
順天堂大学陸上競技部OB・OG会会報
謹啓
秋冷の候、コロナ禍、皆様益々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。

1年繰り下げた「2020東京オリンピック＆パラリンピック大会」が無事終了しました。代表選手はもとよ
り、大会役員・運営等々に関係した会員の皆様、お疲れ様でした。多くの感動いただき誠にありがとうござ
いました。
さて、コロナ感染症が猛威を振るう中、昨年に引き続き無観客開催で第90回天皇賜盃日本学生陸上競技対
校選手権大会（於；去9月17日～19日・埼玉県熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）が開催され、見事記念大
会に通算２９回目の総合優勝を飾りました。誠におめでとうございます。この快挙に現地にて応援できな
かったことは誠に残念ですが、来年迎える母校陸上競技部７０周年を飾るに素晴らしい結果でした。会員の
皆様と共に慶びたいと存じます。
無観客開催となった全国IH・三重国体も中止とOBOG懇親会も開催できず、本来の活動ができずに忸怩た
る思いをしておりますが、いよいよ駅伝シーズンの到来です。
関東大学女子対校駅伝大会では見事第３位と杜の都仙台での全日本大学女子駅伝大会(10/31)にコマを進め
ております。一方、男子は出雲駅伝(10/10)も間近となり最後の調整に余念がありません。本年度は全日本大
学駅伝(11/7)・箱根駅伝と本来の三大駅伝出場、エース三浦選手を中心に戦力も充実してきており、大いに
期待が膨らみます。
出雲全日本大学選抜駅伝競走大会・全日本大学女子駅伝対校選手権大会（仙台）共に上位入賞、地元島
根・宮城の会員の皆様と共に声援をおくりましょう。
末筆になりましたが、１日も早いコロナウイルス感染症の収束、母校陸上競技部の益々のご発展、さらに、
会員皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げます。
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追伸
「帖佐寛章名誉部長のご高話」のVTR収録は終了し、現在DVDに編集制作中です。もうしばらくお待ちく
ださい。

皆様へお願い
現在、OB・OG 会では会報のペーパーレス化を進めております。今後の会報を

メールで受け取ることに同意いただけます方は事務「juntendoobog@yahoo.co.jp」
までお知らせください。また、紙面では取り上げていない情報につきまして順天堂
大学陸上競技部ホームページのOB・OG のコーナーからご覧いただけます（右QR
コード）。
現在、OBOG会報9月号電子限定版を掲載中です。東京オリンピック・パラリンピッ
クにて活躍した学生、OBの記事、杉林コーチ、青木部長就任ご挨拶等も掲載して
おります。

Facebook の順天堂大学陸上競技部OB・OG 会の公式アカウントにおきましても情
報を配信しております。公式グループアカウントへの参加申請をお願いいたします。

総合優勝、トラック優勝、多種目優勝を果たしたチームの
主務（富永）、主将（中田）、泉谷、住所（左から右へ） 部員から胴上げされる 主将 中田英駿



第90回日本学生陸上対校選手権大会

ー 2021年9月17日（金）～ 19日（日）熊谷スポーツ文化公園 －

日本インカレ総合V！
2年ぶり29回目

皆様の温かい応援とご支援に
心より感謝申し上げます。

山崎 一彦 監督より コメント
「関東インカレ16年ぶり総合優勝、日本選手権、オリンピックで
の活躍。その締めくくりとして臨んだ日本インカレは、オリンピ
アン、追随する学生、学生マネージメントのマリアージュを生ん
で他校を圧巻した。勢力分散型となったインカレは依然と戦い方
が異なってきた。それらにいち早く対応できて嬉しい。」

OBOG会員の皆様へ

日頃より、OBOG会の皆様には、陸上競技部に対して格別のご支援を頂き、厚くお礼申し上げます。
9月17日～19日の3日間、熊谷スポーツ総合公園にて第90回日本学生陸上競技対校選手権大会が開催されました。

男子におきましては、2年ぶり29回目の総合優勝を勝ち取ることができました。個人種目では原田 凌輔(4年：
1500m)、泉谷 駿介(4年：110mH)、三浦 龍司(2年：3000mSC)、3名の優勝をはじめ、計14種目18個の入賞であ
りました。また4×100mRは39秒29で3位入賞を果たすことができました。総合得点は2位の日本大学に31点差の
86点で総合優勝いたしました。
女子におきましては、山口 光(3年：800ｍ)、梅野 倖子(1年：10000mW)、2名の2位入賞をはじめ、計3種目5

