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監督・藤田靖浩
今年度の国公立戦は前々週の関東インカレ出場者のエ
ントリーが少なかったこともあり男子は総合 3 位と非常
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主将・近藤秀一
OB・OG の皆さま、大変暑い中会場に足を運んでくだ
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さりありがとうございました。今回の国公立戦は、本命
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である七大戦に向けた布石の位置づけで臨みました。関

6. 2018 年度部内五傑

ったため、中堅選手が多く出場することになりました。

7. 2018 年度東大記録更新者一覧

が出てトレーニング効果を確認することができましたが、

8. 主務より

安定感でエースと中堅の差が大きいことが課題です。練

カレ出場者は休養とトレーニング期間に充てる者が多か
結果は 3 位でした。短距離、投擲種目では多くの PB

そもそもの実力不足をより痛感させられました。実力や

習や日常生活での「当たり前のレベル」を強い選手基準
に引き上げていくことが必要です。状況を打開しようと
パート全体で新たな取り組みをしているところも見られ
るので今後に期待してください。
七大戦までまだ 1 ヶ月半期間があるので十分にレベル
アップできるようトレーニングに打ち込んでいきます。
また、今回と四大戦の結果を踏まえて七大戦で得点を最
大化できるオーダーを慎重に見定めていきます。これか
らもご支援ご声援の程、よろしくお願い致します。

女子主将・高石涼香
OB・OG の皆様におかれましては，日頃より温かなご
声援のほど誠に感謝しております。
今回国公立戦への出場は，女子パートとしましては高
石(4)・内山(3)の 2 名となりました。各部員の長期的なス
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パンでの練習を考えますとなかなか時期として照準を合

過は近藤が 3’09、油井が 3‘21、桝村が 3’22。最後の 100m

わせることが難しかったことが原因です。

で河合選手がスパートをかけ再び前に立ち、ゴール直前

内山は足の疲労骨折に苦しめられる時期が続きました

まで河合選手がリードしていたが、近藤が最後まで食ら

が，その中でも工夫して冬練をこなし，今回の 100m の

いつき、フィニッシュはどちらが先か目視できず。結果

予選では自己ベストを更新するところまで持ってきまし

は近藤が 0”01 差で河合選手をかわして 1 位に。油井と

た。跳躍種目に関しても自己ベストに近い水準の記録は

桝村も最後の一周はラップを上げ、追い上げを見せたも

出ており，今後の記録の伸びに大きく期待がかかります。

のの、目標の 8 位以内には入ることはできなかった。記

また，高石も連戦の疲労こそ見えましたが，七大戦に臨

録は近藤が 3’54”19 で優勝、油井が 4’09”46 で 10 位、桝

むにあたり 400m や 3000m などのサブ種目を走る上で

村が 4’12”70 で 13 位だった。
近藤が積極的に前に出て勝負をしかけ、最後の 100m

課題を明確にできたレースとなりました。
女子パートも七大戦を今シーズンの一番の目標とする

も主将の意地で粘り 1 位で 8 点を獲得したものの、油井

大会として据える上では，そろそろこの時期から各部員

と桝村は得点を獲得することができず、1500m の合計得

が試合に出て記録を出していくことが必要になります。

点では他大に先手を取られてしまう結果となった。近藤

対校戦へのエントリー自体は人数こそ少なかったものの，

に続く 2 番手以降の選手の育成が今後の四大戦、七大戦

女子パート全体を概観しますとやっと今後記録会に出て

に向けての課題となった。

結果を出すというフェーズに入りました。中距離パート

9:15 男子 400m 予選

に所属している 1 年生 2 人も 6 月末の記録会にエントリ

1 組 3 レーンに岩崎(2 年)、2 組 3 レーンに坂口(4 年)、

ーしています。これから七大戦にかけて，対校戦や記録
会などでの女子部員の記録にもご注目いただけると幸い

3 組 8 レーンに柏木(2 年)の出場。3 組あり各組 2 着まで

に存じます。

と以降記録の良い 2 人が決勝に進出できる。天気は晴れ
で気温も高く、好記録が見込めるコンディションで競技
が開始した。

2. 国公立戦 試合経過

1 組目に岩崎のレース。4 レーンの 48 秒前半の選手、

◎トラック種目

5 レーンの 49 秒前半の選手にリードを取られてしまうも

9:00 男子 1500m 決勝

のの、落ち着いて最後まで必死に食らいつき、50”83 の
自己ベストで 3 着。タイムで拾われ目標であった決勝進

近藤(4 年)、油井(4 年)、桝村(2 年)の出場。天候は快晴
で気温も高く、朝一番の競技ともあって、記録とともに

出となった。

得点を取りその後のレースに流れを持って来ることが期

2 組目に坂口のレース。300m 付近までは、4 番手だっ

待された。近藤は、自己ベストでは東工大の河合選手に

たが、粘りを見せて残り 100m で 1 人追い越し、50”25

劣るものの、目標は優勝。油井と桝村の二人は PB の更

の自己ベストで 3 着。タイムで拾われ決勝進出となった。
3 組目に柏木のレース。100m 付近まで、他の選手と

新と得点を目指しレースに臨んだ。
レースは 16 人でスタート。最初の 100m で河合選手、

引けを取らなかったものの、徐々にペースを落とし、

近藤を含む 6 人の先頭グループが早くも形成される。油

200m 付近で 5 レーン学芸大の選手に並ばれる。その後

井、桝村は 7 位集団の後方に位置。300m 地点で河合選

も差は縮まることなく、51”63 の 5 着でゴール。目標の

手が先頭に立ち、近藤が直後で追う展開に。400m の通

決勝進出はならなかったものの、今シーズン 4 度目とな

過は、近藤が 1’01、油井と桝村が 1’05。先頭集団はペー

る UB の更新となった。

スがあまり下がらず、縦に伸びる一方で、7 位集団は固

9:30 男子 100m 予選

まったままレースが進んでいく。800m の通過は近藤が
2‘05、油井と桝村が 2’13。1000m 地点で近藤が河合選手

阿久津(3 年)、木崎(2 年)、岸田(2 年)の 3 名が出場した。
決勝進出の条件は、4 組 1 着+4。昼前でありながら、気

の前に出て先頭に立ち、ラスト一周に突入。1200m の通
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温は 30℃近く、記録の出やすいコンディションであっ

