
順天堂大学陸上競技部OB・OG会報 

謹啓 

 初秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。沖縄・九

州地方、特に台風15号による千葉県・東京都島しょう部・神奈川・静岡両県一部の被災地の皆様には不自由な生活を余儀

なくされていることと存じます。あらためてお見舞い申し上げます。本校さくらキャンパスも台風により甚大な影響を受け

ており、特に啓明寮をはじめとする学生の住居が損壊するなど大きな被害が及びました。これら復旧のための対策は本会で

も早急に検討すべき課題になりそうです。 

 さて、母校陸上競技部は、12 日から開催された日本インカレに開催地岐阜市に移動。指導者・部員一致団結、見事総合

優勝V28を達成しました。9年ぶりの快挙、誠におめでとうございます。一方、女子は苦戦を強いられ、総合12位とい

う結果に終わりました。 

越川先生定年退職 1 年余り、「優勝で送別」をと胸の奥に一致団結。地方大学の台頭で戦力分散等々の条件も味方、山崎

監督が指導者としてスタートした地岐阜、個人優勝なし（監督が主将として臨んだ V２０と同じ）、皆の力でもぎ取った総

合優勝です。来年のオリンピックへ弾みをつけ、2022年の創部70周年への大きな第1歩を踏み出していただきました。

本会員にとってインカレ・駅伝の優勝から遠ざかって久しく、全カレは9年ぶり、王者復活、大きな喜びです。OB・OG会

としましても祝勝会を企画し、指導者を称え、部員一同にはご馳走をしてやりたいと考えております。皆様、ご賛同いただ

き、ご協力いただければ幸甚です。 

大会開催にあたり、岐阜支部には競技運営をはじめ、ご支援・ご声援いただきました。また、東海地区をはじめ応援に駆

けつけていただいたOBOG諸兄にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

南九州総体は、沖縄県で開催されて、恒例のOBOG懇親会も盛会の内に終了いたしました。翌日からの大会では吉田良

一先生（S62卒・北陸・女子走高跳）、安達友信先生（S58卒・前橋育英・男子棒高跳）が優勝者を育成されました。 

 全カレと当時開催のMGCも終了し、9月26日からはドーハ―にて世界選手権、泉谷駿介君に期待したいところです。 

茨城国体は10月4日から（懇親会10/5）開催されます。その後は、出雲駅伝10/14（出雲）、U20日本選手権10/18

～（広島）・日本選手権リレー10/26～（福岡）全日本大学女子駅伝10/27（仙台・杜の都）全日本大学駅伝11/3（熱

田～伊勢）と続きます。 

末筆になりましたが、母校の益々のご活躍とOBOG各位のご活躍を期待し、会員の皆様のご健勝を祈念して挨拶とさせ

ていただきます。 
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沖縄県OBOG 平良邦昭先生(S56卒)、知念信勝支部長（S62卒）をは

じめ、お忙しい中、多くのOBOGにご参加いただき盛り上がりました！ 

懇親会において、高平慎士（H１９卒）より

メダル繰り上げのご報告をいただき、銀メダ

ルをご披露いただきました。（写真：越川一

紀部長と） 

 

南九州総体 懇親会 



日本インカレ男子総合優勝！V28 

山崎一彦監督のコメント：直前の台風災害による停電，断水の影響か熱中症などの体調不良の選手も出た中でよく頑張

った．優勝種目なしの総合優勝は，私が大学4年生時以来という因縁を感じる．互いに厳しく指摘しあいながらも仲の

良い学生は，昔も今も変わらない順大らしさがあった． 

順大新記録38秒86で二位の4×100mR のメンバー 

（山崎監督とメンバー：左から犬塚渉、木下裕貴、泉谷駿介、北川翔） 

女子1500ｍ２位、800ｍ３位の菊地梨紅 

 