個の入賞でありました。総合得点は22点で総合10位という結果でした。今後も一致団結し、さらに上を目指して
いく所存です。
新型コロナによる影響の為、無観客試合となりましたが、埼玉支部の方々も競技運営に携わっていただき、大

会関係者のご尽力で無事に開催されました。学内においても感染対策を万全にし、全部員が力を合わせ、大会に
臨むことが出来ました。今回の経験から学んだことや課題に指導者と選手が向き合い、来年度（京都府にて開催
予定）も総合優勝を勝ち取り連覇を達成できるよう、競技部一同精進していく覚悟であります。
今後とも変わらぬご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

順天堂大学陸上競技部
部 長 青木 和浩

天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会
ご報告と御礼

胴上げで宙に舞う山崎一彦監督



天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会

ー 2021年9月17日（金）～ 19日（日）熊谷スポーツ文化公園 －

大会結果一覧

＜男子＞ ＜女子＞

800m 山口　光③ 2位

1500m 小暮真緒① 8位

梅野倖子① 2位

小出　佳奈① 4位

村上　藍③ 7位

10000mW

その他
詳しい結果は
こちらから→他

＜対校得点＞
男子 総合 1位

トラックの部 1位

フィールドの部 6位

女子 総合 10位
トラックの部 6位

フィールドの部 28位

原田凌輔（４）

1500ｍ 優勝

泉谷駿介(4)

１１０ｍH /走り幅跳び

優勝 NGR / 3位

村竹ラシッド(2)

１１０ｍH 3位

三浦龍司（2）

３０００ｍSC 優勝

住所大翔（４）

10000ｍＷ 2位

奥吏玖（4）

棒高跳び 3位

山口光（3）

800m 2位

梅野倖子（１）

10000mW 2位

瀬尾、木下、宇野、泉谷

4×100mリレー 3位

100m 瀬尾英明③ 6位

800m 根本大樹④ 4位

1500m 原田凌輔④ 優勝

5000m 伊豫田達哉③ 7位

10000m 吉岡智輝④ 8位

泉谷駿介④ 優勝

村竹ラシッド② 3位

400mH 出口晴翔② 4位

三浦龍司② 優勝

服部壮馬① 8位

住所大翔④ 2位

萬壽晴輝② 6位

奥吏玖④ 3位

石丸颯太M１ 7位

走り幅跳び 泉谷駿介④　 3位

三段跳び 外所晴貴③ 6位

ハンマー投げ 石坂奨真③ 6位

十種競技 佐田征義③ 5位

4×100mリレー

瀬尾③

木下M1

宇野②

泉谷④

3位

110mH

3000mSC

10000mW

棒高跳び



令和 3年 10月吉日 

関係者各位 

第 3３回出雲全日本大学選抜駅伝競走 

ご案内 

拝啓 

秋涼の候、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。平素より、陸上競技部へ格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

さて、来る 10月 10日（日）に第 33回出雲全日本大学選抜駅伝競走が下記の要領にて開催されます。 本学は 2大会連続 24回

目の出場となります。本年も昨年同様に 3 大駅伝全て出場となり、駅伝大会初戦となる本大会では、箱根駅伝に向け、良い流れが作

れるようなレースにしたいと考えております。日頃からのご支援に対し、良い結果となるよう頑張る所存でございます。ご声援の程宜しく

お願い申し上げます。 

なお、本学代表選手につきましては別紙資料をご参照頂ければ幸いです。 

敬具 

記 

 

1 日時：令和 3年 10月 10日（日） 12：05スタート 

 

2 場所：ス タ ー ト 出雲大社正面鳥居前（勢溜） 

ゴ ー ル 出雲ドーム前 

 

3 区間：6区間 45.1ｋｍ 

1区（8.0ｋｍ）出雲大社正面鳥居前～出雲市役所・JA しまね前  2区（5.8ｋｍ）出雲市役所・JA しまね前～斐川直江 

3区（8.5ｋｍ）斐川直江～平田中ノ島                  4区（6.2ｋｍ）平田中ノ島～鳶巣コミュニティセンター前 

5区（6.4ｋｍ）鳶巣コミュニティセンター前～島根ワイナリー前   6区（10.2ｋｍ）島根ワイナリー前～出雲ドーム前 

 