らいついていたものの、後半少し離され、本田、東工大

た。

の 2 選手に続き、16”17 の 4 着でフィニッシュ。この時

1 組 7 レーンに岸田の出場。最初のスタートでは他大

風は+1.5m だった。

選手のフライングがあり、仕切り直しとなるが、2 回目

結果として本田は総合 6 位で 3 点獲得、松田は惜しく

では落ち着いて出ることができた。だが、30m 以降から

も 9 位で入賞は叶わなかった。記録については本田が

先頭の選手たちに離され、結果は 11”29(+1.4)で PB を更

15”80 で大学ベストを更新、松田はほぼ資格記録通りの

新したものの 5 着であった。

16”17 であった。上位入賞は果たせなかったが、本田が

2 組 3 レーンに木崎の出場。7 人出場のはずが、3 人の

大学ベストを更新するなどの収穫もあった。今回出場し

欠場者が出て 4 人でのレースとなり 1 着での決勝進出の

た両名には次の七大戦での活躍を大いに期待したい。

期待も高まった。レースでは、得意とする前半の走りに

10:55 男子 200m 予選

より、60m までをトップに躍り出るも、6 レーンの一橋

1 組 1 レーンに小嶋(4 年)の出場。レース前には皆が驚

大の選手が伸びてきて、80m を過ぎて抜かれてしまう。
結果は、11”06(+2.5)の 2 着であった。

くような走りを見せると自信を見せた。内側からのスタ

4 組の 5 レーンに阿久津の出場。落ち着いたスタート

ートであったが、曲走路でスムーズにスピードに乗って

を決め、序盤の時点では 3 番目に位置していた。そこか

走り、22"21(+0.1)の 2 着でゴール。着順で決勝進出を決

らの順位争いは変わることなく、10”93(+0.2)の 3 着でフ

めた。
2 組 6 レーンに伊藤(3 年)の出場。序盤からトップの 2

ィニッシュ。3 着で決勝は難しいかと思われたが、+4 の
2 番手に入ることができ、決勝進出を決めた。

名に差を広げられていく苦しい展開であったが、ホーム

予選が終了し、残念ながら、木崎と岸田は予選落ち。

ストレートに入ってから横並びの選手に競り勝つ力走を
見せ、22"68(+1.2)の 3 着でゴールしたが、惜しくも+α

決勝進出を決めたのは阿久津のみとなった。

での決勝進出はならなかった。

10:15 女子 100m 予選

3 組 8 レーンに近藤(2 年)の出場。いいコンディション

1 組 5 レーンに内山(3 年)の出場。気温が高くホームス

の中、前半から積極的なレースで先頭に食らいついてい

トレートは追い風で絶好のコンディションだった。

たものの、ホームストレートで徐々に差を広げられ、

スタートで良い反応を見せた内山は順調に加速してい

22”70(+1.0)の 5 着でゴールし、PB を大きく更新した。

き、他の選手を突き放していく。最後まで先頭を譲るこ

レース後本人は「力んで後半バテてしまった。まだまだ

となく 1 着でゴール。タイムは 12”64 で、この時の風は

伸びると思う。」と話していた。レース展開の修正によ

追い風 1.6m だった。

りさらなるベスト更新に期待したい。

PB を更新した内山は着順で決勝進出を決めた。

11:15 男子 800m 予選
10:40 男子 110mH タイムレース決勝

1 組 8 レーンに八ツ本(3 年)の出場。勢いよくスタート

1 組 3 レーンに松田(3 年)、1 組 6 レーンに本田(２年)

した八ツ本は、ブレイクの際、他選手を確認しながらや

の出場。両選手共に専門は 400mH であり、専門外の出

やペースを緩め、2 番手につける。400m を 61”3 で通過

場となったが、15 秒台、そして上位入賞を狙いたい。今

すると、ペースを上げて先頭に立った一橋大の選手につ

年は比較的暑かったものの、追い風が吹き、かなり良い

いていく。しかし、600m 通過と同時に後ろについてい

グラウンドコンディションであった。

た東工大の選手にかわされ、八ツ本のペースは落ちてい

レース序盤は 4、5 レーンの東工大の選手が先行し、

く。前 2 人との差が開き、後ろとの差が急激に縮まる中、

それを追いかける形となったが、中盤で本田は５レーン

八ツ本は懸命の走りを見せ 2’02”55 の 3 着でゴールした。

の選手を抜き、ゴール直前で４レーンの選手を何とかか

2 組 3 レーンに伊藤(4 年)の出場。落ち着いたスタート
を見せ、ブレイク後は最後尾につける。400m を 59”9 で

わし、15”80 の１着でフィニッシュ。松田は前半よく食
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通過し、この時点で先頭とは約 1 秒の差。徐々に集団が

選手、また関東インカレに出場した 3 人との力の差は大

縦に伸びていく中、バックストレートで 1 人かわして 5

きく、今後の対校戦に向けてさらなるレベルアップを目

番手に浮上。しかし、600m 通過後は苦しい表情となり、

指していきたい。また、失格者も出たことからフォーム

ペースが上がらない。ホームストレートに入りもう 1 人

の確認をこれまで以上に徹底していきたい。

かわして 4 番手に浮上するも、先頭集団の 3 人との差は

12:20 男子 100m 決勝

開ききっており、そのまま 2’02”42 の 4 着でゴールした。
3 組 5 レーンに小野(3 年)の出場。ブレイク後、2、3

8 レーンに阿久津(3 年)の出場。
コンディションは 32℃

番手あたりにつけたまま 200m を通過。その後は 2 番手

と、だいぶ気温が高くなっていた。

に落ち着き、リラックスした走りで 400m を 60”2 で通

レースは、フライングもなく 1 回でスタートした。阿

過。500m 付近で集団のペースが上がるも、落ち着いた

久津は良い形でスタートを決められたように思われた

走りで 2 番手を守り続けていた小野は、残り 100m でギ

が、50m 通過時点では 3 人が抜き出ていて、残りの 5 人

アを切り替え一気に先頭に浮上した。後続との差をみる

はほぼ横並びとなっており、阿久津は横並びの一員とな

みるうちに広げ、最後の 30m は流しながら、余裕の走り

っていた。結局、阿久津は 5 位でフィニッシュ。フィニ

で 1’59”92 の 2 着で予選を通過した。決勝への期待を膨

ッシュタイムは 11”05(-0.5)であった。決勝進出者を PB

らませるレースとなった。

順で並べると阿久津は 5 番手となるので、結果は実力通
りのものであったと言えるだろう。

11:40 男子 5000mW 決勝

今回の対校男子 100m では、「主力選手の一部は温存

根津(3 年)、保田(1 年)、松原(1 年)の出場。記録上は学

しつつ、主力にはあと一歩及ばないという選手にも対校

芸大の 2 人、一橋大の 2 人が抜けており、厳しい展開の

戦を経験させ、その上で得点も狙っていく」とのことで

レースが予想された。気温は 30 度を超え蒸し暑い中で

上記の 3 人が選ばれた。2 年生の 2 人は PB もしくはそ

の厳しい条件のレースとなった。対抗男子の出場者は 8

れに近いタイムを出すこともでき、個人としてはある程

人であった。

度満足のいく結果となったかもしれない。だが、対校と

スタート直後から集団は学芸大学、一橋大学の力の抜

しては、決勝進出は阿久津のみで、計 4 点しか獲得でき

けた 4 選手の先頭集団と 5 位集団に分かれ、3 人とも 5

なかったという有様だ。現時点での東大は、強いチーム

位集団に着く。根津は必死に食らいつくも、800m 手前

だと言えるレベルにはいない。だからこそ、主力選手を

で 5 位集団から離され始め、1000m を 5’01 で通過。単

温存しつつ勝つなどという考えの甘さを今回の対校戦を

独 8 番手で粘るも立て続けに警告を取られ、1800m で失

通して痛感させられたことだろう。一先ずは、下の選手

格となった。5 位集団は先頭が目まぐるしく変わりなが

による突き上げがあることで、エース層の選手も含めた

ら 4’51-5’03 で 2000m を通過。2200m 付近で松原も集団

短距離パート全員での実力の向上を目指すべきだろう。

から離れ、5 位集団は保田と東工大の選手の 2 人になる。

12:30 女子 100m 決勝

保田は 5'07 のラップで 3000m を通過し、3400m 付近で
5 番手の東工大の選手から離れて一度は 6 番手に落ちる

6 レーンに内山(3 年)の出場。予選通過タイムは全体の
3 番目であり、上位入賞に期待がかかる。

も、すぐに追いつき、4000m 手前でスパートをかけ単独
5 番手になり、5’05 のラップで 4000m を通過。ゴール直

予選と同様良いスタートを見せたが、少しずつ 5 レー

前で足をつりながらも 25’05”47 の 5 位でゴール。松原は、

ンの首都大、4 レーンの学芸大の選手に離されていく。

後半の 3000m が 5'21-5'37-5'18 と離れてからもなんとか

中盤はそのままの順位を保ち、終盤、7 レーンの農工大

堪え、26’11”35 の自己ベストで 7 位、合計 6 点の獲得と

の選手の猛追を受けるもなんとか逃げ切り 3 位でゴー

なった。

ル、6 点獲得。タイムは 12”79 で、この時の風は追い風

1 年生の 2 人は初対抗ながら粘りのレースを見せ、今

0.9m であった。

後に期待がかかるも、やはり現状では学芸大、一橋大の

内山は今回の試合に対し、怪我をしていた冬を越えて
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13:35 男子 200m 決勝

完全復活したことを確認できるような記録を出したいと
意気込んでいた。見事 PB を更新し目標を達成した内山

7 レーンに小嶋(4 年)の出場。普段は 200m にあまり出

には七大戦でのさらなる活躍に期待したい。

場しない小嶋だが、高校時代に都大会チャンピオンに輝
いた実力者であり、高順位が期待できる。レースが始ま
ると、良いスタートからレースを引っ張り、力走を見せ

12:35 男子 400m 決勝

たが、最後に最外 8 レーンの選手にかわされ 21"84(+0.7)