女子10000ｍWで二位の林奈海（左） 宙に舞う山崎監督 

越川一紀部長のコメント： 

全員で本当に良くやってくれた。２８回目の優勝     は今までにない勝ち方だった！おめでとう！ 



期日： 令和元年9月12日(木)～15日(日)
場所： 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

びわスポ大　7022点

黒田　貴稔M2

井戸田　魁④ 徳永　和馬④ 金子　大貴③

中京大　2m18 環太平洋大　2m15

中大　70m97

立命大　48m19

筑波大　15m70(+1.4)

清和大　5m20 香川大　5m20 法大　5m20

九州共立大　60m28

小田　航平②

阿部　敏明② 岡崎　一輝④

国士大　15m50

氏家　豪留②

金沢大　48m14

小杉　崇峰M2

十種競技
岡山　省吾④ 本橋　輝久④ 潮崎　　傑M1 別宮　拓実④ 川上ヒデル② 古場凜太郎D1 西尾　拓巳④

山田　　舜M1 塩川　航平④

九州共立大　7272点 東学大　7196点 日大　7149点 同志社大　7075点 関学大　7062点 順大　7058点 中京大　7038点

国士大　79m99 大体大　75m38 日大　75m07 大体大　73m01 大体大　72m85 日体大　72m67
やり投

長沼　　元④ 坂本　達哉M1 相原　大聖M2 石坂　力成④ 横堀　雅孝④

筑波大　69m71

池川　博史③

ハンマー投
古旗　崇裕M1 中川　達斗② 木村　友大M1 吉野健太朗M2 久門　大起① 中村　美史② 仲西　隆世④

中京大　65m42 九州共立大　65m17 九州共立大　64m64 大体大　64m47 日大　63m21 中京大　61m61 明治国医大　60m34

四国大　54m62 九州共立大　50m65 東海大　49m46 国士大　49m31 九州共立大　48m94 日大　48m80
円盤投

幸長　慎一④ 飛松　　聡④ 飛川　龍雅② 奥村　仁志① 山下　航生①

砲丸投
幸長　慎一④ 岩佐　隆時③ 佐藤　皓人② 金城　海斗② 白藤　聖陽③ 杉本　　仁④ 風張鼓太郎④

村上　大雅④ 犬井　亮介M1

四国大　17m85 東海大　17m63 日大　16m55 鹿屋体大　15m79 日大　15m72 中京大　15m71 国士大　15m71

相馬奨之介②

近大高専　16m34(+0.6) 福岡大　16m05(+1.9) びわスポ大　15m95(+0.8) 国士大　15m92(+0.4) 福岡大　15m89(+0.9) 日大　15m82(+0.4)
三段跳

伊藤　　陸④ 安立　雄斗① 楠本　政明③ 上坂　樹稀④ 小田　大雅③

日体大　15m69(+0.5)

走幅跳
津波　響樹④ 橋岡　優輝③ 泉谷　駿介② 伊藤　　陸④ 足達　一馬④ 津藤　広夢① 外川　天寿③ 小林　大起②

東洋大　8m08(-0.2) 日大　7m94(-0.5) 順大　7m92(0.0) 近大高専　7m82(-0.6) 関学大　7m77(+0.4) 順大　7m70(-1.5) 国武大　7m69(-0.7) 順大　7m56(-1.6)

岐阜大　2m24 中京大　2m21 環太平洋大　2m15

棒高跳
江島　雅紀③ 林　　大樹④ 石川　拓磨④ 石丸　颯太③ 石橋　和也③

走高跳
赤松　諒一M2 蛭子屋雄一M1 友利　響平③

新潟医福大　2m15

重藤　慶多③ 竹川　倖生④ 大久保圭介④

日大　5m50 日体大　5m30 中京大　5m30 順大　5m30 関学大　5m10

東　　直輝②　立命大　2m15

塩屋　　陸④

明大　39.56.49 山梨学大　39.59.51 山梨学大　40.09.83 順大　40.21.62 順大　40.53.96 山梨学大　41.00.33 順大　41.03.46 びわスポ大　41.24.97
10000mW

