
東京経済大学陸上競技部メールニュース 2022-11（2022.10.31） 

第 99 回箱根駅伝予選会結果  10 月 15日 立川 

 

 

＜結果＞ 

小山 優輝（2）64'51 

石川 晃大（3）64'52 

本田 大和（2）65'57  自己新 

村田 悠樹（3）66'00 

益子翔太郎（4）66'40 

村松  丈（1）67'23  初 

下津 開生（2）67'30  自己新 

後藤 亮介（2）67'57   自己新 

島津 謙介（4）68'36 

福井 悠斗（3）69'03 初 

内田 翔也（1）70'46 初 

大川 歩夢（4）74'02 

 

総合成績 11:08:49  28位 

 

惨敗です。 

2Km 地点エース大川の転倒でチーム全体が動揺し立て直すことが出来ませんでした。大黒柱に頼り過ぎたチ

ームの弱点が露呈しました。大川が日本人トップを狙い、石川、小山、村田が 63分台、それ以降の選手は 1k

ｍ3分 04秒ペースで 15ｋｍ以降にペースを上げ、65分以内で走破し、予選突破を目指すというのが当初の予

定でした。しかし、2Ｋｍ地点の大川の転倒ですべてのシナリオが崩れ、負の連鎖から最悪の結果となってし

ましました。この結果を 3年生以下がどう受け止め、来年に向けどのようにして直しを図っていくか、選手た

ちの気概に期待です。 

応援頂いた皆様には感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。 
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小山（2）         石川（3）         本田（2） 

     

村田（3）        益子（4）        村松（1） 

     

下津（2）        後藤（2）        島津（4） 
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   福井（3）        内田（1）        大川（4） 

 

＜反省と課題＞ 

大川（4）：絶対やめたくないとおもい走りぬいた。力の差は気持ちの差、期待ではなく実力をつけなけれ

ば勝てない。 

益子（4）：大川のアクシデントが全て、あと少しのところで粘れなかった。 

島津（4）：ペースが上手く保てなかった。練習時の甘さが出てしまった。 

石川（3）：やってる練習は間違っていない。6月に距離を踏んだことで自信が持てた。 

村田（3）：ブレーキになってしまった。チームを引っ張っていかなければならない立場なのに自分の弱さ

が出てしまった。 

福井（3）：勝つためには、今までの取り組みの継続とプラスアルファが必要。 

蟹江（3）：公園内で足が止まってしまった。起伏の変化に対応できていない。一切妥協のないトレーニン

グが必要。 

本田（2）：5k地点で集団が崩れてしまった。日頃の練習でビルドアップ走などが必要。 

小山（2）：思っていたペースより遅かった。力を出し切れなかった。力が足りない。ジョグの質を上げ、

集団走を毎日行うべき。 

下津（2）：アップダウンに対応できなかった。チームを引っ張る意識で取り組んでいきたい。 

後藤（2）：前半で離れてしまった。力が足りない。予選会を意識したトレーニングが必要。 

内田（1）：前半から離れてしまった。日常生活から見直す。 

村松（1）：月間 800k走ったが、ハーフを走り切る足が出来ていなかった。変化相等必要。 

 

写真提供 綾部義浩様、矢野剛仁様 
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日本グランプリシリーズ山口大会結果 10月 16日 維新みらいスタジアム 

  

 

【100m予選】 

森田 将貴(4) 10.70(+0.6)組 6着 

※10 秒 41 の東経新記録を樹立した森田のラストラン、日本のトップクラスと戦った印象は「スタ

ートの瞬間にその違いを実感した。凄い！」でした。 

 

第 45 回 10 大学対校戦結果 10月 29日 東松山 

  

新人賞 島倉匠（1）・円盤・優勝      1500ｍ優勝 深沢（3） 2 位 名取（3） 

 

＜総合結果＞ 順位・大学・総合得点（トラック点、フィールド点） 

優勝 帝京大 124点（66点、58点） 

2位 東経大 86点（47点、39点） 

3位 上智大 66点（37点、29点） 

4位 東京都市大 59点（42点、17点） 

5位 桜美林大 51点（26点、25点） 
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6位 東京外大 17点（8点、9点） 

