
順天堂大学陸上競技部 OBOG会報 
謹 啓 

 秋涼の候、会員の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。 

今期行われました世界選手権には本競技部から 2 名の代表選手、ユニバーシアード競技会におきましては

学生 5 名が代表として出場致しました。ユニバーシアード競技会では 3 つのメダルを獲得するなど華々しく

活躍されました。 

日本代表選手を中心に期待された日本インカレは、福井県にて行われましたが残念ながら男子総合優勝は

逃しました。男子 4名（多種目優勝）、女子 1名が優勝するなど多くの選手が活躍しましたが、総合力がもう

一つという感じでした。福井支部には競技会の運営等でご尽力をはじめ、ご支援・ご声援をいただきました。

全国から応援に駆けつけていただいた皆様方には、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

また、盛夏 7月 28日から行われました全国高校総体では、恒例の OBOG懇親会も山形支部の皆様のご協

力をもちまして大盛況の内に、母校指導者の激励、相互の親睦を図ることができました。翌日からの大会で

は、秋葉（花岡）麻帆先生（H11 年卒・千葉県・幕張総合高校）が女子三段跳におきまして初代女王（橋本

梨沙：12ｍ73自己新・大会記録）を育成され、佐藤隆史コーチ（H13年卒・東京都・南多摩高校）が男子走

幅跳におきまして優勝者を輩出されるなどのご活躍がありました。 

山形・福井支部の皆様には、大変お世話になりました。誠にありがとうございました。先日の関東大学女

子駅伝では、総合 6 位で杜の都駅伝の出場権を獲得、えひめ国体・出雲駅伝・全日本大学女子駅伝（杜の都

駅伝）、さらに、全日本大学駅伝と続きます。母校の活躍を期待し、現地支部での厚いご支援・ご声援をお願

い申し上げます。 

末筆になりますが、会員の皆様のご健康とご活躍を祈念し、挨拶とさせて頂きます。 

敬 具 

平成 29年 9月吉日 

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

                                                     会  長  金子 今朝秋 

 

インカレ男子 800ｍ優勝 村島 匠    インカレ三段跳優勝 山本 凌雅   インカレ 10000ｍ 優勝 今村咲織 

 

＜訃 報＞ 

鹿児島県 昭和 49年卒 瀬戸口 良一 氏 平成 29年 6月 17日 ご逝去 

鳥取県 昭和 61年卒 西池 文生 氏 平成 29年 7月 6日 ご逝去 

謹んでお悔やみ申し上げます 



期日： 平成29年9月8日（金）～10日(日)

場所： 福井運動公園陸上競技場

順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 混成 ﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝 １年 ２年 ３年 ４年 院
1 日本大 99 5 2 14 10 0 5 24 37 2 36 61 1 7 15 26 36 10
2 順天堂大 68 5 12 15 4 0 0 24 0 8 36 24 4 1 10 22 35 0
3 東洋大 65 18 0 7 0 17 15 8 0 0 57 8 4 17 10 9 14 0

北川　　 　翔④　１０″２８　予１組２着
　　　　　　　　　　１１″４９　準１組８着
中村　　僚真①　１０″５８　予３組５着東洋大　９″９８NNR 関学大　１０″０７NGR 中央大　１０″３１ 日大　１０″３２ 日本ウェルネス大　１０″３６ 中央大　１０″３６ 中央大　１０″４１

第86回日本学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧

＜男子＞
1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足

富山大　１０″５１

200m
（+1.6）

小池　祐貴④ 田中　佑典② 山下　潤② 齊藤　勇真① 徳山　　黎④ 伊里　洋海② 齋藤　郁磨④ 小川　拓夢④

100m
（+1.8）

桐生　祥秀 ④ 多田　修平③ 竹田　一平③ 大嶋　健太② 田中　佑典② 川上　拓也④ 染谷　佳大① 西村　顕志④

小澤　 優太②　２１″５２　予１組３着
　　　　　　　　　　２１″３６　準２組４着
木下　 裕貴①　３４″８４　予７組７着慶大　２０″５８ 日本ウェルネス大　２０″６２ 筑波大　２０″７７ 筑波大　２０″９３ 早大　２１″０４ 関学大　２１″２７ 東京学芸大　２１″２８ 常葉大　２１″３９