古賀　友太② 山本龍太郎③ 鈴木　勝治③ 村山裕太郎③ 住所　大翔② 近藤　良亮④ 鈴木　　匠③

4×400mR
福岡大 東海大 駿河台大

3.05.85 3.06.76 3.06.93 3.07.02 3.07.04 3.07.05

東洋大 筑波大 中大 日大 近大

3.07.54 3.09.75

400mH
豊田　将樹④ 小田　将矢M2 高田　一就④ 真野悠太郎⑤

39.67
4×100mR

筑波大 順大 中大 東海大 法大 早大 近大 大東大

38.73 38.86 38.94 39.37 39.45 39.51 39.58

3000mSC
松本凜太郎④ 鈴木　基史M1 山口　和也④

日大　8.57.32 千葉大　8.58.01 東国大　9.00.34 筑波大　9.02.90 同志社大　9.03.97 福岡大　9.08.22

川上瑠美梨③ 今江　勇人④ 鈴木　天大③ 川瀬　宙夢⑤ 山田　光希④

新潟大　9.15.16 日体大　9.15.40

西田　壮志③

小原　吏貴④ 高橋　　塁④ 吉田　京平④ 都　　康炳④

法大　49.39 名大　49.83 法大　50.39 名大　50.83 立命大　50.95 筑波大　51.01 東学大　51.08 同志社大　52.60

河嶋　亮太③

東海大　28.58.15

(-0.5) 早大　13.79 国武大　13.80 立命大　13.91 関学大　13.95 立命大　13.98 法大　13.99 法大　14.12 東海大　14.22

110mH 森戸　信陽② 石田トーマス東④ 鍵本　真啓M2 清水功一朗② 徳岡　　凌② 吉間　海斗③ 樋口　陸人②

1500m
原田　凌輔② 前川　優月③

立命大　28.56.77

5000m

桜美林大　28.19.99 創価大　28.38.32 國學院大　28.47.40 國學院大　28.51.70 東国大　28.54.73 城西大　28.56.32

レダマキサイサ④ フィリップムルワ① 土方　英和④ 藤木　宏太② ジョンルカムセンビ①

桜美林大　13.59.61 城西大　14.02.88

イェゴンヴィンセント① レダマキサイサ④ 吉田　圭太③ ローレンスグレ② 浦野　雄平④ ジョンルカムセンビ① ダニエルカヨウキ①

10000m
菊地　駿弥③ 今井　崇人④

木村　理来④

東海大　3.43.07 鹿屋体大　3.43.47 中大　3.44.98 青学大　3.45.31 桜美林大　3.45.41 順大　3.46.77

飯澤　千翔① 小林　　青② 舟津　彰馬④ 谷野　航平④ ダニエルカヨウキ①

東国大　3.46.96 東海大　3.47.01

菅原　伊織③

東国大　13.35.75 桜美林大　13.39.05 青学大　13.43.54 札幌学院大　13.51.54 國學院大　13.58.59 東国大　13.59.10

薄田健太郎③

法大　1.52.17 山梨学大　1.52.24 順大　1.52.26 早大　1.52.36 鹿屋体大　1.52.52 関学大　1.52.53 國學院大　1.53.84 筑波大　2.00.83
800m

松本　純弥① 瀬戸口大地③ 林　　貴裕④ 西久保達也④ 高木　駿一④ 花村　拓人④ 佐々木亮介③

400m
大谷　尚文④ 梅谷穂志亜②

早大　46.77

100m 東田　旺洋M2

福岡大　47.00 早大　47.08 鳥取大　47.13 東洋大　47.21 慶大　47.30

伊東利来也③ 松清　和希④ 小久保友裕③ 池田　弘佑⑥ 吉津　拓歩③

中大　10.52 東海大　10.58 愛知医大　10.59

東海大　47.75 中大　48.50

(+0.7) 筑波大　20.70 中大　20.79 順大　20.87 順大　20.88 順大　20.89 関学大　20.94 城西大　21.05 中京大　21.14

