戦  川越市陸上競技場 

8 月 21 日（土） 第 67 回大阪経済大学定期対校戦 上柚木陸上競技場 

9 月 10 日（金）～12 日（日） 関東学生新人陸上競技選手権大会 相模原ギオン 

9 月 17 日（金）～19 日（日）日本学生陸上競技対校選手権大会 熊谷スポーツ文化公園 

10 月 16 日（土）箱根駅伝予選会 昭和記念公園 

 

 



9 

 

東京経済大学葵走会＆陸上競技部父母の会ニュース    第 146 号 

2021 年度葵走会・父母の会会費・寄付金ご納入のお願い。 

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。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 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26年以降ご卒業および女性会員の方へ：卒業後8年（平成26年～令和3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 

・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」 

 

【120周年スポーツ振興基金】3月 9日～3月 31日現在（敬称略、順不同、千円） 

＜支援者＞吉仲慶太（10）、三宮仁人（20）、鈴木のり子（50）、鈴木朝喜（10）、原島正之（10）、松田豊

（10）、丹野弘三（10）、黒坂東五（5） 

＜父母の会＞下別府淳子（20）、匿名（10） 

＜葵走会＞伊熊徹（昭 39・10）、鈴木敦史（昭 60・20）、上阪哲也（昭 61・50）、石本正俊（昭 62・10）

島田俊一（平 2・10）、尾藤敬（平 4・20）、匿名（30）、匿名（5）、村上滋（令 2・5） 

 

【会費・寄付金】3月 9日～3月 31日現在（敬称略、千円） 

＜葵走会＞青木繁明（昭 47・10）、山岡清孝（昭 49・8）、久保田敏文（昭 53・10）、星克佳（昭 60・10） 

野澤竜輔（平 4・8）、榎本太郎（平 14・10）、九津見一樹（平 31・5） 

 

【120周年スポーツ振興基金】4月 1日～6月 4日現在（敬称略、順不同、千円） 

＜支援者＞兼高伸茂（5）、松田豊（11）、加藤喜一（10）、横尾直弘（3）、故 木村啓助（ご子息様代行）（200） 

＜父母の会＞前田隆弘（10）、大蒲規夫（10）、大川崇之（10）、石川直樹（10）、井出毅（5）、匿名（50）

匿名（30）、匿名（10） 
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＜葵走会＞鈴木幸三（昭 38・20）、伊熊徹（昭 39・10）中村征夫（昭 43・10）、浅井恭二（昭 43・100）、

鈴木和雄（昭 44・10）、青木繁明（昭 47・10）、中嶋久雄（昭 48・50）、斎藤正文（昭 48・10）、中谷修（昭

48・20）、島田孝夫（昭 49・10）、久保田敏文（昭 53・20）、鈴木友章（昭 55・10）、飯塚豊明（昭 56・10）、

菊池真（昭 56・10）、早坂健一（昭 58・10）、塚田裕（昭 60・10）、湯原真司（昭 61・10）、河村浩伸（昭

62・5）、岩藤敬右（昭 63・30）、佐藤孝（平 1・100）、小西政弘（平 1・50）、伊熊慎次郎（平 4・5） 

橋本隆雄（平 6・10）齊藤禎一（平 10・10）、白土裕介（平 13・5）、久恒由彦（平 14・10）、時庭崇（平

24・5）、髙浪雅矢（令 2・5）、匿名（20） 

 

【会費・寄付金】4月 1日～6月 4日現在（敬称略、千円） 

＜葵走会＞伊藤乾司（昭 37・20）、小竹央男（昭 38・10）、田辺譲（昭 45・10）、牧野友保（昭 46・20）

中谷修（昭 48・10）、斎藤正文（昭 48・8）、中嶋久雄（昭 48・10）、星川忠晴（昭 50・10）、後藤勇（昭

52・10）、野中五男（昭 52・10）、久保田敏文（昭 53・10）、戸澤利雄（昭 54・10）、飯塚豊明（昭 56・10）

菊池真（昭 56・10）、内藤修（昭 57・10）、大久保圭子（昭 57・10）、小松啓次郎（昭 59・30）、鈴木敦史

（昭 60・10）、塚田裕（昭 60・10）、上阪哲也（昭 61・10）湯原真司（昭 61・8）、宮下千絵（昭 62・5）

河村浩伸（昭 62・8）、岩藤敬右（昭 63・8）、佐藤孝司（平 1・10）、会沢克彦（平 1・8）、金井大（平 6・

8）、齊藤禎一（平 10・8）、白土裕介（平 13・8）、久恒由彦（平 14・8）、川村耕二郎（平 15・8）、藤原仁

（平 15・8）、沼尾崇之（平成 18・8）、九津見一樹（平 31・5） 

＜父母の会＞池田泰、江崎里子、新屋雅代、柴田省二、松井尚好、斎須徹、関雅光、河守寿人、吉良邦夫 

井出毅、加瀬卓弘、本多利明、樋田晋、守谷久美子、森田明、仲晃良、松山克勇、中村栄作、佐々木浩慈、

島津恩子、中山清美、下別府淳子、大川崇之、新城勝良、小幡真由美、小川貢太郎、荒木伸仁、大沢佐知

子、山口幸代、石川直樹、蟹江正史、大石英夫、高橋正文、深沢みつ子、名取明彦、磯野友保、北村英之、

佐野亮一、西川淳一、稲田博子、石塚英武、下津公大、櫻井学、後藤眞須美、本田呂文、小山美穂、下田

義仁、実松真由美、宮木和代、戸矢裕之、箕浦広美、菅沼卓美、一ノ倉功、田中正則 

 

～会費・寄付金のご協力をいただける皆様へ～ 

 いつも陸上競技部をご支援いただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで多数の会費・寄付

金の入金を確認しております。集計においては細心の注意を払っておりますが、万が一記載漏れや金額相

違等がございましたら事務局までご一報下さい。 

 同封の納付書をご利用いただくことで振込手数料無料にて手続きが可能となっております。葵走会会員

陸上競技部父母の会の皆様におかれましては、年会費については加入者名「葵走会」および「東経大陸上

部父母の会」となっている納付書のご利用をお願い致します。年会費以外の寄付金につきましては、「学

校法人東京経済大学寄付金口」の納付書をご利用いただき、サークル指定を陸上競技部としていただくこ

とで、税法上の寄付金控除をご利用いただくことが可能です。また、事務処理の都合上、会費および寄付

金をご納入済の方にも納付書を同封させていただいています。失礼の段お許し願います。ご不明な点は事

務局までお問い合わせください。 

 引き続き陸上競技部へのご支援を宜しくお願い致します。（事務局） 

 

 

 