小渕　瑞樹③
北川　貴理③　４８″７９　予３組５着
染谷　　 翔②　４９″４３　予５組５着東洋大　４６″８０ 近畿大　４７″６５ 福岡大　４７″６７ 順大　４７″７５ 環太平洋大　４７″９６ 作新学院大　４７″９６

ウォルシュ•ジュリアン③ 高橋　祐満④ 好岡　郁弥④ 油井　快晴④ 稲井　達也④

東洋大　４９″４５ 東海大　４９″８０

800m
村島　匠④ 黒木　卓真② 田母神　一喜② 齋藤　未藍④ 谷原　知己③ 梅谷　健太③ 名田　篤史③

400m
佐藤　風雅③ 松原　秀一郎②

西久保達也②     村島　  　匠④　１′５１″７５　予１組１着             梅谷　 健太③　１′５２″６０　予５組２着
　　　　　　　　　      １′５０″１３　準１組１着                                 １′５３″４１　準３組１着
   白石　 浩之M１　１′５２″８１　予６組３着
　　　　　　　　　　    １′５６″９０　準２組４着順大　１′４７″９２NGR 近畿大　１′４９″４１ 中央大　１′４９″５１ 青学大　１′４９″９６ 早大　１′５０″４４ 順大　１′５０″７３ 日大　１′５０″９８ 早大　１′５３″３７

野口　雄大① 江口　 智耶③　４′０９″３５　予１組１７着
城西　　　廉④　３′５９″５２　予２組９着
野口　雄大①　３′５０″７４　予３組４着中央大　４′０１″３１ 山梨学院大　４′０１″４６ 中央大　４′０１″５１ 上武大　４′０１″７７ 日本薬科大　４′０１″９５ 東海大　４′０１″９７

舟津　彰馬② 清水　鐘平③ 田母神　一喜② 井上　弘也④ 駒山　魁都④

筑波大　４′０２″０７ 順大　４′０２″２３

5000m
Ｌ・キサイサ② P•ワンブィ③ 阪口　竜平② 坂東　悠汰③ 館澤　亨次② 光延　　誠④ 野中　優志④

1500m
館澤　亨次② 小林　航央③

山本　修二③

桜美林大　１３′３５″１９ 日大　１３′４６″６０ 東海大　１３′４７″８５ 法政大　１３′５２″４５ 東海大　１３′５２″９８ 早大　１３′５７″２３ 関学大　１３′５９″７５ 東洋大　１４′００″７７

石井　優樹②
栃木　　 渡④　２９′２５″６５　１３着
橋本　龍一②　２９′５１″７１　１７着日本薬科大　２８′２０″５０ 日大　２８′２１″８５ 東洋大　２８′４４″８８ 順大　２８′４７″５０ 東海大　２８′５０″９４ 第一工大　２９′０８″６７

S•カリウキ③ P•ワンブィ③ 西山　和弥① 塩尻　和也③ 松尾　淳之介②

早大　２９′０９″０６ 関学大　２９′１４″０８

110mH
（+3.0）

金井　大旺④ 石川　周平④ 栗城アンソニー③ 野本　周成④ 降矢　恭兵④ 平松パプデンバ② 鍵本　真啓 ④

10000m
G•ギチア③ 太田　智樹②

古谷　拓夢③ 　　降矢　 恭兵④　１４″１６　予１組２着    藤井　 亮汰③　１４”２１　予３組２着
　　　　　　　　　　　　１３″９１　準１組２着　　　　　　　　　　 　１４″０１　準３組３着
　　八代　 貢輝①　１４″７５　予６組５着法政大　１３″４６ 筑波大　１３″５６ 国際武道大　１３″６６ 早大　１３″８３ 順大　１３″９８ 日大　１６″４７ 立命館大　DQ 早大　DQ

石田　裕介④
勝元　森羅③　５３″１６　予２組６着
岩﨑　崇文②　５３″０７　予５組６着城西大　４９″８０ 日大　５０″２９ 立命館大　５０″３６ 近畿大　５０″５０ 岩手大　５１″１１ 札幌国際大　５１″１９