200m 山下　　潤④ 宮城　辰郎④ 北川　　翔M2 犬塚　　渉④ 木下　裕貴③ 伊里　洋海④ 水久保漱至③ 川端　魁人③

森　　周志①

藤曲　 寛人④　11着　29.10.82
橋本　 龍一④　22着　30.37.79

泉谷　 駿介②　予)4組1着　13.80(-1.6)　Q　　準)DNS
中田　 英駿②　予)5組7着　14.95(-1.2)

1 2 3 4 5 6 7 8

松尾　隆雅③ 宮城　辰郎④ 山下　　潤④ 犬塚　　渉④ 大久保公彦④ デーデーブルーノ② 高橋　周治⑥

(0.0) 筑波大　10.26 東洋大　10.36 中大　10.37 筑波大　10.43 順大　10.44

堀井　遥樹②　新潟医福大　2m15

田中　　　光M1　11位　15m37

寒河江　 翼④　24位　38m78

伊東　 優成④　14位　59m16
石川　　　諒②　18位　58m12
藤本　 圭吾③　20位　57m72

谷場　 雅之M1　12位　69m15

田上　　　駿④　23位　5818点
長井　晃希M2　25位　5557点

天皇賜杯第88回日本学生陸上競技対校選手権大会
男子決勝結果一覧

井上　　　駆M2　予)1組1着　50.42　Q　　準)2組6着　50.56
岩﨑　 崇文④　 予)2組5着　51.17
野中　 渓人M1　予)5組6着　51.46

森下　 舜也③　14着　9.38.35

予)4組2着　38.92　根本③-木下③-犬塚④-北川M2　q
決)泉谷②-木下③-犬塚④-北川M2

予)2組2着　3.09.39　岩﨑④-松岡①-油井M2-染谷④

野中　 廉也③　9位　2m10
角田　 滉貴④　16位　2m05

奥　　　吏玖②　9位　5m10

竹之内優汰③　9位　15m65(+1.0)
大坂　 智哉③　13位　15m47(+0.2)
泉谷　 駿介②　DNS

順大生結果・補足

小澤　 優太④　予)1組5着　10.74(-0.6)
犬塚　　　渉④　予)2組2着　10.49(-0.5)　Q　　準)3組2着　10.61(-1.7)　Q
根本　 万大③　予)DNS

木下　 裕貴③　 予)4組1着　20.95(-0.1)　Q　　準)2組1着　21.21(-1.1)　Q
北川　　　翔M2　予)6組2着　21.06(+0.4)　Q　　準)3組2着　21.13(-0.5)　Q
犬塚　　　渉④　 予)7組1着　20.99(-0.5)　Q　　準)1組2着　21.15(-2.1)　Q

松岡　 知紀①　予)1組5着　47.34

三上　 椋平③　予)4組1着　1.52.01　Q　　準)2組6着　1.55.07
林　　　貴裕④　予)6組2着　1.51.65　Q　　準)3組1着　1.49.00　Q
根本　 大輝②　予)7組4着　1.51.63　q　　 準)1組5着　1.55.24

伊豫田達弥①　予)1組6着　3.52.62
原田　 凌輔②　予)2組4着　3.49.89　q

清水　 颯大③　24着　14.27.03
野口　 雄大③　27着　14.37.18



期日： 令和元年9月12日(木)～15日(日)
場所： 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

200m 齋藤　愛美② 湯淺佳那子④ 宮園　彩恵③

(-1.6) 大阪成蹊大　24.17 日体大　24.19 国士大　24.31 中大　24.54

岩田　優奈④

順大生結果・補足1 2 3 4 5 6 7 8

100m 湯淺佳那子④ 宮園　彩恵③ 齋藤　愛美② 柳谷　朋美③ 安藝奈々美③ 鶴田　玲美④ 壹岐いちこ④ 青野　朱李①

(+0.7) 日体大　11.64 国士大　11.78 大阪成蹊大　11.80 大阪成蹊大　11.85 環太平洋大　11.95 大東大　12.00 立命大　12.00 山梨学大　12.10