1 レーンに岩崎(2 年)、2 レーンに坂口(4 年)の出場。気

の 4 位でゴールし 5 点を獲得したが、惜しくも表彰台に

温は 30 度を超えていた。持ちタイムでは 7,8 番手ではあ

は届かなかった。

るものの、予選で自己ベストを更新しており、波に乗っ

PB を更新する素晴らしい走りを見せたが、大会後の

て上位に食い込み、少しでも多く得点することが期待さ

集合時の監督やコーチの指摘にもあったように、3 位に

れた。

入れなかった勝負弱さもあった。七大戦までにそこを改

号砲とともに勢いよく選手が駆け出し、前半から各選

善し、本番で大活躍してくれることを期待したい。

手が積極的に飛ばしていく展開で、他大学の選手に遅れ

13:50 男子 400mH タイムレース決勝

を取ってしまう。残り 60m 付近まで、坂口が 7 番手、岩
崎が 8 番手と苦しい展開。しかし、坂口は 800m 専門と

対校男子 400mH は 2 組のタイムレース決勝で行われ

いうこともあり、ここからラスト、意地を見せて 2 人追

た。1 組 4 レーンに松田(3 年)の出場。本田(2 年)もエン

い越し、50”36 の 5 位でゴール。また、岩崎も粘りを見

トリーしていたが、先刻の対校 110mH で左脚のハムス

せ、51”15 の 7 位でゴール。合計 6 点を獲得し、各人と

トリングスを痛め、棄権することになった。
1 組目、4 レーンの松田と 5 レーンの東工大の選手が

も現状の自分の力を出し切りチームに貢献することが出

順調にスタートを決め、この 2 人で一騎打ちをする試合

来た。

展開となった。松田はハードルで詰まることなくうまく

12:40 女子 400m 決勝

流れに乗っていきレースは後半へ。暑いコンディション

6 レーンに高石(4 年)の出場。先日の関東インカレで

の中、周りの選手たちは徐々に減速していくが、松田は

800m の自己ベストを更新しており、この種目でも自己

ペースを維持して先頭に躍り出る。ホームストレートで

ベストの更新が期待された。

も気合の走りを見せ、55”66 の 1 着でゴール。全体では
4 位となり 5 点獲得することができた。

号砲後、高石は落ち着いた入りを見せる。一つ内側の
レーンの選手がスタート直後から飛ばしており 100m を

目標としていた関カレ標準切りには惜しくも届かなか

過ぎたあたりで並ばれるが、高石もこの辺りからスピー

ったが、安定したハードリングと持ち味のロングスプリ

ドに乗って、その選手に並走していく形になる。高石は

ントから、目標の達成はそう遠くないだろう。今後の活

ホームストレートに入る直前までその選手に食らいつ

躍に期待したい。

き、その他の選手を引き離したが、そこから徐々に前と

14:15 男子 800m 決勝

離れてしまう。最後は 59”50 の 2 位でゴールし 7 点を獲

8 レーン小野(3 年)の出場。持ちタイムでも上位の 2 人

得した。
専門ではない種目ながら、2 位に入り地力の強さを見

を含む東工大の 3 選手と、どのようなレースを展開する

せつけたが、タイムは自己ベストに届かず物足りないも

のかが注目されていた。時刻は 14 時過ぎと、一日の内

のとなった。本人もこのような距離を上手く走れないこ

で最も暑い時間帯で気温は 30℃を超えていた。

とが 800m でも足かせになっていると述べているので、

一番外の 8 レーンからのスタート。ブレイクの後、東
工大の選手 2 人に次ぐ 3 番手と位置取りに成功する。

今後はこのような距離への対応にも期待したい。

200m の通過は 29 秒、400ｍの通過は 58 秒であった。
ここまでは集団内に大きな変化は起こらなかった。残り
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300m 過ぎでペースを上げ一時先頭に出るも、カーブで

日差しが非常に強く体感では 33℃程あるコンディシ

東工大の 1 人に抜き返されてしまった。直線に入ってか

ョンの中レースがスタート。スローペースでまとまった

ら、更にもう 1 人に外側から抜かれてしまう。先に抜か

集団となる中、序盤から遠藤が先頭に出て集団を引っ張

れた東工大の選手を抜き返すものの、5 番手だった東工

り他 2 人はその少し後方を走る形となり、1000m を 3 人

大の選手の猛追もあり 2 位争いは接戦となった。最後の

とも 3’07 で通過。尚もその展開は変わらず 2000m を 3

10m ではフォームが崩れてしまい、スピードを上げた東

人とも 1000m のラップ 3’12 と少しペースダウンしつつ

工大の 2 選手の追い上げを許してしまった。

通過。その後栗山・松本は集団前方で順調に刻む一方、

結果は 1’56’’71 の 4 位で 5 点獲得と、東工大に完敗と

遠藤は中盤以降大きくペースを落とし集団から離されて

いう形だった。中距離チームの総力の向上が求められて

いき、3000m を前 2 人は 1000m のラップ 3’13、遠藤は

いると言ってよいだろう。

3’17 で通過する。以降も集団とともに栗山・松本は少し
ペースを上げラップ 3’07 で、遠藤は粘るもののラップ
3’19 でそれぞれ 4000m を通過。終盤 4500m 辺りからは

14:35 男子 4×100mR タイムレース決勝

ラップが 2’50 台前半まで上がるスパート勝負となる中、

竹井(D3 年)-阿久津(3 年)-木崎(2 年)-岸田(2 年)の走順

松本は食らいつき 15’36”87(ラップ 2’57)の 6 位でフィニ

で、第 2 組 6 レーンに出場。先日の関東インカレから 2

ッシュ。最後ついていけなかった栗山は 15’46”07(ラップ

走を除く 3 名のメンバーを変更したオーダーで高得点を

3’06)の 8 位、遠藤は 16’21”73(ラップ 3’24)の 15 位で 4

狙う。

点獲得という結果となった。

気温が 30 度を大きく超える暑い気候の中、号砲が鳴

順位としては少々物足りない結果となってしまった

り 5 校が一斉にスタート。1 走の竹井が素晴らしい走り

が、今回出場した松本や遠藤を中心とした普段対校枠に

を見せ、外側 7 レーンの首都大との差を縮めていく。ス

入っていない層のジャンプアップを期待したい。

ムーズなバトンパスで 2 走の阿久津へ。同日の 100m 予

15:10 女子 3000m 決勝

選・決勝に続く本日３本目のレースの中、ラップ 9 秒台
の力走を見せ、3 走の木崎へバトンが渡った。内側 5 レ

高石(4 年)の出場。2 週間前の関東インカレで 800m の

ーンの東工大、3 レーンの一橋大の追い上げを受けなが

P.B.を塗り替えた高石であるが、対校 400m の 2 時間 30

らも落ち着いた走りを見せ 4 走の岸田へバトンパス。こ

分後で、持ちタイム 3 番手での出走となった。昼下がり

こで東工大、一橋大の先行を許してしまう。岸田は同日

ではあったが、気温が 30 度を超え、強い日差しの照る

の 100m 予選で 11”29(+1.4)の PB を記録し好調である。

中での競技であった。

東工大、一橋大を猛追するも力及ばず、3 着でのフィニ

序盤、レースはハイペースで始まり、200m 通過時に

ッシュ。記録は 42”06 で全体 3 位、6 点獲得となった。

すでに先頭集団は 4 人、高石は 2 番手となった。その後

今大会では関東インカレからオーダーを大きく変え、

すぐに、集団は 3 人となり、1000m の通過は 3'22"7。

主力組だけでなく中堅層も起用する形となった。七大戦

1100m 通過後、高石は先頭に踊り出て、1500m 付近で、

でより多くの得点を獲得するためには、主力組だけでは

付いてきた東学大の選手を置き去りにし、完全に独走状

なく中堅層が実力を大きくあげることが不可欠となって

態 と な った 。こ の とき 少し ペ ー スが 落ち 、 1000m 〜

くる。今大会の 4×100mR に出場した選手が、今以上に

2000m のラップを 3’31"1 で通過したが、ラストはしっ

実力をつけて七大戦で活躍する姿を期待したい。

かりとラップをあげて、2 位に 15 秒程差をつけた、
10’17"39 の 1 位でゴール。8 点獲得。見事優勝を飾った。

14:50 男子 5000m 決勝

レース展開としては、前半から前に付き、後半は他選

栗山(3 年)、遠藤(3 年)、松本(2 年)の出場。遠藤・松本

手を寄せ付けない圧巻の走りを見せたが、記録は P.B.に

の 2 人は対校選手としての経験が浅く、長距離パート中

惜しくも届かず今一つとなった。しかし、今回は気温が

堅層の飛躍が期待された。

高く、競る相手のいない状況で記録を狙うのは難しかっ
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たと推察される。一方で、今後の七大戦では熾烈な展開