渡部　佳朗③ 山本　竜大② 井上　駆④ 大林　督享④ 後藤　秀也④

大東大　５１″２６ 早大　５３″４７

3000mSC
塩尻　和也③ 三上　嵩斗③ 滋野　聖也③ 青木　涼真② 田村　丈哉② 吉田　匠① 野田　一輝②

400mH
水野　龍彦M２ 藤井　琉成②

　才記　壮人M１ 塩尻　 和也③　８′５１″８５　予１組１着
野田　 一輝②　９′００″８７　予１組５着
多久和能広①　９′２６″２７　予２組８着順大　８′３４″８０ 東海大　８′４５″４５ 星槎道都大　８′４７″４２ 法政大　８′５１″０６ 帝京大　８′５７″０９ 早大　８′５８″１４ 順大　８′５９″２６ 筑波大　９′０１″３１

塩屋　陸②
村山裕太郎①　４１′５６″１５　１３位
鈴木　　　匠①　４３′１９″９１　２０位京都大　４０′２２″２８ 東洋大　４０″２８″４８ 東洋大　４０′３２″５７ 早大　４０′３５″８８ 東洋大　４０′３７″４７ 明治大　４０′５１″９０

山西　利和④ 池田　向希① 及川　文隆④ 高橋　和生③ 川野　将虎①

山梨学大　４０′５４″２８ びわこスポーツ大　４０′５４″６１

4×100mR
中央大 東洋大 関学大 東海大 駿河台大 日大 筑波大

10000mW
野田　明宏④ 鈴木　勝治①

早大
根本①・北川④・木下①・小澤②

４０”１７　２組２着３９”４０ ３９”４２ ３９”５８ ３９″８５ ３９″９４ ３９″９４ ４０″０８ ４０″３１

福岡大
染谷②・油井④・佐々木②・北川③

３′０９″８７　３組２着３′０７″１５ ３′０８″１６ ３′０８″２６ ３′０８″８６ ３′０９″５９ ３′１０″８９

東洋大 中京大 大東大 城西大 環太平洋大

３′１１″６８ DQ*T1

走高跳
赤松　諒一④ 藤田　渓太郎② 真野　友博③ 大田　和宏④ 長谷川　直人③ 境内　　航④ 瀬古　優斗②

4×400ｍR
中央大 日大

友利　響平①
小池　　輝M２　NM
山内　 郁哉③　NM岐阜大　２m２１ 立命館大　２m１８ 福岡大　２m１８ 金沢星稜大　２m１８ 新潟医療福祉大　２m１５ 同志社大　２m１５ 中京大　２m１５ 環太平洋大　２m１５

小木曽　光①

中京大　５m６０ 日大　５m５０ 順大　５m５０ 日大　５m４０ 関学大　５m３０ 中京大　５m３０

鈴木　康太④ 江島　雅紀① 来間　弘樹④ 澤　慎吾③ 大久保　圭介②

筑波大　５m２０ 中京大　５m２０

走幅跳
津波　響樹② 山川　夏輝④ 川島　鶴槙③ 小田　大樹④ 山本　凌雅④ 野村　智也③ 松添　基理③

棒高跳
石川　拓磨② 植松　倫理M１

石倉　南斗③
竹之内優汰①　７m５８（+２.０）　１０位

東洋大　８m０９（+２.０）NGR 日大　８m０６（+１.９）NGR 順大　７m９７（+２.５） 日大　７m７９（+１.４） 順大　７m６６（+２.４） 東海大　７m６３（+２.９） 法政大　７m６２（+２.４） 岐阜経済大　７m６２（+２.２）

伊知地　優弥④
川島　 鶴槙③　１５ｍ７５（+１.７）　９位

竹之内優汰①　１５ｍ５３（+２.２）　１２位順大　１６m７７（+２.７） 中京大　１６m１９（+２.８） 福岡大　１５ｍ９９（+２.１） 福岡大　１５ｍ９６（+３.１） 筑波大　１５ｍ９６（+２.５） 国士舘大　１５ｍ９４（+２.４）