安藝奈々美③ 宮﨑亜美香③ 鶴田　玲美④ 吉田　紗弓④

椎谷佳奈子M1

中大　54.31 立命大　55.10 愛知教大　55.44 立教大　55.58 大阪成蹊大　56.04 園田学女大　56.08

岩田　優奈④ 塩見　綾乃② 松本　扶弥④ 浜田　真衣③ 桑原　綾子②

東北大　56.48 新潟医福大　56.99

環太平洋大　24.77 青学大　24.83 大東大　24.90 立命大　24.96

800m
塩見　綾乃② 広田　有紀⑥ 菊地　梨紅④ 菅野　杏奈④ 中村　美宇② 細井　衿菜① 竹内　まり④

400m
姫野万里乃② 佐貫　有彩④

河原田　萌④

立命大　2.04.74 秋田大　2.04.97 順大　2.06.14 福島大　2.07.38 福島大　2.07.42 慶大　2.08.05 早大　2.09.37 京教大　2.13.27

芝本　涼花②

京産大　4.23.02 順大　4.23.35 名城大　4.23.66 名城大　4.23.79 鹿屋体大　4.24.72 福岡大　4.25.59

橋本　奈津④ 菊地　梨紅④ 山本　有真① 和田　有菜② 日隈　彩美④

慶大　4.27.51 佛教大　4.27.74

5000m
佐藤　成葉④ 五島　莉乃④ 和田　有菜② 髙谷　愛奈④ 山本　有真① 工藤　杏華③ 関谷　夏希④

1500m
井手　彩乃③ 樺沢和佳奈③

上田　雪菜④

立命大　15.47.07 中大　15.48.71 名城大　15.49.04 大阪学院大　16.07.93 名城大　16.08.05 日体大　16.08.56 大東大　16.11.37 筑波大　16.11.70

10000m
髙谷　愛奈④ 荒井　優奈① 川村　　楓④

立命大　33.24.98 中大　33.25.65 名城大　33.27.47 大東大　33.29.96 筑波大　33.49.47 大阪学院大　34.06.01

佐藤　成葉④ 五島　莉乃④ 加世田梨花③ 鈴木　優花② 上田　雪菜④

名城大　34.07.92 佛教大　34.11.18

猪岡　真帆②

(-0.4) 立命大　13.40 明大　13.41 筑波大　13.47 青学大　13.54 環太平洋大　13.60 日女体大　13.75 東学大　13.76 中京大　13.89

100mH 田中　佑美③ 藤森　菜那④ 小林　歩未① 金井まるみ④ 芝田　愛花① 竹内　真弥③ 小宮いつき③

400mH
関本　萌香② イブラヒム愛紗③ 小山　佳奈③ 村上　夏美② 大久保　光④ 林　　理紗④ 横田　華恋③ 南澤　明音④

早大　57.74 札幌国際大　58.27 早大　58.93 早大　59.65 日体大　1.00.30 立命大　1.00.45 園田学女大　1.00.54 松本大　1.01.06

沖村　美夏④

大東大　9.59.95 大東大　10.13.49 関西外語大　10.23.21 立命大　10.26.15 東北福祉大　10.26.24 中大　10.26.51

吉村　玲美① 秋山　祐妃③ 西出　優月② 高安　結衣① 三浦　佳奈③

順大　10.35.60 佛教大　10.38.65

駿河台大

45.02 45.28 45.53 45.75 45.76 45.89 46.41 46.41
4×100mR

大阪成蹊大 立命大 甲南大 青学大 福岡大 園田学女大 筑波大

3000mSC
木下友梨菜④ 髙橋　優菜③

愛知教大

3.37.80 3.37.92 3.38.69 3.38.88 3.40.37 3.41.14

大阪成蹊大 立命大 早大 中大 日体大

3.43.01 3.48.14

北小路咲枝①

中京大　47.29.75 順大　47.49.31 同志社女大　47.52.84 同志社大　48.08.86 高知工科大　48.48.74 中京大　48.56.01 国士大　49.17.56 立教大　49.19.65
10000mW

