
 

平成27・28年　OBOG会役員平成27・28年　OBOG会役員平成27・28年　OBOG会役員平成27・28年　OBOG会役員
役員 卒年 氏　　名 都道府県 役員 卒年 氏　　名 都道府県

顧問 31 脇  徹 東京都 幹事 59 岡田 康隆 千葉県

顧問 33 小野澤 七郎 群馬県 幹事 59 安田 則男 茨城県

顧問 35 道祖土 正喜 埼玉県 幹事 60 高山 幹人 千葉県

顧問 37 大川 守夫 埼玉県 幹事 H3 居駒 秀保 東京都

顧問 37 大島  索 東京都 幹事 H13 佐藤 隆史 東京都

顧問 41 中馬 光久 宮崎県 幹事 H14 谷口 美幸 埼玉県

会長 40 小出　義雄 千葉県 幹事 H17 吉野 麻理 千葉県

副会長 42 片平 俊夫 福島県 幹事 H22 竹内 菜緒 東京都

副会長・事務局長 42 永野 良一 千葉県 幹事 H22 大西 正裕 千葉県

副会長・外部局員 43 中田 勝偉 千葉県 幹事 H22 林田 章紀 東京都

副会長 44 金子 今朝秋 東京都 ※新任 学内幹事 53 越川 一紀 千葉県

副会長・外部局員 47 木内 敏夫 千葉県 学内幹事 H4 青木 和浩 千葉県

事務局責任者 50 佐久間 和彦 千葉県 学内幹事 H6 山崎　一彦 千葉県

幹事長 53 中村 要一 東京都 学内幹事 H7 鯉川 なつえ 千葉県

副幹事長 59 伊東 謙二 千葉県 事務局 H2 仲村  明 千葉県

幹事・外部局員 42 井上 忠夫 千葉県 事務局 H20院 高梨 雄太 千葉県

幹事 45 宮川 千秋 神奈川県 事務局 H19 長門 俊介 千葉県

幹事・外部局員 47 原田  孝 千葉県 事務局 H13 中丸 信吾 千葉県

幹事 47 松尾 正敏 千葉県 ※新任 監査 47 飯塚　純夫 栃木県 ※新任

幹事 49 永野 和行 神奈川県 監査 63 石原 典泰 千葉県

幹事 56 隅坂 道昭 千葉県 監査 H9 大塚 良彰 千葉県

幹事 58 佐藤 浩二 千葉県

平成26年　OBOG会栄章　受章者平成26年　OBOG会栄章　受章者平成26年　OBOG会栄章　受章者平成26年　OBOG会栄章　受章者

種別 氏名 卒年 支部

特別章 該当者なし

勲功章 金子 今朝秋 44 東京

岸 　博克 47 東京

指導章 久田 敏幸 45 長崎県 H25中学優秀指導者章

南都　　勲 57 秋田

岡田　康隆 59 千葉

勝亦　祐一 H6 静岡

藤森 要 H7 長野県

秋本　純男 H10 宮崎

佐藤　隆史 H13 東京

武藤　千夏羅 H18 千葉

学術文化章 山本　　尚 55 和歌山

平成26年　学生栄章　受章者平成26年　学生栄章　受章者平成26年　学生栄章　受章者平成26年　学生栄章　受章者

種別 氏名 学年

最優秀選手章 川﨑　 和也 4年

伊藤　 美穂 4年

最優秀新人章 男子：山本　 凌雅 1年

男子：油井　 快晴 1年

藤森　 夏美 1年

優秀選手章 石川　 文貴 4年

戸村　　　柊 4年

谷山　 宗敬 4年

三宅　 隆友 4年

松村　 優樹 4年

篠田由貴子 4年

順天堂大学記録章 伊藤　 美穂 4年

第82回日本IC　3000mSC　第5位　10'34"17

2'04"27

H25陸連秩父宮章

東京都中体連陸上競技専門部強化委員長歴任等

H24新潟IH　男子走高跳2位

成績

第83回日本IC　十種競技　優勝　7449点

第83回日本IC　1500m　優勝　4'24"69

世界陸上日本代表選手育成（2011年テグ大会　400ｍH）

H26ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ男子200m優勝、全日中男子200m第2位

業績

H18国体男子800m 4位、H26東海高校駅伝2位等

H25高校優秀指導者章

H20インターハイ男子砲丸投優勝

H26全日中男子走幅跳優勝、国体少年B男子走幅跳優勝

2014日本学生個人選手権　走幅跳　第5位　7ｍ59（追参）

学力向上推進校として研究を進めている

第17回アジア競技大会　三段跳　第8位　15ｍ70
第83回日本IC　三段跳　優勝　16ｍ28

第1回世界リレー4×400ｍR　B決勝2位　3'03"24（2走）
第15回世界ｼﾞｭﾆｱ選手権4×400ｍR　第2位　3'05"11（2走）ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ新

第16回アジアジュニア選手権　円盤投　第3位　46ｍ16
第83回日本IC　円盤投　第3位　47ｍ67

第83回日本IC　棒高跳　第3位　5ｍ10

第83回日本IC　三段跳　第2位　16ｍ20

第82回日本IC　3000mSC　第8位　9'11"59

第83回日本IC　10000ｍ　第4位　29'05"80