山本　凌雅④ 中山　昂平M1 岡部　優真M1 藤内　誠也④ 犬井　亮介④

立命館大　１５ｍ８２（+２.７） 九州共立大　１５ｍ７７（+２.９）

砲丸投
武田　歴次④ 幸長　慎一② 村上　　輝④ 森下　大地⑤ 鈴木　愛勇M２ 川口　哲生③ 吉川　巧哉④

三段跳
山下　祐樹④ 原田　睦希③

戸辺　誠也③
田中　　　光③　１５m２０　１３位

日大　１７m４８ 四国大　１７m１８ 国士舘大　１７m１１ 筑波大　１７m０９ 日大　１７m０６ 日大　１６m９２ 鹿屋体育大　１６m５１ 国士舘大　１５m７９

石山　歩③
篠崎　 拓郎④　４４m７７　２５位

東海大　５２m４１ 四国大　５１m１５ 国士館大　５０m６２ 東海大　４９m９５ 日大　４９m７１ 日大　４９m２０

吉田　　惇④ 幸長　慎一 ② 松井　俊樹③ 安藤　夢③ 安部　宏駿M２

中京大　４９m１３ 中京大　４８m８５

ハンマー投
根本　太樹M２ 木村　友大③ 奥村　匡由M１ 内堀　弘樹④ 墨　訓煕M２ 吉野　健太朗④ 松原　拓矢M１

円盤投
鈴木　佑弥④ 川尻　涼介④

東浦　貫太③ 岡野　敬史M１　５６m７１　１７位
藤岡　眞也④　５５m００　２３位
梅山　陽介④　５２m４９　２７位流経大　６７m１８ 九州共立大　６６m００ 流経大　６５m８３ 九州共立大　６５m２８ 中京大　６５m０６ 大体大　６３m７８ 日大　６２m１８ 中京大　６１m９３

山崎　元気④
森田　祥天④　６１m２１　３０位

国士舘大　７８m５３ 日大　７８m３２ 日大　７７m４１ 中京大　７６m６２ 岐阜経済大　７４m５８ 大体大　７４m４９

小南　拓人④ 小倉　健司④ 相原　大聖④ 石山　歩③ 水野　佑哉③

九州共立大　７３m１６ 東海大　７１m９１

十種競技
田上　駿② 奥田　 啓祐③ 森本　 公人M２ 片山　 和也④ 小倉　希望M１ 右代　 啓欣M１ 岸川　勇③

やり投
坂本　達哉③ 中村　克也④

久家　 俊希②

順大　７５４６点 東海大　７３５３点 大阪教育大　７３３６点 中京大　７２８０点 筑波大　７１０７点 国士舘大　７０６８点 日大　７００１点 筑波大　６９９４点



期日： 平成29年9月8日（金）～10日(日)

場所： 福井運動公園陸上競技場

0
順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 混成 ﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝 １年 ２年 ３年 ４年 院

1 日本体育大 66 15 12 2 7 0 14 11 0 5 50 11 2 0 3 10 39 0
2 立命館大 58 5 0 11 14 7 14 6 1 0 51 7 1 6 17 0 13 8
3 大阪成蹊大 57 25 0 0 3 0 13 16 0 0 41 16 5 0 15 2 27 0
4 九州共立大 57 4 0 0 3 0 3 5 34 8 10 39 3 6 20 8 20 0
5 筑波大 42 5 2 0 0 0 0 21 11 3 7 32 1 3 10 21 8 0
6 順天堂大 33 0 13 8 0 0 0 5 7 0 21 12 1 6 5 7 15 0
7 東京学芸大 28 0 16 0 4 0 2 0 0 6 22 0 1 4 6 0 16 0
8 国士舘大 28 0 0 0 5 4 0 0 19 0 9 19 0 0 0 9 19 0