矢来　舞香③ 林　　奈海② 外所　知紗③ 杉山　智香④ 浅野　成美② 立見　真央② 今　かえで②

4×400mR
青学大 園田学女大

中西　美早④

日大　1m78 順大　1m75 日女体大　1m75 日大　1m75

高橋　　渚② 中村　紗華② 青山　夏実④

筑波大　1m70 日女体大　1m70

神田　菜摘③　福岡大　1m78

竹内　　萌③　大東大　1m78
塩崎　泉①　筑波大　3m70

田中　伶奈①　香川大
3m70

坂田　千奈M1　大教大

棒高跳
若園　　茜M1 前川　　淳② 南部　珠璃③ 山本　亜希① 角田ルアニィ③ 安宅　伽織③ 諸田　実咲③

走高跳
梅原　遥奈① 寺谷　諭美M1

水野　舞音④

日女体大　6m28(+1.6) 筑波大　6m23(+1.5) 立命大　6m13(+0.4) 大阪成蹊大　6m07(0.0) 日体大　6m05(+2.0) 福岡大　6m01(+1.0)

竹内　真弥③ 高良　彩花① 山下　友佳④ 河合　栞奈④ 東　　祐希②

鹿屋体大　5m99(+0.4) 岐阜協立大　5m95(+1.5)

筑波大　4m00 日体大　3m90 中京大　3m90 大分大　3m90 慶大　3m80 日体大　3m80 中大　3m80

梅津　彩香②
大阪成蹊大　13m65(+0.3)NGR 東大　13m00(+0.9) 筑波大　12m83(+0.7) 武庫川女子大　12m67(+2.2) 関西大　12m66(+0.6) 青学大　12m62(+0.8) 山形大　12m44(+2.4) びわスポ大　12m39(+1.8)

三段跳
河合　栞奈④ 内山　咲良④ 剱持クリア④ 恵良　和鈴M2 田上　陽菜③ 金子史絵奈② 髙橋かおり④

走幅跳
権瓶明日夏④ 山本　　渚③

大迫　晴香①

九州共立大　16m21 埼玉大　15m83 福岡大　15m29 九州共立大　15m19 筑波大　14m59 日女体大　14m51

郡　菜々佳④ 大野　史佳① 尾山　和華③ 髙橋　由華④ 齋藤　友里④

大体大　14m28 国士大　14m16

岡本　光生①

東女体大　52m71 筑波大　50m61 筑波大　47m43 中京大　46m29 東女体大　45m19 筑波大　44m65 中京大　44m49 東女体大　43m78
円盤投

齋藤　真希① 辻川美乃利M2 半田　水晶④ 森川絵美子④ 酒井梨々華④ アヒンバレティナ② 堀田　葉月③

砲丸投
海老原佑香④ 田村　満孔④

ハンマー投
菊池　美緒② メイン　桜④ 高橋　沙湖④

流経大　61m68 筑波大　60m49NJR 筑波大　60m24 九州共立大　57m12 大体大　57m05 福岡大　54m77

小舘　充華③ 渡邉ももこ① 関口　清乃④ 濵田恵里奈④ 青柳　　栞③

九州共立大　54m00 大体大　53m70

やり投
山下実花子④ 上田　百寧② 桑添　友花③ 武本　紗栄② 井口　華穂M2 中田　寛乃④ 山元　祐季① 後藤明日香④

九州共立大　58m39 福岡大　56m38 筑波大　54m77 大体大　54m68 新潟医福大　53m51 愛知教大　53m12 九州共立大　52m89 筑波大　51m46