ディションの中での競技となった。
平井は 1 本目、ステップでバランスを崩しそうになっ

が予想されるが、最近の試合結果、また、まだ練習期間
が残されていることを考慮すれば、順位、記録共に、さ

たが、なんとか持ちこたえ 12m97 だった。腰に違和感

らなる活躍が期待される。

があり、本調子でない平井はこれ以上記録を伸ばすこと
ができず、結果は 12m97 だった。この時風は+2.4m だ

15:45 男子 4×400mR タイムレース決勝

った。走幅跳での挽回を誓い、ピットを後にする。毛利

2 組 6 レーンに伊藤(3 年)-岩崎(2 年)-近藤(2 年)-松田(3

は 1 本目、持ち時間の 30 秒を使い切ってしまい、記録

年)の走順での出場。このオーダーは来年の関東インカレ

無し。緊張していた、と本人は振り返る。3 本目に、13m72

を見据えたもので、4 年生は出場しない。またその中で、

の好跳躍でベスト 8 に残ったが、これ以上記録を伸ばす

東工大、一橋大に勝つことを目標としたメンバーである。

ことができず、結果は 13m72 で 6 位。この時風は+1.8m

国公立戦は予選なしの 2 組タイムレースで行われる。同

だった。原澤は 1 本目、滞空時間は短かったが、速く鋭

じ組には１つ内側の 5 レーンに目標の東工大、もう１つ

い跳躍で 13m71 を記録した。その後 2、3 本目は、上手

内側に東京学芸大がおり、東大としては東工大に勝ち、2

く助走を合わせられず、踏み切り板より手前から跳躍し

着以上を狙いたいところ。

てしまう。5 本目の跳躍は助走の調整が上手くいき、

気温は 30 度を超え、風はホームストレートで少し追

13m72 に記録を伸ばした。結果は 13m72 で 5 位。この

い風が吹いているというコンディション。1 走の伊藤は

時の風は-0.7m だった。
この結果により東大は 7 点を獲得した。朝早くからの

ホームストレートに入るまで好走を見せ、１つ外側のレ
ーンの東京外語大と差をつけたが、ラスト 100m で疲労

競技だったが、気温は 30°C を超えており、身体が暑さ

が見えたか、追い付かれ、学芸大の後にほぼ同時にバト

に慣れていないせいか、調子が上がらなかった。3 人と

ンをつなぐ。2 走岩崎は落ち着いた走り。序盤に学芸大

も残念ながら 14m の大台には乗らなかった。14m ジャ

に離され、200m 地点で東工大に抜かれるが、ラスト

ンパーが増えると、跳躍ブロック全体の士気も高まると

100m に余裕を残しており、学芸大との差を縮め、東工

思うので、これからの活躍に期待したい。

大よりわずかに先行してバトンは次の走者へ。3 走近藤

9:30 男子円盤投 決勝

は前半でとばし、学芸大においつき、すぐ後について走
る。しかし、200m を超えたカーブで東工大に抜かれ、

良い天候のもと、男子円盤投には田口(4 年)、友藤(2

ホームストレートでも伸ばしきれず、バトンを渡す。4

年)が出場した。田口は今季から円盤投を始め、友藤もこ

走松田は、学芸大、東工大を追いかけるが、その日すで

の試合で初めての円盤投出場となった。まず 6 投出来る

に 400mH、110mH を走った疲労が残るのか、追いつく

であろう田口はここで記録を伸ばしてほしいところであ

ことができずに組 3 着でフィニッシュ。

った。

結果は、東工大が失格となり、東大は 3’23"27 で総合

田口は 1 投目から 31m70 と良い滑り出し。軌道は理

4 位で 5 点獲得。気温が高く、体力を奪われるコンディ

想的なものであったが円盤がブレる投擲で惜しかった。2

ションの中、それぞれが個人の種目も出場した上でのマ

投目回転がかかりながらも低い軌道で 31m67、ここで記

イルであった。今年の関東インカレの決勝進出ラインが

録を伸ばそうと力んでしまったのか 3 投目はファール。

3'15 をきるタイムであったことを考えると、より一層の

出場経験がやり投のみの友藤はここで経験を積んでほし

レベルアップがもとめられる。

いところ。1 投目は前から出てしまうという初心者に典
型的なミスをして勿体無いファール。2 投目は 15m40 と

◎フィールド種目

ひとまず記録を残す。3 投目は投げた後踏みとどまるこ

9:30 男子三段跳 決勝

とが出来ず、ファールとなり 15m40 の 16 位で競技を終

平井(3 年)、毛利(4 年)、原澤(3 年)の出場。雨天が心配

えた。これからやり投と共に、より力を活かせる投擲が

されたが、天候は晴れ。風は適度な追い風で、良いコン

出来るようになって貰いたい。
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ベストエイトに入った田口は、4、5 投目共に動きが固

上がり、木下に加えて赤塚も挑戦する。木下は 1 回でク

くなってしまってファール。6 投目は最後ということで

リア。続いて赤塚も 1 発でクリアし、2 人とも次の高さ

思い切った投擲が出来たが、30m25 と記録は伸ばせなか

へと駒を進めた。1m95、木下の 1 回目の試技。とても

った。31m70 と自己記録を下回る記録ながらも 4 位で 5

良い跳躍だったが、惜しくもバーは落ちてしまった。続

点獲得と立派な戦績を残した。七大戦、京大戦では 35m

いて赤塚も 1m95 に挑戦するが、残念ながらバーは落ち

を超える投擲を見せて上位入賞して貰いたいところだ。

てしまった。さらに 2 回目の試技でも 2 人ともクリアで
きず、3 回目の試技へ。木下の 3 回目、惜しくもバーが
落ち、木下は 4 位で競技を終了した。一方、赤塚は 3 回

11:10 女子走幅跳 決勝

目に見事成功することができた。2m00 の 1 回目、バー

11 時 10 分から競技開始になる対校女子走幅跳に東大

は落ち、続く 2 回目も、赤塚はかなり惜しい跳躍をした

からは内山(３年)が出場した。もうすでに気温は高く、

が、残念ながらバーは落ちてしまった。期待のかかる 3

からっとした暑さの中での試技となる。内山はすでに対

回目、惜しくも成功することはできず、3 位で競技を終

校女子 100m 予選に出場し、自己ベストの記録で組１位

了した。

の走りを見せているので、この種目でも記録に期待がか

赤塚、木下は目標に掲げていた 2m00 に惜しくもとど

かる。内山は資格記録 5m55cm を持ち、優勝候補の選手

かなかったが、それぞれ 3 位、4 位に入賞して、11 点獲

とは 17cm の差であるため、1 位も狙える位置にいる。

得することができた。また、永本も大学生になってから

1 本目は残念ながらファールに終わってしまう。しか

の初の試合であったが、調子よく跳べていたことは評価

し 2 本目に大学ベストに迫る 5m47cm の跳躍を見せる。

に値する。これからの活躍が楽しみである。

3 本目以降は記録を伸ばすことができずに６本の跳躍を

11:30 男子砲丸投

終え、結果 2 本目の記録のまま全体２位で 6 点獲得であ
った。

決勝

男子砲丸投には八木澤(4 年)と中村(2 年)の出場。天候

100m に加え走幅跳においても冬季に怪我に苦しみな

は快晴で、気温も 30 度を超すような暑さの中、競技が

がら地道にトレーニングを続けた成果が現れているよう

行われた。八木澤は自己新となる 11m 台の記録に、中村

だ。試合後内山は、スピードが出ていたのは良いがもう

は 10m 台の記録に期待がかかっていた。中村は自身初

少し技術面での改善が求められるとしており、明確な改

の、砲丸投での対抗選手としての試合であった。
中村の 1 投目はグライドに伸びがなく 8ｍ84 であっ

善点への意識のもと、さらなる成長が期待される。

た。八木澤の 1 投目は、若干流れ気味のグライドからの

11:10 男子走高跳 決勝

素早い突き出しで、10ｍ68 であった。続く中村の 2 投目

木下(4 年)、赤塚(3 年)、永本(1 年)の出場。天候は晴れ

は砲丸の突き出しが改善され 9m99 であった。八木澤の

ており、風もそれほどなく、気温も高いというかなり良

2 投目は砲丸に押されてしまった投げとなり飛距離が出

いコンディションの中での試合となった。永本は 1m70

ず、自らサークルの外に出てファールであった。中村の

から、木下は 1m85 から、赤塚は 1m90 から試技を行う。

3 投目はグライドに依然伸びがないものの、しっかりと

永本は 1m70 を見事 1 発でクリアし、1m75 に挑戦す

タメをつくった投げとなり 10m15 であった。八木澤の 3

る。1 回目は失敗してしまったが、2 回目で成功するこ

投目は突き出し時に体が流れず、砲丸に力がうまく伝わ

とができた。バーの高さは 1m80 に上がり、永本の 1 回

り 11m03 となり自己記録を更新した。3 投終了時点で

目、かなり良い跳躍であったが、残念ながらバーは落ち、

14 人中、中村が 8 位、八木澤が 4 位と、ともにベストエ

続く 2 回目もバーは落ちてしまった。3 回目、惜しくも

イト入りを決めた。中村は４投目、５投目、６投目、が

バーが落ちてしまい、9 位で競技を終了した。1m85 に

それぞれ 9m83、10m07、9m96 と安定した投げを見せ

木下が挑戦する。1 回目の跳躍はバーに体が当たってし

た。八木澤は 4 投目に 3 投目のスムーズさにグライドの

まい失敗。続く 2 回目で見事成功した。1m90 にバーが

速さが加わった投げで 11m27 となり更に自己記録を更
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新した。5 投目、6 投目は 10m52 とファールであった。