4 本学代表選手 

・牧瀬 圭斗（4年 佐賀・白石高校）        ・原田 凌輔（4年 千葉・専修大学松戸高校） 

・吉岡 智輝（4年 佐賀・白石高校）        ・伊豫田達弥（3年 広島・市立舟入高校） 

・四釜 峻佑（3年 山形・山形中央高校）      ・平 駿介  （3年 佐賀・白石高校） 

・野村 優作（3年 和歌山・田辺工業高校）    ・石井 一希（2年 千葉・八千代松陰高校） 

・三浦 龍司（2年 京都・洛南高校）        ・服部 壮馬（1年 京都・洛南高校） 

※10月 9日の出場チーム受付の際に区間オーダーを決定致します。 

 

＊2021年 10月 10日(日)12:00〜 フジテレビ系列にて生中継となります。 

以上 

                                                                 順天堂大学陸上競技部 

                                                                    部長      青木 和浩 

                                                                    監督      山﨑 一彦                                                                                                

                                                                    駅伝監督  長門 俊介 



第 39 回全⽇本⼤学⼥⼦駅伝対校選⼿権⼤会関東地区推薦校選考会ご報告 
  9 ⽉ 25 ⽇(⼟)に相模原ギオンスタジアムで全⽇本⼤学⼥⼦駅伝関東予選会が開催され、
本学は下級⽣中⼼のチーム編成で挑みました。関東 4 枠を 16 校で争う激戦の中、選⼿は
⼤きなプレッシャーがかかるレースとなりましたが、全員が最後まで粘りきり、最終組で
逆転し「総合 3 位」で予選会を通過することができました。 
 皆様より激励および労いのご連絡をいただきましたことを、⼼より御礼申し上げます。 

＜総合成績及び個⼈成績＞ 

【総合成績】              【各組個⼈成績】 

第１位  筑波⼤学   1゜４１′２１″３９  《５０００ｍ 1 組⽬》 

第２位 拓殖⼤学     1゜４１′２５″３６    ⼆川 彩⾹（３年）  １６′５３″４９   ４着 

第３位 順天堂⼤学  １゜４１′３２″０８      ⻤頭このみ（１年）  １７′１１″９６  １１着 

第４位 中央⼤学     １゜４１′３９″０２  《５０００ｍ ２組⽬》 

第５位 東洋⼤学    １゜４１′４２″４１    丹⽻ 瑞希（１年）  １６′５７″７８  ９着 

第６位 亜細亜⼤学  １゜４１′５０″５４    垣内 瑞希（２年）  １７′１９″０２  １５着 

第７位 東京農業⼤学 １゜４２′２１″９９    《５０００ｍ ３組⽬》      

第８位 ⽟川⼤学   １゜４２′２３″３１    ⼩暮 真緒（1 年）  １６′３１″５０  ２着 

(上位４校が全⽇本⼤学⼥⼦駅伝出場権獲得)    ⼭際 夏芽（1 年） １６′３８″３３  ７着 

 

第 39 回全⽇本⼤学⼥⼦駅伝対校選⼿権⼤会 ご案内 

＊エントリー前のため、メンバーは 10/12 以降に HP をご覧ください 

【期 ⽇】2021 年 10 ⽉ 31 ⽇(⽇)  

【コース】スタート  : 弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場） 
フィニッシュ: 仙台市役所前市⺠広場  

1 区(6.6km)  弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）〜仙台育英学園 

2 区(3.9km)  仙台育英学園〜仙台育英学園 

3 区(6.9km)  仙台育英学園〜仙台市太⽩区役所前 

4 区(4.8km)  仙台市太⽩区役所前〜五橋中学校前 

5 区(9.2km)  未定 

6 区(6.7km)  未定                    

《⼥⼦駅伝へのご寄付のお願い》 
⼥⼦駅伝チームの活動⽀援および更なる発展の為、ご協賛・ご⽀援を賜りたく存じます。 
本趣旨にご賛同いただけます場合は、以下の 3つのいずれかの⽅法にてご寄付⾦をご検討 
いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

①OBOG会費「郵便振払込書」を利⽤ 
②現⾦書留を利⽤ 
 〒270-1695千葉県印⻄市平賀学園台 1-1 順天堂⼤学陸上競技部⼥⼦監督 鯉川なつえ 宛 
③銀⾏振込を利⽤ 
 振込先:千葉興業銀⾏ 佐倉⽀店(普)２８４６６１１(名義)順天堂⼤学陸上競技部井上なつえ 
                                       以上 

※新型コロナウイルス感染防⽌の観点より 
無観客で開催されます。沿道での応援や 
観戦については、ご遠慮頂きますよう 
お願い申し上げます。 

 