大玉　華鈴② 橋本　春菜③ 飯嶌あかり④ シュレスタまや③ 高橋このか④

東学大　5193点 金沢星稜大　5149点

上田紗弥花③ 奥村　彩音③ 藤本　瑠奈③

日体大　5525点 筑波大　5288点 中京大　5264点 筑波大　5259点 東学大　5228点 立命大　5197点

髙橋　 七海②　18位　49m03

天皇賜杯第88回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子決勝結果一覧

予)3組7着　3.53.67　中嶋③-安岡①-中村④-山口①

村上　　　藍①　15着　50.47.08

清野かな子①　NM

塩田　 日海③　16位　3m70

中村　 紗華②　予)5位　12m52(-0.7)　q　　決)10位　12m30(+1.7)

杉田　 実咲④　20位　40m35

菊地　 梨紅④　予)3組2着　2.12.01　Q　　準)1組3着　2.07.09　Q
山口　　　光①　予)5組7着　2.14.12
池崎　 愛里③　予)DNS

佐藤みな実④　予)1組4着　4.32.63
花田　 咲絵③　予)2組4着　4.27.46　q　　決)9着　4.28.34
菊地　 梨紅④　予)3組2着　4.26.66　Q

白石由佳子③　11着　16.23.40

白石由佳子③　12着　34.36.29

上之園結子①　予)8組6着　14.38(0.0)

山本　 唯弥④　予)4組4着　1.00.41　q　　準)1組6着　59.88

七種競技
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順天堂大学陸上競技部 女子監督 鯉川なつえ＜大会要項＞

【期 日】2019年9月29日(日) 9:30スタート

【場 所】千葉県印西市 千葉ニュータウン周回コース（国道464号線・県道千葉ニュータウン南環状線）
・スタート/西の原小学校裏門前（北総線印西牧の原駅から 約徒歩20分）
・ゴール/原山中学校正門前（北総線千葉ニュータウン中央駅から 約徒歩15分）

【競技区間】１区4.8㎞、２区3.3㎞、３区5.6㎞、４区3.9㎞、５区6.7㎞、６区5.6㎞

※ゴール後、原山中学校入り口付近にて部員集合を行います。宜しければお越しください。

第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会のご案内
拝 啓

初秋の候、皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素より本学女子駅伝チームに対し、ご指導ならびにご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会が下記の通り開催されます。

本大会は、23校の大学が、10月27日（日）に仙台にて行われます、第37回全日本大学女子駅伝対校選手権大会の

出場権をかけて競います。（シード校の大東文化大学、東京農業大学を除く上位６校が出場権を獲得）

今年も厳しい戦いになることが予想されますが、1秒を大切にし、全日本への出場権を獲得することができるよう、

チーム一丸となって臨みたいと思います。

ご多忙とは存じますが、お時間がございましたら是非選手の力走する姿を見に足を運んでいただければ幸いです。

ご声援の程、よろしくお願い致します。

【コース概要】

２年松本 奈々
（大阪/大体大浪商高）

１年小野 汐音
(千葉/八千代松陰高)

２年 座間 栞
(千葉/成田高)

１年二川 彩香
(茨城/水城高)

４年菊地 梨紅
(千葉/市立船橋高)

４年佐藤みな実
(東京/順天高)

３年 髙橋 優菜
(岩手/盛岡第四高)

３年 花田 咲絵
(福岡/筑紫女学園高)

３年 白石由佳子
(長崎/長崎南高)

：順天堂大学 学生応援ポイント
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＜応援移動可能ポイント＞

A地点からB地点(約750ｍ)

A地点からB地点(約750ｍ)

＜移動可能ポイント＞

1

2

②西の原中継所

(西の原小学校正門前)③中央南中継所

(印西市役所中央駅前

地域交流館前) ④原山中学校前中継所

(原山中学校正門前)

①西の原東中継所

(西の原小学校裏門前)

ゴール

スタート

A

B

3

4

≪区間≫

スタート：西の原小学校

ゴール：原山中学校 全６区間 ２９．９ｋｍ

各中継点：


