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2012年を迎えて
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
はじめに、未曾有の震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。本連合では開催が危ぶまれ
ていた第２９回全日本大学女子駅伝対校選手権大会を仙台市で開催することができました。これはひとえ
に震災直後から大会開催に向けてご尽力いただいた仙台市をはじめとする多くの皆様のおかげであると大
変感謝しております。選手たちが懸命につないだタスキが早期復興を目指す東北、ひいては日本中に勇気
と感動、そして希望を与えたのではないかと思います。
また、ご関係の皆様のご支援・ご指導を受けながら、他の主催事業も無事に終了できましたことを厚く
御礼申し上げます。特に、昨年は第２６回ユニバーシアード競技大会（中国・深圳）が開催され、日本選手
団は金メダル３個をはじめとするメダル９個、入賞８名という結果を残しました。震災の影響で選考レー
スが中止となるなど例年にない環境の中、世界の舞台でしっかりと結果を残した選手のみなさんに敬意を
表したいと思います。また、８０回の節目を迎えた天皇賜盃日本学生陸上競技対校選手権大会が久しぶり
に関東圏を飛び出し九州・熊本での開催となりました。九州での開催は４７回大会以来３３年ぶりのこと
でした。火の国・熊本らしく非常に白熱し、特に男子総合の部においては１位、２位が同点という手に汗
握る素晴らしい大会となりました。
このような２０１１年を終えて２０１２年を迎えました。本年はいよいよ本連合が公益社団法人へと生
まれ変わります。去る１１月１１日に内閣府公益認定等委員会から移行認定相当の答申が出されました。
現在４月１日の移行に向けて最後の準備を進めております。定款、規程等の変更に伴い、会員の皆様には
ご迷惑をおかけすることが多々あるかと思いますが、本連合が今後ますますの発展を遂げていくためにご
協力をお願いしたいと思います。そして１人でも多くの競技者がロンドンオリンピックに羽ばたいてくれ
るような飛躍の年にしていきたいと考えております。
最後になりますが、本年もご関係の皆様には、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、
年初のご挨拶とさせていただきます。

2012年1月

社団法人　日本学生陸上競技連合

　会長　保利　耕輔
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第23回出雲全日本大学選抜駅伝競走大会
主 催：社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
後 援：�文部科学省、島根県、島根県教育委員会、出雲市教育委員会、財団法人島根県体育協会、

フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、山陰中央テレビ、�
山陰中央新報社、エフエム山陰

主 管：出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力：�中国四国学生陸上競技連盟、島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部、�

出雲警察署、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛：富士通株式会社
特別賛助：トヨタ自動車株式会社
期 日：平成23（2011）年10月10日（日・祝）
コ ー ス：スタート・出雲大社正面鳥居前（勢溜）⇒�フィニッシュ・出雲ドーム前� 6区間　44.5km
【優勝監督賞】	

氏名 大学名
酒井　俊幸 東洋大学

【気象条件】
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
13:05 晴れ 25.5℃ 61% 西 2.0m
14:00 晴れ 25.5℃ 65% 西南西 1.7m
15:00 晴れ 25.0℃ 65% 北西 1.0m

【総合成績表】
★：区間新記録　上段：選手氏名　中段：通過記録（順位）　下段：区間記録（順位）

順位 チーム名
記録

第１区（8.0km） 第２区（5.8km） 第３区（7.9km） 第４区（6.2km） 第５区（6.4km） 第６区（10.2km）
出雲大社正面鳥居前〜 出雲市役所前〜 斐川直江〜 平田中ノ島〜 鳶巣コミュニティセンター前〜 島根ワイナリー前〜
出雲市役所前 斐川直江 平田中ノ島 鳶巣コミュニティセンター前 島根ワイナリー前 出雲ドーム前

1 東洋大学�
2:10.43.

柏原　竜二 川上　遼平 設楽　悠太 田中　貴章 市川　孝徳 設楽　啓太
（6）23.21. （3）39.37. （2）1:02.45. （1）1:21.21. （1）1:40.23. （1）2:10.43.
（6）23.21. ★（3）16.16. （1）���23.08. （1）���18.36. （1）���19.02. （5）���30.20.

