
順天堂大学陸上競技部OB・OG会報 
謹 啓 

師走の候、会員の皆様には益々ご健勝にて各方面に於いてご活躍のこととお慶び申し上げます。平素より本会の活

動にご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。衷心より感謝申し上げます。 

駅伝シーズン開幕、箱根駅伝予選会・全日本大学女子駅伝、全日本大学駅伝においても各支部を中心に多くの皆様

に応援に駆け付けていただきましたことに、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

去る 10 月に昭和記念公園にて開催された箱根駅伝予選会は危なげなく見事第 2 位で通過、本戦シード校入りの期

待を膨らます結果となりました。続く杜の都、仙台にて開催されました全日本大学女子駅伝においては、関東では好

走した若いメンバーで果敢に挑戦しましたが、残念ながら強豪校に弾き飛ばされて 17 位という結果でした。また、

11 月に入って行われた全日本大学駅伝、ここでも強豪校の後塵を排して 13 位と厳しい結果となりました。エース塩

尻の好走を繋げることができませんでした。エースを中心としてメンバー全員が個々の力を発揮してチームとしての

戦う、チーム力を高めることが大きな課題かと思います。詳細は別紙の駅伝報告をご覧いただけますようお願い申し

上げます。 

いよいよ締めの箱根駅伝が近づいて参りましたが、本学駅伝チームは本戦に向けて順調に調整を進めているとのこ

とです。本戦では順天堂大学の誇りを胸に「シード校入り」目指し、堂々とした走りを期待したいと思います。つき

ましては、恒例の箱根駅伝の寄付(別紙参照)にご賛同いただき、ご寄付をよろしくお願い申し上げます。 

また、1月 3日にはOB・OG 会総会として、本会の活動内容をご報告させていただきます。別紙ご案内のごとく、

多くの皆様のご出席をいただきたくご案内申し上げます。 

末筆になりましたが、会員の皆様の益々のご健康とご活躍を祈念し、挨拶とさせていただきます。 

謹 白 

平成 30年 12月吉日 

                             順天堂大学陸上競技部OB・OG会  

                                                  会  長   金 子 今朝秋    

副会長  宮 川 千 秋    

木 内 敏 夫    

中 村 要 一    

 

母校男子陸上部への「協力者」募集！ 

 

 母校陸上競技部は大学の定員増などにより、部員数も200余りを数えます。しかし、指導する教員の数は増えている

訳ではありません。近年、働き方改革が進められておりますが、すでに大学では教育・研究業績のチェックが厳しく

なって久しくなります。半期15週の授業数の確保・講義内容・授業評価等々、また、研究業績・外郭からの研究資金

の確保等々、さらに、少子化対策なども加わり学生募集方法の改革等、会議・会議の連続、それに伴う雑用と、従来

のように毎日グランドに出ることも儘ならなくなっているのが現状です。 

 そこで、OBOG会員が何か協力することはできないかと考え、学生指導の協力者を募ることになりました。現スタ

ッフと協力して、技術指導だけでなく多方面の学生指導のお手伝いをできる方を探しております。ご協力いただける

方は、下記までご一報ください。 

 会長  金子今朝秋  

   E-mail  juntendoobog@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

訃報 

三浦 義信 昭和49年卒 山形支部 平成30年 4月 22日  ご逝去 

小山 隆治 昭和46年卒 福岡支部 平成30年 9月 11日  ご逝去 

山田 富士男 昭和43年卒 鳥取支部 平成30年 10月 9日  ご逝去 

謹んでお悔やみ申し上げます。 



第 95回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 

（平成 30年 10月 13日・陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園） 

〈総合成績〉                    〈個人成績〉 

第 1位 駒澤大学 10゜29′58 

第 2位 順天堂大学 10゜36′58 

第 3位 神奈川大学 10゜39′16 

第 4位 國學院大學 10゜40′38 

第 5位 明治大学 10゜41′06 

第 6位 東京国際大学 10゜41′15 

第 7位 大東文化大学 10゜42′16 

第 8位 中央大学 10゜42′55 

第 9位 国士舘大学 10゜45′39 

第 10位 山梨学院大学 10゜46′27 

第 11位 上武大学 10゜46′51 

 