＜女子＞

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足

新潟医療福祉大　１１″６３ 日体大　１１″７４ 立命館大　１１″７６ 九州共立大　１１″７７ 中京大　１１″７８ 青学大　１１″８５ 甲南大　１１″９０

100m
（+2.3）

中村　水月④ 前山　美優④ 君嶋　愛梨沙④ 壹岐　いちこ② 佐渡山　みなみ③ 杉山　美貴④ 足立　紗矢香③ 西尾　香穂②

大阪成蹊大　１１″５６

小寺　美沙季M１

大阪成蹊大　２３″９８ 新潟医療福祉大　２３″９９ 甲南大　２４″１６ 大東大　２４″１６ 日体大　２４″３０

柴山沙也香② 前山　美優④ 木村　瑞穂③ 佐藤　日奈子③

埼玉大　２４″４４ 作新学院大　２４″５３

400m
岩田　優菜② 佐藤　日奈子③ 小林　茉由③ 松本　奈菜子③ 稲岡　真由③ 松本　聖華③ 青山　聖佳③

200m
（+1.3）

広沢　真愛② 江口　琴美③

中大　５５″３７

大阪成蹊大　２３″８１

中村　水月④

安藤　もも③
池崎　愛里①　５６”９４　予２組３着

大東文化大　５５″５６ 日体大　５５″６７ 筑波大　５５″８３ 園田学園女大５５″９６ 駿河台大　５６″７０ 大阪成蹊大　５７″１４ 中京大　５７″３８

杉山　香南③ 　　池崎　 愛里①　２′０９″８３　予１組１着    杉山　 香南③　２′１１″７７　予２組２着
　　　　　　　　　　　　２′１０″５１　準１組２着　　　　　　　　　　 　 ２′０９″６０　準２組２着
　　白鳥　さゆり③　２′１５″４５　予３組６着秋田大　２′０５″０１ 順大　２′０７″３８ 東京学芸大　２′０９″５２ 日体大　２′１０″１４ 東京学芸大　２′１０″２２

広田　有紀④ 池崎　愛里① 卜部　　蘭④ 熊谷　彩音③

筑波大　２′１１″６６ 順大　２′１３″８３

1500ｍ
卜部　蘭④ 上田　未奈③ 保坂　野恋花② 佐藤　みな実② 木下　文音① 落合　沙紀④ 藤原　瑠奈①

800ｍ
内山　成実④ 松本奈菜子③

東京学芸大　４′２８″０６

日体大　２′００″９２NUR

北村　夢④

白鳥　さゆり③
佐藤みな実②　４’３０”７４　予２組１着
白鳥さゆり③　４’３１”４０　予３組４着城西大　４′２８″５０ 東農大　４′２８″６５ 順大　４′２９″００ 関西大　４′２９″０４ 佛教大　４′２９″５９ 松山大　４′３０″０４ 順大　４′３１″２４

関谷　夏希②
白石由佳子①　１６’４０”００　１６位

名城大　１６′０５″２２ 立命館大　１６′０７″０９ 松山大　１６′０８″６１ 東北福祉大　１６′１３″４０ 京都産業大　１６′１５″８２

加世田　梨花① 佐藤　成葉② 緒方　美咲③ 須藤　ひかる①

中央大　１６′１６″５０ 大東文化大　１６′２３″６２

10000ｍ
今村　咲織④ 清水　真帆④ 古谷　奏③ 太田　琴菜④ 棟久　由貴② 五島　莉乃② 唐沢　ゆり④

5000ｍ
棚池　穂乃香③ 五島　莉乃②

順大　３３′０５″０２

大阪学院大　１６′０４″４５

清水　真帆④

棚池　穂乃香③
西川　真由③　３４’５１”７２　１９位

大阪学院大　３３′０７″４５ 松山大　３３′１０″８８ 立命館大　３３′１２″１５ 東農大　３３′１５″６０ 中大　３３′３８″１３ 日体大　３３′３８″５６ 京産大　３３′４５″９１

中村　有希④

日体大　１３″３９ 立命館大　１３″４６ 国士舘大　１３″５５ 園田学園女子大　１３″５７ 大阪成蹊大　１３″５８

福部　真子④ 田中　佑美① 堀池　香穂③ 中島　ひとみ④

明治大　１３″６０ 関西大　１３″６５

400ｍH
王子田　萌M２ 吉田　佳純① 片山　晴日④ 新田　真未M１ 平原　杏華① 紙谷　涼花④ 川端　涼夏M２

100ｍH
（+2.5）

松尾　実香④ 藤森　菜那②

立命館大　５８″２８

愛知教育大　１３″３７

小林紗矢香③

松本　聖華③

駿河台大　５８″６８ 福岡大　５８″８７ 岩手大　１′００″３３ 東京学芸大　１′００″３８ 九州共立大　１′００″３９ 法政大　１′０１″２４ 駿河台大　１′０２″９１

