
東京経済大学陸上競技部メールニュース 2023-1（2023.1.3） 

日体大競技会結果 11月 12日、13日 健志台 

  

村松（1）、後藤（2）              福井（3） 

  

高橋（3）                   村田（3） 

＜11/12＞ 

【10000m】 

2組 

後藤 亮介(2) 30'36"66  11着  自己新 

村松  丈(1) 31'30"42  20着  自己新 

本田 大和(2) 30'59"13  17着 

3組 

石川 晃大(3) 30'13"57  27着 

高橋 将英(3) 30'07"77  26着 自己新 

福井 悠斗(3) 29'46"82  18着 自己新 

4組 

村田 悠樹(3) 29'20"38  19着 自己新 
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＜11/13＞ 

【5000m】 

6組 

平塚 宏伸(1) 16'13"12  29着 

9組 

箕浦健太郎(2)  15′10"82  着 

12組 

名取 空悟(3)   15'22"72  23着 

蟹江 達樹(3)  14'58"78   7着 

13組 

曽根 直也(1)  15′24"00   25着 

19組 

松浦 礼穏(3)  15′16"35   35着 

20組 

根本 樹(1)   14′50"90   22着 

26組 

下田 大翔(2)  DNF 

 

日体大競技会結果 11月 26日、27日 健志台 

 

村松（1） 

＜11/26＞ 

【5000ｍ】 

20組  

村松 丈（1） 14′23″99 自己新 

 

 

 

http://blog.livedoor.jp/tokei_ekiden/archives/52258985.html
https://livedoor.blogimg.jp/tokei_ekiden/imgs/5/7/57516688.jpg


＜11/27＞ 

  

松浦（3）                 根本（1） 

  

村田（3）                 高橋（3） 

  

福井（3）                 石川（3） 

 

【10000m】 

 5組 

 内田 翔也(1) 30'56"60  29着  自己新 

 松浦 礼穏(3) 30'59"00  31着 

 根本  樹(1) 29'48"47  10着  自己新 

 6組 

 高橋 将英(3) 29'47"80  18着  自己新 

 本田 大和(2) 30'38"11  24着 

 後藤 亮介(2) 30'56"48  26着 
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 7組 

 石川 晃大(3) 29'31"22  12着  自己新 

 村田 悠樹(3) 29'22"35  7着 

 福井 悠斗(3) 29'35"08  17着  自己新 

 

日体大競技会結果 12月 3日 健志台 

 

 

【10000ｍ】 

 村田 悠樹（3） 30′05″53 

 

国士舘大学競技会結果 12/17 国士館多摩 

[5000m] 

4組 

深沢 竜生(3) 15'41"26  22着 

一ノ倉彰庸(2) 15'25"34  15着  自己新 

亀井 大生(1) 15'15"23  8着 

平塚 宏伸(1) 15'12"66  5着  自己新 

福世 翔哉(1) 15'31"01  18着 

5組 

内田 翔也(1) 14'50"15  2着  自己新 

西川 勇誠(1) 14'49"93  1着 

6組 

竹尾 奏哉(3) 14'58"00  11着 

10組 

石川 晃大(3) 14'28"84  5着 自己新 

蟹江 達樹(3) 14'40"24  18着 

高橋 将英(3) 14'24"47  2着 自己新 

福井 悠斗(3) 14'27"49  4着 
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松浦 礼穏(3) 14'32"48  11着 

村田 悠樹(3) 14'35"97  14着 

後藤 亮介(2) 14'43"88  19着 

本田 大和(2) 15'01"79  28着 

曽根 直也(1) 14'48"96  24着 

根本  樹(1) 14'47"80  21着 

村松  丈(1) 14'35"28  12着 

 

平成国際大学結果 12月 24日、25日 鴻巣 

 

平塚 自己新 

＜2/24＞ 

【10000m】 

5組  

平塚 宏伸(1) 31′41″27 自己新 

7組 

蟹江 達樹(3) 30′27″90 自己新 

松浦 礼穏(3) 30′21″51 自己新 

亀井 大生(1) 30′48″99 自己新 

9組  

村田 悠樹(3) DNF 

後藤 亮介(2) 30′26″65 自己新 

本田 大和(2) 30′50″39 

内田 翔也(1) 30′43″48 自己新 

西川 勇誠(1) 31′27″49 自己新 

村松  丈(1) 29′59″92 自己新 

11組  

石川 晃大(3) 30′31″84 

高橋 将英(3) 30′43″65 

福井 悠斗(3) 30′25″03 
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主力級は今ひとつでしたが、村松（1）の 29分台達成はじめ次に続く選手たちの多くが自己ベスト 

を更新しました。 

 

＜11/25＞ 

  

曽根（1）                 竹尾（3） 

 

【5000m】 

17組 

一ノ倉彰庸(2) DNF 

深沢 竜生(3) 16'08"56  28着 

福世 翔哉(1) 15'25"28  9着 

19組 

曽根 直也(1) 15'18"18  6着 

23組 

竹尾 奏哉(3) 14'53"49  10着 

26組 

根本  樹(1) 15'32"39  26着 

 

極寒、強風に悩まされました。 

 

2023 年度スポーツ特別選抜等合格者 

スポーツ特別選抜、スポーツ実績者選抜による合格者は以下の通りです。スプリントブロック 5 名、

駅伝ブロック 9名の入部が決定しました。 

 

【2023年度スポーツ特別選抜等合格者】 

駅伝ブロック ※記録は 5000ｍ 

経済  佐々木 陸 14.40 中京高校/岐阜 

経営  塩屋 簾斗 14.54 鹿児島工業/鹿児島 

コミュ 村上 歩夢 14.52 日大三島/静岡 
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コミュ 佐藤 颯太 15.05 水戸葵陵/茨城 

経営  鈴木 海渡 15.03 曽於高校/鹿児島 

経営  北林 陸音 14.49 名経大高蔵/愛知 

経済  湯浅龍之介 15.11 駒沢大学付属/東京 

現法  岡安 帆崇 15.06 湘南工科大付属/神奈川 

経営  北村  翔 15.25 岡山商大付属/岡山 

スプリントブロック 

経済  堀内 勇希 1m93/走高跳  市立船橋/千葉 

経営  佐藤虹太郎 14m50/三段跳 板橋高校/東京 

コミュ 栗原  駿 10.83/100ｍ  伊奈総合/埼玉 

現法  山田 理基 1.54.31/800ｍ 沼田高校/群馬 

現法  海津 義暉 13m80/三段跳 柏崎高校/新潟 

 

富塚文太郎先生（元学長・元理事長）ご逝去 

 

 

ご報告が遅くなりましたが、去る 2022 年 11 月 28 日、元学長・元理事長の富塚文太郎名誉教授

がご逝去（享年 93歳）されました。 

先生は、2005年度陸上競技部を特別強化部に指定、長距離強化ために金哲彦氏をアドバイザリー

コーチに招聘し、駅伝ブロックを箱根駅伝出場を目指すための体制作りにご尽力いただきました。 

 2007 年に陸上競技部が独自に寮を設置した際には、その竣工式にご出席され、「こういうチーム

の努力は素晴らしい」と大変喜んでいただいていたことが昨日のように思い出されます。ただ、箱

根駅伝出場のご報告ができなかったことは残念でなりません。 

「先生ありがとうございました。」 

 謹んでご冥福をお祈りします。 
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