 

 

長門俊介駅伝監督のコメント 

日頃より、駅伝チームに対し、多大なるご支援ならびにご声援を賜り、心より感謝申し上げます。前回大会で 11 位

とシード権を逃してしまい、今大会は、予選会からのスタートとなりました。予選会では、エース塩尻（4 年）の力走

がクローズアップされる中、これまで実績のなかった 4 年生や新戦力の台頭もあり、総合 2 位と本戦への切符を得るこ

とが出来ました。しかし、11 月に行われた全日本大学駅伝では、予選会からの調整も難しく、序盤から良い流れに乗る

ことが出来ず、総合 13 位と課題の多く残る結果となってしまいました。 

箱根駅伝本戦に向けては、塩尻、山田（4 年）を中心とした箱根駅伝経験者 7 名と新たに台頭してきた戦力の適正を

見極め、選手全員が、予選会の安定した走りを再現できるように残された期間、万全な調整、準備を進めて参ります。 

第 2位 塩尻和也④ 1゜01′22 

第 18位 野口雄大② 1゜03′11 

第 34位 吉岡幸輝④ 1゜03′32 

第 45位 難波皓平③ 1゜03′41 

第 56位 藤曲寛人③ 1゜03′55 

第 66位 山田 攻④ 1゜04′03 

第 70位 澤藤 響② 1゜04′08 

第 74位 橋本龍一③ 1゜04′11 

第 77位 小林 聖④ 1゜04′18 

第 105位 鈴木雄人③ 1゜04′37 

第 126位 金原弘直④ 1゜04′57 

第 363位 野田一輝③ 1゜11′11 



第 50回全日本大学駅伝対校選手権大会 

（平成 30 年 11月 4日・愛知県名古屋市）（全区間 106．8ｋｍ） 

〈総合成績〉                 〈区間成績〉 

第 1位 青山学院大学 5゜13′11 

第 2位 東海大学 5゜15′31 

第 3位 東洋大学 5゜15′57 

第 4位 駒澤大学 5゜17′29 

第 5位 帝京大学 5゜18′34 

第 6位 國學院大學 5゜19′50 

第 7位 法政大学 5゜20′21 

第 8位 城西大学 5゜20′29 

上位 8校が来年度のシード権獲得 

第 1３位 順天堂大学 5゜22′14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           区間優勝 塩尻和也（4 年生） 

 

第３６回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 

（平成３０ 年１０月 2８日・宮城県仙台市）（全６区間３８．０ｋｍ） 

〈総合成績〉 

第 1位 名城大学 2゜05′26 

第 2位 大東文化大学 2゜06′00 

第 3位 立命館大学 2゜06′04 

第 4位 東京農業大学 2゜06′10 

第 5位 松山大学 2゜07′50 

第 6位 京都産業大学 2゜08′28 

第 7位 大阪学院大学 2゜08′30 

第 8位 大阪芸術大学 2゜09′35 

上位 8校が来年度のシード権獲得 

第 17位 順天堂大学 2゜12′41 

 

〈区間成績〉 

＜１区6.4km＞ 甲本まお① 21′49 区間19位 

＜2区5.6km＞ 髙橋優菜② 19′22 区間17位 

＜3区6.8km＞ 佐藤みな実③ 24′11 区間18位 

＜4区4.8km＞ 松本奈々① 16′39 区間12位 

＜5区9.2km＞ 白石由佳子② 32′22 区間20位 

＜6区5.2km＞ 座間 栞① 18′18 区間14位 

 

 

 

 

 