丹羽　七海④ 佐藤　由依④　１０′４６″０４　予２組５着
　　　　　　　　１１′００″３１　決１２着

髙橋　優菜①　１０′４２″００　予１組７着
　　　　　　　　１０′５１″８５　決１１着松山大　１０′１２″５９ 京都産業大　１０′１９″９１ 東北福祉大　１０′２１″２７ 佛教大　１０′２３″８７ 早大　１０′２７″５１

岡田　佳子② 信岡　桃英② 工藤　レイラ④ 沖村　美夏②

同志社大　１０′３３″４７ 中央大　１０′３７″５９

10000ｍW
五藤　怜奈④ 河添　香織④ 溝口　友己歩② 高山　瑞佳③   熊谷　菜美③   園田　世玲奈③ 吉住　友希④

3000ｍSC
北本　可奈子M１ 大井　千鶴④

外所　知紗②
松本　 紗依③　５１′３６″４３　１７位

立命館大　４６′２４″９７ 早大　４７′０７″７９ 新潟医療福祉大　４７′３６″３９ 国士舘大　４７′４４″１０ 中京大　４８′０８″　５７ 千葉保健医療大　４８′３８″７５ 同志社女子大　４８′３８″８３

園田学園女子大

４５″２９ ４５″４３ ４５″６８ ４５″９６ ４６″００

立命館大 日体大 青学大 大東文化大

４６″０７ ４６″２６

4×400ｍR
日体大 立命館大 駿河台大 大阪成蹊大 園田学園女子大 福岡大 東京学芸大

4×100mR
九州共立大 福岡大

山梨学院大

３′３８″８９ ３′４２″０５ ３′４３″５６ ３′４３″６１ ３′４４″１０ ３′４６″７７ ３′５０″５９

津田シェリアイ③(東大阪大)・中村香南子②(九共大)・中西美早②(日女体大)

早大　１ｍ８１ 筑波大　１ｍ７５ １ｍ７５ １ｍ７０
走高跳

仲野　春花③ 寺谷　諭美③ 濱津　麻愛④(大阪国際大)•徳本　鈴奈③（福岡大）•秦　澄美鈴③(武庫川女子大)• 辻　愛④（甲南大） 

塩田　日海①　３m４０　１８位
筑波大　３m９０ 日体大　３m８０ 日体大　３m８０ 鹿屋体育大　３m８０

若園　茜③ 鈴木　里菜④ 岩佐　幸葵子④ 青柳　唯M２

３m７０

諸田　実咲①(中央大)•蕪野　亜紀④（清和大）•今泉　友里③（中京大） 

走幅跳
辻本　愛莉香④ 石原　薫子④ 山下　夕佳② 秦　澄美鈴③ 原田　彩希③ 内之倉　由美③ 今濱　美咲②

棒高跳

権瓶　明日夏②

中京大　６ｍ１６(+１．７) 立命館大　６ｍ１４(+２．８) 武庫川女大　６ｍ０８(+１．７) 九州共立大　６ｍ０１(+４．０) 早大　５ｍ９７(+２．９) 青学大　５ｍ９２(+３．０) 福岡大　５ｍ９０(+４．３)

齋藤　萌乃③

筑波大　１３m０４（+３.５） 日女体大　１２m８７（+２.８） 順大　１２m６５（+３.２） 園田学園女子大　１２m５９（+２.４） 日大　１２m５６（+３.４）