バーの高さは 2m60 に上がった。2m60 の 1 回目、体

結果、中村が 8 位、八木澤が３位で計 7 点獲得、共に

はかなり浮いてはいるもののクリアできず、続く 2 回

期待通りの活躍となった。しかしこの記録では七大戦で

目も失敗となってしまった。3 回目の挑戦、惜しくも

の高得点は望めないため、あと約 2 ヶ月での、更なるフ

成功ならず、片渕は 6 位で競技を終了した。バーの高

ォームの改善や記録の向上に期待したい。

さが 3m20 に上がり、戸部の順番が回ってきた。戸部
は見事 1 回でクリアでき、
次の高さの 3m30 をパスし、
3m40 に挑戦する。3m40 も 1 回で成功し、続く 3m50
をパスした。バーの高さが 3m60 に上がり、1 回目の

13:30 男子やり投げ 決勝

挑戦ではクリアできず、続く 2 回目も失敗になってし

やり投には石田(2 年)、友藤(2 年)、八木澤(4 年)の 3 名

まったが、3 回目で見事クリアすることができた。

が出場。この日は午前 9 時の時点で気温が 25 度を超え、

3m70 の 1 回目、うまく踏切が決まらず、2 回目もク

体力が奪われる暑さのなか試合が始まった。それでも競

リアできなかったが、3 回目に見事成功することがで

技開始直前には上空を雲が覆い、選手にとっては絶好の

き、自己ベストを更新することができた。続いて 3m80

天気となった。

に挑戦したが、3 回とも残念ながらクリアできず、戸

石田は 1 投目から自己ベストを上回る 44m30 をマー

部は 5 位で競技を終了した。4m70 にバーが上がり、

クし、幸先の良いスタートとなった。2 投目 3 投目もこ

三宅が挑戦する。1 回目の試技はタイミングが合わな

の勢いを保ちさらなる記録更新が期待されたが、遠くに

かったが、2 回目で見事成功した。続く 4m80 をパス

投げたい気持ちが裏目に出て力み過ぎてしまい、それぞ

し、4m90 に挑戦する。見事 1 回でクリアすることが

れ 40m34、42m12 にとどまった。友藤は助走を短めに

できた。バーの高さは 5m00 に上がり、応援席も盛り

とり正確性重視で投擲を試みた。だが 3 投とも槍が高く

上がる。1 回目、2 回目ともに残念ながら成功できな

上がらず 26m30、23m54、23m31 にとどまり、ベスト

かったが、高まる緊張感の中、3 回目で見事クリアで

を大きく下回ってしまった。八木澤の 1 投目は左に大き

き、大会新記録を樹立した。バーの高さは 5m11 に上

く逸れて赤旗が上がった。2 投目は 1 投目と同様、左に

がり、3 回挑戦したが、惜しくもクリアできず、1 位

逸れたものの幸運にも風に押し戻され 43m98 をマーク

で競技を終了した。

した。残る 3 投目で思い通りの投擲を見せたかったが、

この種目では計 14 点の獲得となった。気温が高い

今度はやり先が上がってしまい 2 投目を下回る 41m05

中での試合であったが、3 人とも調子が良さそうに感

で競技を終えた。

じられた。今後の成長・活躍が楽しみである。

3 人とも入賞はできず他の投擲種目と比べると若干物
足りない印象は否めなかった。とはいえ石田が 9 位、八

14:00 男子走幅跳

木澤が 10 位と、シーズン序盤としてはそれなりの健闘

決勝

午後 2 時から行われる対抗男子走幅跳に東大からは、

も見せた。次の四大戦、七大戦では好成績が期待できそ

平井(3 年)、藤原(3 年)、金井(2 年)の 3 名が出場する。天

うだ。

気は快晴で気温は 33℃と高くカラッとした暑さの中で

13:40 男子棒高跳 決勝

試技は行われる。練習跳躍では金井は少ない本数でまと

戸部(4 年)、片渕(3 年)、三宅(3 年)の出場。かなり

め、平井が多めに跳び調整をはかる。藤原は練習から大

気温が高かったが、天候は晴れており、コンディショ

きい跳躍を見せ記録に期待がされる。

ンの良い試合となった。片渕は 2m50 から、戸部は

1 本目の跳躍では金井は 5m99cm、平井は 6m21cm、

3m20 から、三宅は 4m70 から試技を行う。

藤原は 6m45cm を跳ぶ。全員記録が残り、次からは記録

2m50 の 1 回目、2 回目とも片渕はクリアできなか

を狙った跳躍が期待される。2 本目の跳躍では金井は記
録を伸ばし 6m05cm、平井は足が合わずにファールとな

ったが、3 回目の試技で見事成功することができた。
9
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り、藤原は少し噛み合わなかったようで 6m32cm の跳躍

年の小野康介です。この国公立戦には、順位とタイムと

を見せる。3 本目、金井は大きく記録を伸ばし 6m20cm、

で 2 つの目標を掲げて臨みました。順位での目標は、持

平井と藤原はファールとなってしまった。ここまでの結

ちタイムの近い東工大の選手の 2 人に勝ちきること、タ

果から、藤原が 9 位、平井が 12 位、金井が 13 位で、エ

イムでは 1’55”00 を切り、ホクレンディスタンスチャレ

イトの進出ラインは 6m47cm であったため惜しくも 3 人

ンジへの出場を決めることでした。これらの目標を達成

とも進出することはできなかった。

するために、ある程度の余裕を持って予選を通過し、決

3 人にとっては目標としていた記録が出せず、納得の

勝でしっかりと勝負をするという事を意識して臨みまし

いく結果ではなかったと思われるが、今回の結果から改

た。

善点を見つけて次に繋げることが期待される。

予選では、プラン通り、東工大の選手についていき、
ある程度の余裕を持って 2 着で通過することが出来まし
た。肝心の決勝では、東工大の 3 選手がタイムを狙いに

3. 選手の言葉
短距離 2 年

行くために序盤からハイペースで走るということが事前

岩崎誠倫

に分かっていたため、自分もそれに着いていき、その上

(400m, 4×400mR)

で順位もタイムも狙う事を考えました。ただ、実際のレ

今回、対校 400m、4×400mR に出場させていただきまし

ースは、想定よりも 1〜2 秒ほど先頭の通過が遅かった

た、短距離 2 年の岩崎です。マイルメンバーとしては対

ため、500m を過ぎたあたりから自分が先頭に出ました。

校戦に何度か出場させていただきましたが、個人種目で

そのまま逃げ切れれば良かったのですが、700m 付近で

は今回初めて対校選手に選んでいただきました。今大会

東工大の選手に 1 人抜かれてしまい、その後も残り 3m

の目標は、「50”0 を出し、決勝進出、得点を取り対校戦

付近のところで同大学の選手に 2 人抜かれ、結果的に 4

の勝利に貢献する」ということでした。

位となってしまいました。2 位、3 位との差が共に 0”10

予選のときは少し緊張していましたが、スタート前に

秒ほどで、自分の勝負弱さを痛感させられるレースとな

応援席などから名前を呼んでもらいテンションが上がっ

ってしまいました。タイムも 1 分 56 秒台で、暑い中で

てきました。レース展開としては前半から積極的に飛ば

一日 2 本走ったタイムにしては悪くはなかったものの、

しましたが、バックストレートの向かい風で力を少し使

こちらも目標を達成することが出来ませんでした。

いすぎたこともあり最後の直線で少し失速してしまいま

今回のレースでの反省を活かし、ラストスパートの強

した。結果としては自己記録となる 50”83 でプラスの 2

化と、自力の底上げを行い、七大戦では活躍できるよう

番目で決勝に進出することができ、決勝では少しタイム

頑張りたいと思います。

を落としましたが、7 位で 2 点を獲得できました。続く
マイルリレーは初体験となる 1 日で 3 本目の 400m とな

長距離 4 年

りましたが、大きな応援のおかげもあり走りきることが

(5000m)