佐藤みな実（3 年） 

＜１区 9.5km＞ 野口雄大② 27′54 区間14位 

＜2区 11.1km＞ 藤曲寛人③ 33′00 区間11位 

＜3区 11.9km＞ 橋本龍一③ 35′46 区間15位 

＜4区 11.8km＞ 塩尻和也④ 33′48 区間 1位 

＜5区 12.4km＞ 澤藤 響② 37′11 区間 9位 

＜6区 12.8km＞ 小島優作① 39′51 区間19位 

＜7区 17.6km＞ 山田 攻④ 54′03 区間14位 

＜8区 19.7km＞ 難波皓平③ 60′41 区間17位 



順天堂大学陸上競技部 OB･OG 会総会のご案内 

標記、OB･OG 総会を都合により箱根駅伝の折に開催いたします。万障お繰り合わせの上、ご出

席くださいますようご案内申し上げます。 

１．日時 平成 31 年 1 月 3 日（木）16 時 00 分～ 

２．場所 順天堂大学本郷キャンパス「10号館１F １０５カンファレンスルーム」（予定） 

３．議題 1)平成 30年度活動報告・決算報告 

2)平成 31 年度活動予定・予算案 

３)その他 

※ 総会に先立ち、平成 30 年度栄章授与式を行います。 

 

箱根駅伝応援について 

近年、車での応援が非常に危険で困難な状況にございます。また、運転できる学内スタッフが少

人数であるため、車の手配は致しかねる場合がございます（宿泊の手配は致します）。なお、当日

の応援資料をご希望の方は朝 7：20 にスタート地点にお越し下さい。 

１．スタート 平成 31年 1 月 2 日（水）7時 20 分集合 

     大手町読売新聞本社 スタート後方順大部旗下 
   ※マウントビュー箱根にご宿泊希望された方の懇親会兼夕食会は17：00開始予定となります。 

  ２．ゴール後 納会 16：30～18：00（センチュリータワー地下 1F） 

 

順天堂大学陸上競技部 OBOG 会事務局 

FAX 番号：０４７６－９８－１０３７ 

メール：juntendoobog@yahoo.co.jp 

締め切り：１２月２３日（日）まで 

《順天堂大学陸上競技部ＯＢ・ＯＧ会総会》 

 

出 席  ・  欠 席 
 

※欠席の場合、委任する方をご記入下さい 

 
                     氏に委任します。 

 
ご氏名              （     年卒）   

 

ご住所                          
 

※以下はご希望者のみ□にチェックを入れ、必要事項をご記入下さい。 

□ 宿泊斡旋を希望する（マウントビュー箱根） 

神奈川県足柄郡箱根町仙石原 TEL0460-84-6331 

       宿 泊 希 望： （大人；男   名、女   名）※大人：中学生以上 

（子供；男   名、女   名） 
※宿泊料金 大人（中学生以上）：１６，０００円 

                           子供       ：１０，０００円 

 

※夕食（OBOG懇親会）、朝食が料金に含まれております。 

   

〔通信欄〕 



 

 

順天堂大学陸上競技部 OBOG会 

東京箱根間往復大学駅伝競走 

寄付趣意書 

謹啓 

  師走の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

  さて、本学駅伝チームは現在順調にチーム一丸となって第 95回東京箱根間往復大学駅伝

競走に向けて調整を進めているとのことです。 

つきましては、昨年に引き続き本年も本学駅伝チームが本戦で存分に力を発揮できるよ

う、皆様よりご寄付を賜りたくお願い申し上げます。 

OBOG 会では、箱根駅伝に対するバックアップに、目標金額を 300 万円として全国の O

BOG の皆様よりご寄付を募り、本年は現在までに約 185万円のご寄付を頂いております。 

本学駅伝チームが本戦で存分に力を発揮できるよう、引き続き皆様よりご寄付を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

出費多端の折誠に恐縮ですが、皆様のご理解とご賛同をいただき、ご支援いただければ

幸いに存じます。 

  末筆になりましたが、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。         

  謹白 

 

記 

１．目標金額  ３，０００，０００円 

１．ご寄付額  １口 金５，０００円（何口でも可） 

２．送金方法  同封の郵便振込み用紙 

（通信欄の「箱根駅伝寄付」の欄に口数および金額をお書き下さい） 

３．送金期日   平成３０年１２月３１日まで 

 

以上 

平成３０年１２月吉日 

順天堂大学陸上競技部 OB・OG 会 

会  長  金子 今朝秋 

副会長 宮川  千秋  

木内  敏夫 

中村  要一 

幹事長 伊東  謙二 