7位 北里大 11点（11点、0点） 

8位 工学院大 7点（7点、0点） 

9位 東京電機大 2点（0点、2点） 

10位 国際キリスト大 0点 

 

＜個人賞＞ 

最優秀選手賞 藤原 巧成（上智大・3） 200ｍGR優勝 

新人賞 島倉 匠（東経大・1） 円盤投優勝 

 

＜競技結果＞ 

対校 

【100m・予選 】 

秋山 陸 (1) 10.95 (+2.9) 

西川 翔 (2) 11.10  (+4.0) 

【100ｍ・決勝】 

秋山 陸 (1)10.93  (+3.7)  4位 

西川 翔 (2) 11.18  (+3.7)  5位 

【200ｍ・決勝】 

安藤 聖人（1）23.06（+2.0） 7位 

【400ｍ・決勝】 

笠原 隼人（1） 51.08 4位 

【800ｍ・決勝】 

小林 徹（1） 2.03.17 2位 

【1500ｍ・決勝】 

深沢 竜生（3） 4.12.76 1位 

名取 空悟（3） 4.12.88 2位 

【5000ｍ・決勝】 

名取 空悟（3） 15.37.82 6位 

深沢 竜生（3)       16.02.31    

【400ｍH・決勝】 

山田 雅嵩（3） 56.06 1位 

【4×100ｍR・決勝】 

降矢・秋山・安藤・竹下 43.24 4位 

【三段跳・決勝】 

稲田 翔太 (2)  12m27(+4.5) 3位 

渡辺 公己 (3)  12m20(+3.4) 4位 

【走高跳・決勝】 



稲田 翔太 (2)  1m97  1位 

渡辺 公己 (3)  1m75  7位 

【走幅跳・決勝】 

稲田 翔太 (2)  5m92(+2.0) 7位 

【円盤投・決勝】 

島倉 匠 (1)  32m39  1位 ・最優秀新人賞 

大沢 彩斗 (3)  31m40  2位 

【砲丸投・決勝】 

大沢 彩斗 (3)  11m79  2位 

島倉   匠   (1)   7m53   7位 

 

オープン 

【100ｍ】 

1組 柏木  優（3） 10.78（+5.2） 

2組 竹下 元希（1） 11.98（+4.8） 

3組 荒木 福杜（3） 11.61（+3.5） 

 

平成国際大学競技会 10月 22日 鴻巣 

【5000ｍ】 

9組 

名取 空悟（3） 15.02.04 

箕浦健太郎（2） 15.08.37 

平塚 宏伸（1） 15.37.00 

10組 

渡邉 礼恩（4） 15.11.21  

曽根 直也（1） 14.47.97  自己新 

12組 

新城 龍佑（4） 14.51.30 

蟹江 達樹（4） 14.55.20 

根本  樹（1） 14.28.95  自己新  

高橋 将英（3） 14.32.38  自己新  

後藤 亮介（2） 14.42.85 

亀井 大生（1） 14.59.77 

13組 

下田  翔（2） 14.18.25 

 

 



早稲田同好会記録会 10月 22日 

【300m】 

柏木  優(3)  35.39 組 1着 全体 1位 

笠原 隼人(1)  37.19 組 5着 

【円盤投】 

島倉  匠(1)  33m02 全体 1位 

【300mH】 

山田 雅崇(3)  39.69組 1着 全体 2位 

 

駅伝ブロック幹部交代 

この度、駅伝ブロックは幹部交代を行いました。 

旧幹部同様よろしくお願い申し上げます。 

 

＜新幹部＞ 上段：氏名（学年）・出身校/都道府県 抱負 

 

主将 福井悠斗（3） 伊賀白鳳/三重  常にチーム力向上を意識して”全員”で頑張ります。 

 

副将 石川晃大（3） 佐久長聖/長野  チームを引っ張って参ります。 
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副将 村田悠樹（3） 保善/東京 不撓不屈 

 

主務 嶋田友利亜（3） 松山女子/埼玉 選手を支えられるよう責任感を持って行動します。 

 

会計 根上夏葉（2） 都立杉並/東京  サポート頑張ります。 

 

寮長 本田大和（2） 九州学院/熊本  全員を纏められるよう頑張ります。 
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