松本郁也

対校男子 5000m に出場いたしました、長距離 2 年の

できました。
自分自身収穫の多い試合にできましたが、タイム面で

松本です。今回がトラック種目での初対校レースでした。

の目標は達成できず、自分の実力不足を痛感しておりま

僕の資格記録は出場選手中 12 位でしたが、8 位入賞で得

す。今後の対校戦でもさらに活躍していけるよう一層実

点しチームを盛り上げることを目標としていました。

力を伸ばしていきます。今後とも応援よろしくお願いし

当日はかなり暑く、暑さに苦手意識の無い僕にとって

ます。

はチャンスだと思いました。レースはスローペースで始
まりしばらく大きな集団で進みました。この時は前方で

中距離 3 年

小野康介

良い位置どりができ、落ち着いて走れていました。

(800m)

3000m 手前から先頭のペースが一気にあがり集団が 8

今回、男子対校 800m に出場させて頂いた、中距離 3

人に絞られて最後は 7 人でラスト 1 周の戦いとなりまし
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た。ここで前 5 人のペースアップについていくことがで

いい試合展開が出来たかなとは思っています。

きませんでしたがゴール直前で何とか 1 人を抜いて 5 位

ベストを更新することはできましたが、まだまだ七大

でゴールできました。

で得点できるようなレベル感ではありません。七大で点

初めての対校戦で格上相手に競り勝って得点すること

を獲るには、あと 30〜40cm ほどは最低必要になってく

ができて楽しかったです。しかしラスト 1 周で上位 4 人

ると考えています。しかし一方で、自分の中でそのくら

と競り合えるほど余裕が残せなかったことはまだまだ力

いは七大までに伸ばせるという自信もあります。

不足であると感じました。前半シーズンの最大の目標は

まずは今回のベストをさらに四大で更新できるように

七大戦 5000m 入賞なのでここからもう数段階のレベル

練習を積んでいきます。そして七大では、得点・表彰台

アップをしたいと思います。

といったところを狙っていきたいです。今後ともご声援
のほどよろしくお願いします。

跳躍 3 年
(走高跳)

内山咲良

4. 試合結果

今回、100m と走幅跳に出場した跳躍三年の内山です。

第 65 回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

今回の大会は、怪我で走れなかった冬を越えて、完全復
活したことを確かめられるような記録を出したいと思っ

男子 100m

て臨みました。

予選(3 組 2 着+2)

100m は、予選からタイムを狙うつもりで走りました。
腕振りを変えたこともあって、従来より後半のスピード

1 組(+1.4)

の低下が抑えられるようになった感覚があり、結果、自

5 岸田 祐馬

東大

11”29

東大

11”06

大貴 東大

10”77

己ベストを更新できました。走れないなりにできること
をやったり、練習の方針などを考え直してきたことが出

2 組(+2.5)

せたと思います。

2 木崎 健太

逆に走幅跳では、走れていた割に記録が低調に終わっ
てしまいました。この大会に向けて完全に合わせられた

4 組(+0.2)

わけではなかったですが、もう少し跳べたのではないか

3 阿久津

と思うと後悔が残ります。踏切や助走に改善の余地はい
くらでもあるので、ここから技術面の見直しをして七大

決勝(-0.1)

戦までには自己ベストを出せるよう精進したいと思いま

1 森山 史孝

電通大 10”82

す。応援、サポート、ありがとうございました。

2 浅沼 優斗

一橋大 10”84

3 増田 健吾

東学大 10”98

4 恒松 玲央

一橋大 10”98

投擲 4 年
(砲丸投)

八木澤光大

5 阿久津

大貴 東大

11”05

男子対校砲丸投に出場させて頂いた八木澤です。関カ

6 高島 良純

電通大 11”06

レ後から投げる時の意識を変えて練習しており、慣れて

7 尾川 拓巳

東工大 11”14

いないながらもその投げの意識で臨む初めての試合でし

8 天野 皓平

東工大 11”19

た。

男子 200m

試合当日は 1,2 投目である程度の記録を残し、3,4 投目
でベストを更新することができました。5,6 投目は思いっ

予選(2 組 3 着+2)

きりいこうと思って試技を行った結果、フォームが崩れ

1 組(+0.1)
2 小嶋

て記録を伸ばすことができなかったのは悔しいですが、

11
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2 組(+1.2)
3 伊藤 康裕

男子 800m
東大

22”68

予選(3 組 2 着+2)
1組

3 組(+1.0)
5 近藤 哲太

3 八ツ本 真司 東大
東大

2’02”55

22”70
2組
4 伊藤 龍一郎 東大

決勝(+0.7)

2’02”42

1 狩野 遼太郎 東学大 21”48
2 真田 知幸

東工大 21”81

3組

3 中野 紘史郎 東学大 21”82
4 小嶋

健太郎 東大

2 小野

康介

東大

1’59”92

21”84

5 内田 将太

東学大 22”01

決勝

6 田中 宏樹

電通大 22”32

1 河合 正貴

東工大 1’56”15

7 尾川 拓巳

東工大 22”51

2 土田 周治

東工大 1’56”59

8 横山 毅仁

東工大 22”73

3 橋岡 大亮

東工大 1’56”66

4 小野

東大

康介

1’56”71

男子 400m

5 清崎 佑

一橋大 1’59”07

予選(3 組 2 着+2)

6 福澤 元己

一橋大 2’02”17

1組

7 中島 福尚

東学大 2’02”74

8 田中 洋輔

一橋大 2’04”87

3 岩崎

誠倫

東大

50”83

2組
3 坂口

男子 1500m
諒

東大

50”25

決勝
1 近藤

3組
5 柏木 龍太

東大

51”63

決勝

秀一

東大

3’54”19

2 河合 正貴

東工大 3’54”20

3 中島 福尚

東学大 4’04”39

4 箱﨑 喜郎

東工大 4’05”82

5 栗田 寛樹

一橋大 4’06”06

1 池内 祐貴

東学大 48”01

6 山田 晴斗

首都大 4’06”92

2 荒井 友太

東学大 48”91

7 山岸 主暉

首都大 4’07”97

3 前田 理貴

東農工大 49”06

8 高橋 巧

首都大 4’08”24

4 高橋 知也

東工大 49”46

10 油井 星羅

東大

4’09”46

5 坂口

東大

50”36

13 桝村 浩行

東大

4’12”70

諒

6 濵道 健

東学大 50”49

7 岩崎

東大

誠倫

8 村上 陽哉

51”15

男子 5000m 決勝

東工大 51”53

1 塩田 匠

東工大 15’32”65

2 増田 慶太郎 首都大 15’32”67
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東大

15’36”87

3 東大

竹井―阿久津―木崎―岸田 42”06

6 多田 駿介

東工大 15’36”92

4 首都大

見留―安達―武田―瀧本 42”50

7 高橋 巧

首都大 15’37”58

5 農工大

香坂―前田―内田―鈴木 42”94

8 栗山

東大

15’46”07

6 東外大

佐野―中鉢―真貝―袖山 44”09

東大

16’21”73

7 医歯大

横田―高野―石島―宮澤 45”44

一輝

15 遠藤 正陽

男子 110mH タイムレース決勝

男子 4×400mR タイムレース決勝

1 永島 唯哉

東工大 14”51(+1.2)

1 東学大 荒井―太田―濵道―杉山 3’18”36

2 佐々木 嵩

東学大 14”53(+1.2)

2 農工大 古川―香坂―伊藤―前田 3’22”05

3 前三盛 喬貴 東学大 14”82(+1.2)

4 一橋大 池野―齊藤―若林―松原 3’22”77

4 滝口 康成

東学大 15”48(+1.2)

3 東大

5 高橋 亜稀

電通大 15”60(+1.2)

5 首都大 見留―中村―飯森―湯浅 3’29”38

6 本田

東大

15”80(+1.6)