剱持　クリア② 林　小百合④ 木村　ひかり③ 宇田　祐稀④

中京大　１２m５０（+２.５） 日女体大　１２m４８（+２.２）

砲丸投
郡　菜々佳② 太田　亜矢④ 長沼　瞳④ 山本　遥③ 西川　チカコ③ 齋藤　友里② 田村　満孔②

三段跳
太田　万致子④ 糟谷　友里①

森　友紀③

福岡大　１５ｍ６８ 国士大　１５ｍ１９ 大阪体育大　１４ｍ４３ 福岡大　１４ｍ４０ 筑波大　１４ｍ３７ 大阪体育大　１４ｍ３０ 大阪体育大　１４ｍ２１

吉留　明夏里④
杉田　実咲②　４５m６２　１０位

順大　５１m９８ 東京女体大　４９m２８ びわこ学院大　４９m０５ 国士舘大　４７m１０ 東京女体大　４６m９３

藤森　夏美④ 塗　真奈美④ 清水　麻衣③ 芳賀　　鼓④

国士舘大　４６m９０ 立命館大　４６m７１

ハンマー投
本村　夏鈴④ 小舘　充華① 桑原　翠① メイン　桜② 赤木　美保③ 多田　一葉④ 大久保　祥子③

円盤投
石井　明日夏③ 寺井　沙希④

東　澪③

流通経済大　５７m１２ 九州共立大　５６m５４ 九州共立大　５６m３３ 環太平洋大　５３m５４ 流通経済大　５２m８２ 中京大　５２m３３ 大阪体育大　５２m１８

やり投
中田　寛乃② 井口　華穂④ 當間　汐織④

国士大　６０ｍ２４NGR 九州共立大　５７ｍ１１ 中京大　５５ｍ５１ 東女体大　５３ｍ８２ 愛知教育大　５２ｍ４２

斉藤　真理菜④ 山下　実花子② 滝川　寛子M１ 浅野　叶紀③

新潟医療福大　５２ｍ２７ 九州共立大５１ｍ９１

早大　５３６４点 東京学芸大　５３３１点 日体大　５１８２点 環太平洋大　５０７６点 筑波大　５０１８点 武庫川女子大　５００６点 日大　４９６９点
七種競技

山﨑　有紀④ 南野　智美③ 高橋　このか② 渡辺　歩佳④ 松岡　絵里③ シュレスタ　まや① 堂脇　優香②

決勝結果一覧
第86回日本学生陸上競技対校選手権大会

九州共立大　５５５０点NGR

日本大　６０ｍ４９NGR

北口　榛花②

九州共立大　５８m８１

筑波大　５２m５６

辻川　美乃利④

九州共立大　１６ｍ５７

大阪成蹊大　１３m０５（+１.９）

河合　栞奈②

大阪成蹊大　６ｍ３９(+３．０)

園田学園女子大　３m９０

那須　眞由③

３′３７″４４

４５″２０

大阪成蹊大

中部学院大　４５′４９″８０

京都産業大　１０′０２″６４

藪田　裕衣④

栗原　理沙①



 
男子 
100m                              
北川翔④     予選  10 秒 62(0.0) 
 
200m                       
北川翔④      予選  20 秒 87(-0.2) 
小澤優太②  予選  20 秒 94(+0.2) 
 
400m                                     
北川貴理③    予選  45 秒 48 

決勝   45 秒 76      1 位 
  
800m                         
村島匠  ④  予選  1 分 48 秒 03 

決勝  1 分 47 秒 68  2 位 
梅谷健太③    予選  1 分 49 秒 49 

決勝  1 分 48 秒 53  5 位 
白石浩之 M①  予選  1 分 48 秒 04 

決勝  1 分 49 秒 78  7 位 
 
1500m                                    
野口雄大①   予選  3 分 45 秒 96  
 
110mH                                   
降矢恭兵④    予選   13 秒 89(+1.3) 

準決勝 13 秒 94(+0.3) 
藤井亮汰③  予選  13 秒 92(0.0) 
 
走高跳                       
小池輝 M②   決勝  2m05     19 位 
 
棒高跳                                    
来間弘樹④  決勝  5m40      6 位 
 
三段跳                      
山本凌雅④  決勝  16m29(+0.6)    1 位 
川島鶴槙③    決勝  15m74(＋1.5)   7 位 
 
ハンマー投                  
藤岡眞也④    決勝  58m54        14 位 

女子 
800ｍ                    
池崎愛里①  予選  2 分 07 秒 65 
 
円盤投                     
藤森夏美④  決勝  45m96     5 位 
 
 

 
400m                                     
北川貴理③   予選  47 秒 35       組 6 着 
 
三段跳                    
山本凌雅④  予選  16ｍ01(-0.5) 組 15 着 
 
 