6 東外大 真貝―中鉢―榎本―大森 3’29”73

7 横田 有真

東工大 15”81(+1.6)

7 医歯大 高野―後藤―頓宮―権藤 3’38”57

8 阿部 和也

東工大 15”91(+1.6)

9 松田 光陽

東大

洋平

16”17(+1.6)

伊藤―岩崎―近藤―松田 3’23”27

男子走幅跳 決勝
1 外池 康裕

首都大 7m14(+1.1)

男子 400mH タイムレース決勝

2 高島 良純

電通大 7m07(+0.1)

1 武田 嵩史

首都大 53”10

3 荒谷 亘彦

東学大 7m06(+1.8)

2 遠藤 幹康

東学大 53”22

4 香坂 俊光

農工大 6m92(+1.1)

3 江頭 佑紀

東学大 55”38

5 阿保 朗楽

一橋大 6m84(+0.0)

4 松田

東大

55”66

6 中山 広洋

東学大 6m83(+1.1)

5 池野 和

一橋大 56”30

7 田中 瑞希

東工大 6m54(+2.5)

6 高橋 亜稀

電通大 57”10

8 櫛田 優

東工大 6m47(+1.9)

7 横田 有真

東工大 57”13

9 藤原 暉

東大

6m45(+1.7)

8 鎌戸 隆行

東工大 59”29

12 平井 智史

東大

6m21(+1.9)

13 金井 琳

東大

6m20(+0.5)

光陽

男子 5000mW 決勝
1 上田 俊希

東学大 21’09”79

男子走高跳 決勝

2 青山 福泉

東学大 21’12”72

1 小林 拓己

3 河野 樹

一橋大 21’38”96

2 久保木 春佑 東学大 2m00

4 福井 隆真

一橋大 22’07”49

3 赤塚

智弥

東大

1m95

25’05”47

4 木下

秀明

東大

1m90

5 保田

亜久利 東大

東工大 2m05

6 久保田 哲矢 東工大 25’14”53

5 荻野 隼

電通大 1m90

7 松原

亘希

東大

26:’11”35

6 桝永 理気

農工大 1m90

根津 駿介

東大

DQ

7 櫛田 優

東工大 1m85

7 中山 直史

一橋大 1m85

9 永本 裕貴

東大

男子 4×100mR 決勝
1 東工大

天野―永島―真田―妻木 41”30

2 一橋大

朝田―恒松―浅沼―小口 41”35

男子棒高跳 決勝
13
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2018 年 6 月号
1 三宅

功朔

国公立戦 部便り
東大

5m00

男子やり投 決勝

2 荒谷 亘彦

東学大 4m70

1 田中 佑資

一橋大 58m27

3 東浦 広汰

首都大 4m00

2 桶川 雅毅

東学大 55m86

4 戸部

潤一郎 東学大 3m70

3 松本 卓馬

首都大 51m68

5 片渕

大成

2m50

4 藤原 友弥

東学大 51m59

5 岡村 也寸志

電通大 47m60

6 辻

智史

一橋大 46m74

東大

男子三段跳 決勝
1 香坂 俊光

農工大 14m55(+1.8)

7 福井 義光

東工大 46m68

2 外池 康裕

首都大 14m12(+0.8)

8 野中 慎太

首都大 46m50

3 ムーア アレクサンダー 海 東学大 13m97(+1.8)

10 石田 駿平

東大

44m30

4 田中 瑞希

東工大 13m87(+1.1)

11 八木澤 光大 東大

43m98

5 原澤

龍平

東大

13m72(-0.7)

6 毛利

冬悟

東大

13m72(+1.8)

中村 優太

東大

DNS

7 長田 直樹

東学大 13m68(+0.4)

総合得点

8 中山 直史

一橋大 13m66(+1.2)

1 位:

東京学芸大学

182 点

9 平井 智史

東大

12m97(+2.4)

2 位:

東京工業大学

113.5 点

3 位:

東京大学

102 点

4 位:

一橋大学

69.5 点

男子砲丸投 決勝
1 栗本 恭宏

東学大 14m29

5 位:

首都大学東京

66 点

2 齋藤 真

東学大 12m43

6 位:

東京電気通信大学

34 点

3 八木澤 光大

東大

4 佐藤 星至

東外大 11m17

女子 100m

5 山下 黎

東学大 10m93

予選(2 組 3 着+2)

6 岡村 也寸志

電通大 10m51

1 組(+1.6)

7 今泉 良太

電通大 10m29

2 内山

8 中村

優太

東大

10m15

佐竹 俊哉

東大

DNS

11m27

咲良

東大

12”64

決勝(-1.7)

男子円盤投 決勝

1 西川 眞生

首都大 12”45

2 児島 里菜

東学大 12”65
東大

1 岡村 也寸志

電通大 34m96

3 内山

2 山下 黎

東学大 34m19

4 常盤 千尋

東農工大 12”86

3 小濱 開

首都大 33m21

5 鈴木茉生子

首都大 13”04

4 田口 広太郎

東大

31m70

6 成田 真美

東外大 13”13

5 佐藤 星至

東外大 31m67

7 木原 葉子

東工大 13”17

6 北脇 恭介

東学大 31m37

8 赤川 絵理

東農工大 13”57

7 小坪 聖人

東学大 29m63

8 松本 卓馬

首都大 29m03

16 友藤 彰紀

東大

15m40

女子 400m 決勝

佐竹 俊哉

東大

DNS

1 平原 杏華

東学大 58”53

2 高石

東大
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咲良

涼香

12”79

59”50

2018 年 6 月号

国公立戦 部便り

3 小川 紗瑛

東学大 60”65

5000m 油井星羅(4 年)

16’04”77

4 小林 紗佳

東外大 62”64

10000m 古賀淳平(3 年)

33’47”88

5 木原 葉子

東工大 62”84

6 常盤 千尋

東農工大 64”16

7 三田 優子

首都大 66”97

8 船木佐紀野

東外大 67”04

6/9 第 66 回東京地区国公立大学対校陸上競技
大会

女子 3000m 決勝

100m

岸田祐馬(2 年)

11”29(+1.4)

100m

杉本恭一(4 年)

11”97(+0.6)
12”64(+1.6)

1 高石 涼香

東大

10’17”39

100m

内山咲良(3 年)

2 石川 優鈴

首都大 10’33”01

200m

小嶋健太郎(4 年) 21”84(+0.7)

3 原

東学大 10’41”29

200m

近藤哲太(2 年)

22”70(+1.0)

4 諸富 愛奈

東学大 11’02”24

400m

坂口諒(4 年)

50”25

5 多田 光里

東農工大 11’04”80

400m

岩崎誠倫(2 年)

50”83

6 上田菜々子

東工大 11’26”00

800m

小川大智(1 年)

2’03”19

7 丸山 智子

お茶大 11’35”42

800m

松原新(3 年)

2’05”11

8 中原 穂波

東外大 11’46”99

800m

今枝颯一(1 年)

2’07”39

舞奈

藤原 ゆか

東大

DNS

5000mW 松原亘希(1 年)

26’11”37

棒高跳 戸部潤一郎(4 年) 3m70
砲丸投 八木澤光大(4 年) 11m27

女子走幅跳決勝
1 藤野 茜

東学大 5m73(+1.9)

砲丸投 中村優太(2 年)

10m15 (初出場)

2 内山

東大

5m47(+1.8)

円盤投 友藤彰紀(2 年)

15m40 (初出場)

3 鈴木 亜梨紗

首都大 5m34(+0.1)

やり投 石田駿平(2 年)

44m30

4 田中 亜季

東学大 5m31(-0.2)

5 角田 綾音

海洋大 4m79(+2.9)

6 小越 友季

医歯大 4m50(+1.0)

咲良

6. 2018 年度 部内五傑
(順位 氏名 (学年) タイム 日付)
男子 100m

総合得点
1 位:

東京学芸大学

104 点

1 井上昴(2 年)

10”77(+1.0)

5.6

2 位:

大学外国語東京 45 点

2 阿久津大貴(3 年)

10”90(+0.7)

5.6

3 位:

首都大学

36 点

3 村井輝(3 年)

10”96(-0.7)

5.24

4 位:

東京大学

27 点

4 星野祐輝(1 年)

11”27(+0.7)

6.9

5 位:

東京農工大学

18 点

5 伊藤康裕(3 年)

11”28(+0.2)

5.5

6 位:

東京工業大学

10 点
1 小嶋健太郎(4 年)

21”84(+0.7)

6.9

2 井上昴(2 年)

21”90(+1.4)

5.6

3 伊藤康裕(3 年)

22”68(+1.2)

6.9

22”69(+1.5)

4 岩崎誠倫(2 年)

22”69(+1.5)

6.3

1500m 松本郁也(3 年)

4’07”57

5 近藤哲太(2 年)

22”70(+1.0)

6.9

5000m 岩崎瞭介(4 年)

15’36”49

男子 200m

5. 自己記録更新者一覧
6/2.3
200m

第 3 回国士舘大学競技会
岩崎誠倫(2 年)
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男子 400m

1 松田光陽(3 年)

55”66

6.9

1 小嶋健太郎(4 年)

50”20

4.30

2 坂口諒(4 年)

50”25

6.9

男子 3000mSC

3 伊藤康裕(3 年)

50”64

5.5

1 栗山一輝(3 年)

9’47”72

5.5

4 村井輝(3 年)

50”66

5.2

2 大庭帆貴(2 年)

9’52”25

5.5

5 岩崎誠倫(2 年)

50”83

6.9

3 古賀淳平(3 年)

10’04”55

3.23

男子 800m

男子 5000mW

1 坂口諒(4 年)

1’55”12

4.21

1 千菊智也(2 年)

22’53”26

6.9

2 小野康介(3 年)

1’55”60

4.21

2 保田亜久利(1 年)

25’05”47

6.9

3 近藤秀一(4 年)

1’56”56

3.17

3 松原亘希(1 年)

26’11”37

6.9

4 伊藤龍一郎(4 年)

1’58”81

3.17

5 八ツ本真司(3 年)

2’01”01

5.12

1 後藤潤平(3 年)

43’33”98

5.26

2 堀江駿(4 年)

45’19”58

5.26

3 千菊智也(2 年)

45’45”95

5.26

男子 10000mW

男子 1500m
1 近藤秀一(4 年)

3’54”19

6.9

2 油井星羅(4 年)

4’07”50

3.18

3 桝村浩行(2 年)

4’07”57

5.12

男子 4×100mR

4 古賀淳平(3 年)

4’07”96

5.12

1 小嶋(4)-阿久津(3)-井上(2)-木下(4) 40”89 5.24

5 栗山一輝(3 年)

4’08”62

3.18

2 小嶋(4)-阿久津(3)-井上(2)-木下(4) 41”03 5.25
3 村井(3)-阿久津(3)-井上(2)-伊藤(3) 41”90 4.7

男子 5000m
1 近藤秀一(4 年)

14’12”17

4.7

男子 4×400mR

2 栗山一輝(3 年)

15’26”75

6.3

1 伊藤(3)-岩崎(2)-近藤(2)-松田(3)

3 松本郁也(2 年)

15’26”77

3.31

2 小嶋(4)-岩崎(2)-近藤(2)-伊藤(3) 3’28”37 4.7

4 阿部飛雄馬(3 年)

15’27”87

4.7

5 岩崎瞭介(4 年)

15’36”49

6.3

3’23”27 6.9

男子走幅跳

男子 10000m

1 木下秀明(4 年)

7m12(-1.2)

4.7

2 栗原怜也(2 年)

6m85(+1.7)

5.26

1 近藤秀一(4 年)

29’41”74

5.27

3 星野祐輝(1 年)

6m75(+0.2)

6.9

2 古賀淳平(3 年)

33’47”88

6.2

4 村井輝(3 年)

6m72(+3.8)

5.6

3 箕輪創太(3 年)

33’57”57

3.23

5 平井智史(3 年)

6m53(-1.3)

4.7

4 一柳里樹(3 年)

36’25”14

3.23
1 木下秀明(4 年)

14m93(+0.9)

5/26

男子三段跳
男子 110mH
1 本田洋平(2 年)

15”80(+1.6)

6.9

2 平木基人(4 年)

14m13(+3.6)

5/26

2 松田光陽(3 年)

16”17(+1.6)

6.9

3 原澤龍平(3 年)

13m91(-0.2)

5/6

3 村井輝(3 年)

16”44(-5.1)

5.25

4 毛利冬悟(4 年)

13m80(+1.3)

4/6

5 平井智史(3 年)

13m48(+1.3)

5/6

男子 400mH
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男子走高跳
1 赤塚智弥(3 年)

1m95

4.7

2 木下秀明(4 年)

1m90

6.9

3 永本裕貴(1 年)

1m75

6.9

2 藤原ゆか(4 年)

5’01”15

4.21

3 荒木玲(4 年)

5’20”17

5.12

1 高石涼香(4 年)

10’17”39

6.9

2 藤原ゆか(4 年)

10’37”31

5.12

5m53(+1.4)

5.6

女子 3000m

男子棒高跳
1 三宅功朔(3 年)

5m10

5.27

2 戸部潤一郎(4 年)

3m70

6.9

女子走幅跳

3 村井輝(3 年)

3m30

5.25

１ 内山咲良(3 年)

4 片渕大成(3 年)

2m60

4.7

1 八木澤光大(4 年)

11m27

6.9

2 中村優太(2 年)

10m15

6.9

(種目 氏名 (学年) タイム 日付)

3 村井輝(3 年)

9m42

5.25

800m

1 佐竹俊哉(4 年)

33m46

5.26

2 田口広太郎(4 年)

32m27

5.6

3 村井輝(3 年)

21m95

5.25

8.1 応援 OB・OG 紹介

4 友藤彰紀(2 年)

15m40

6.9

応援 OB・OG 紹介

砲丸投

7. 2018 年度 東大記録更新者一覧
高石涼香(4 年)

2’10”92

4.22

円盤投

8. 主務より

6 月 9 日に八王子市上柚木公園陸上競技場で行われま
した第 66 回東京地区国公立大学対校陸上競技大会

やり投
1 石田駿平(2 年)

44m30

6.9

に際し、応援に駆けつけてくださいました OB・OG

2 八木澤光大(4 年)

43m98

6.9

の方のご氏名をご卒業年順に報告いたします。(敬称

3 中村優太(2 年)

41m64

4.7

略)

4 村井輝(3 年)

39m67

5.25

5 友藤彰紀(2 年)

26m30

6.9

昭和 54 年卒 中谷敬二

女子 100m
1 内山咲良(3 年)

12”64(+1.6)

6.9

平成 3 年卒

小野満

平成 3 年卒

馬場勝也

平成 13 年卒 岡野浩行
平成 23 年卒 西田昴広

女子 400m
1 高石涼香(4 年)

平成 23 年卒 渡邉拓也
59”50

6.9

平成 29 年卒 阿部龍太郎
平成 29 年卒 加藤騎貴

女子 800m
1 高石涼香(4 年)

平成 29 年卒 軽部智
2’10”92

5.26

平成 29 年卒 櫻井悠也
平成 29 年卒 箕島頌

女子 1500m
1 高石涼香(4 年)

平成 30 年卒 土井雅人
4’35”34

3.24

平成 30 年卒 早川航平
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部便り主任

(Mail: uttfbdyri2017@gmail.com)

ご多忙の中応援にお越しくださいましたこと、部員一
同、心より御礼申し上げます。

8.2 行事予定
今後の行事予定をお知らせいたします。
6.15(金)〜6.17(日)

個人選手権@平塚

6.30(土)

OBOG 戦

7.8(土)

四大戦@大井

7.28(土)〜7.29(日)

七大戦@札幌厚別公園

8.26(日)

一橋戦＠駒場

9.6(木)〜9.9(日)

日本 I.C. @等々力

9.24(月祝)

京大戦＠山城

10.13(土)

箱根駅伝予選会＠立川

8.3 連絡先
連絡先
慶弔のご連絡は下記連絡先までお願い申し上げます。
総務委員長：斎藤誠二
TEL

：03-5370-9370

Mail

：Seiji_Saito@suntory.co.jp

学生主務：原島敏知
東京都杉並区松庵 2-9-16

〒167-0054
TEL

:

090-8848-7525

Mail

:

shumu@uttf.org

学生主務補：荒木玲
Mail

：uttf.shumuho@gmail.com

部便り郵送不要の方は、お手数ですが学生主務補までご
連絡下さい。
この部便りは陸上運動部ホームページ内の｢OBOG 向
け｣からもご覧になれます。
URL

:

学生主務

大島知之

http:..www.uttf.org

原島敏知

部便りに関するご意見、ご感想は部便り主任の大島まで
お送り下さい。
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