 
200m                        
北川翔④    予選  21 秒 45(-2.4)   組 1 着 

準決勝 21 秒 05(+1.0)   組 5 着 
 
400m                                      
北川貴理③  予選  47 秒 85       組 3 着 
 
10000ｍ                   
塩尻和也③  決勝  29 分 20 秒 96    3 位 
 
ハーフマラソン                
栃木渡④   決勝  1 時間 8 分 59      6 位 
 
三段跳                       
山本凌雅④   予選  16ｍ65(+0.9)    1 着 

決勝  16ｍ80(+1.7)    3 位 
 
4×100ｍリレー                
北川翔④   予選  39 秒 26(走)   組 2 着 

決勝  38 秒 65(3 走)    1 位 
 

＜総合成績＞ 

１位 東洋大学   1゜39′40″ 

２位 東京農業大学 1゜39′51″ 

３位 日本体育大学 1゜40′01″ 

４位 大東文化大学 1゜40′17″ 

５位 城西大学   1゜41′16″ 

６位 順天堂大学  1゜41′24″ 

７位 白鷗大学   1゜41′36″ 

８位 玉川大学   1゜42′20″ 
＜区間成績＞ 

１区(4.6km)白石由佳子④ 15′22″ 区間 13 位 

２区(4.5km)佐藤みな実② 14′47″ 区間 9 位 

３区(3.3km)白鳥さゆり③ 10′38″ 区間 1 位 

４区(5.8km)西川 真由③ 19′11″ 区間 4 位 

５区(4.8km)花田 咲絵① 16′06″ 区間 7 位 

６区(7.8km)今村 咲織④ 25′20″ 区間 4 位 
全日本大学女子駅伝へ出場が決定いたしまし
た！！(10 月 29 日、宮城県仙台市) 

栃木 渡  ④ 

花澤 賢人 ④ 

塩尻 和也 ③ 

難波 皓平 ② 

野田 一輝 ② 

橋本 龍一 ② 

藤曲 寛人 ② 

清水 颯大 ① 

多久和 能広① 

野口 雄大 ① 

（エントリー 以上 10 名） 

第29回出雲全日本大学選抜駅伝競走 代表選手 
平成 29 年 10 月 9 日スタート：出雲大社正面鳥居前 

第 101 回 日本陸上競技選手権大会 結果 
平成 29 年 6 月 23～25 日.ヤンマースタジアム長井 

第 29 回ユニバーシアード競技大会 結果 
平成 29 年 8 月 23 日～28 日. 台北 

第 16 回世界選手権 結果 
平成 29 年 8 月 4 日～13 日. ロンドン 

第 23 回関東大学女子駅伝対校選手権大会 結果 
平成 29 年 9 月 23 日 
千葉ニュータウン周回コース 



平成 29 年 10 月吉日 

会員各位  

順天堂大学陸上競技部ＯＢ・ＯＧ会  愛媛支部    

支部長 豊田 健吾（昭和 60 年卒） 

幹 事 中島 定信（昭和 63 年卒） 

 

「愛顔（えがお）つなぐえひめ国体」ＯＢ・ＯＧ会懇親会の御案内 

 

爽秋の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のことお慶び申し上げます。  

さて、恒例となりました陸上競技部ＯＢ・ＯＧ会懇親会を、下記のとおり開催いたします。御多

用とは存じますが、奮って御参加いただきますよう御案内申し上げます。  

 

記 

１ 日 時 

 平成 29 年 10 月 6 日（金）  午後 7 時 00 分～午後 9 時 00 分（受付：午後 6 時 30～） 

 

２ 場 所 

 ホテルメルパルク松山    会場 ボヌール A    

〒790-0858   愛媛県松山市道後姫塚 123-2 

電話番号 : 089-945-6411 

                 ※スマートホン・PC からは 【ホテルメルパルク松山】で検索ください。  

３ 会 費  

     7,000 円 

＊ご案内を円滑にするために、御参加いただける方は、９月３０日（土）までに下記番号へ  

 ショートメールか mail にて卒業年度、御名前をご連絡ください。  

幹事中島 

Mail doragoro555@hotmail.com  へ御連絡ください。当日参加も歓迎いたします。  

以上  

 

mailto:doragoro555@hotmail.com