2 駒澤大学�
2:11.09.

村山　謙太 上野　　渉 攪上　宏光 油布　郁人 久我　和弥 窪田　　忍
（13）23.54. （8）40.06. （7）1:03.44. （5）1:22.30. （3）1:41.39. （2）2:11.09.
（13）23.54. ★（2）16.12. （6）���23.38. （4）���18.46. （2）19.09. （1）29.30.

3 早稲田大学�
2:11.13.

大迫　　傑 矢澤　　曜 山本　修平 三田　裕介 前田　悠貴 平賀　翔太
（3）23.01. （2）39.33. （1）1:02.42. （2）1:21.24. （2）1:40.48. （3）2:11.13.
（3）23.01. （6）16.32. （2）���23.09. （2）���18.42. （3）���19.24. （6）���30.25.

4 東海大学�
2:12.07.

早川　　翼 石川　裕之 刀祢健太郎 中川　　瞭 小松　紀裕 村澤　明伸
（5）23.10. （6）39.54. （6）1:03.39. （6）1:22.36. （5）1:42.27. （4）2:12.07.
（5）23.10. （8）16.44. （7）���23.45. （5）���18.57. （6）���19.51. （2）���29.40.

5 拓殖大学�
2:12.55.

Duncan�Muthee 真家　　尚 野本　大喜 那須　大地 甲斐　優人 John�Maina
（1）22.48. （5）���39.39. （4）�1:03.08. （7）1:22.57. （7）1:43.07. （5）2:12.55.
（1）22.48. （10）16.51. （5）���23.29. （12）��19.49. （9）���20.10. （3）���29.48.

6 日本体育大学�
2:13.09.

矢野　圭吾 福士優太朗 本田　　匠 高田　翔二 高柳　祐也 服部　翔大
（11）23.43. （7）40.01. （5）1:03.24. （3）1:22.09. （4）1:41.50. （6）2:13.09.
（11）23.43. ★（4）16.18. （3）���23.23. （3）���18.45. （4）���19.41. （9）���31.19.

7 明治大学�
2:13.26.

文元　　慧 鎧坂　哲哉 大六野秀畝 廣瀨　大貴 有村　優樹 菊地　賢人
（8）23.32. （1）39.28. （3）1:02.56. （4）1:22.22. （6）1:42.43. （7）2:13.26.
（8）23.32. ★（1）15.56. （4）���23.28. （8）���19.26. （11）��20.21. （7）���30.43.

8 ＩＶＹリーグ�
2:14.33.

Christopher�Landry Scott�Smith Landon�Peacock Andrew�Benford Thomas�Robbins Jonathan�Grey
（9）23.33. （11）40.28. （10）1:04.30. （10）1:23.35. （10）1:44.19. （8）2:14.33.
（9）23.33. （11）16.55. （10）���24.02. （6）����19.05. （14）���20.44. （4）���30.14.

9 中央大学�
2:14.46.

新庄　翔太 代田　修平 須河　宏紀 西嶋　　悠 相場　祐人 塩谷　潤一
（10）23.39. （9）40.10. （9）1:04.01. （9）1:23.34. （9）1:43.24. （9）2:14.46.
（10）23.39. （5）16.31. （8）���23.51. （10）��19.33. （5）���19.50. （10）��31.22.
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順位 チーム名
記録

第１区（8.0km） 第２区（5.8km） 第３区（7.9km） 第４区（6.2km） 第５区（6.4km） 第６区（10.2km）
出雲大社正面鳥居前〜 出雲市役所前〜 斐川直江〜 平田中ノ島〜 鳶巣コミュニティセンター前〜 島根ワイナリー前〜
出雲市役所前 斐川直江 平田中ノ島 鳶巣コミュニティセンター前 島根ワイナリー前 出雲ドーム前

10 青山学院大学�
2:14.49.

出岐　雄大 藤川　拓也 川村　駿吾 川崎　友輝 高橋　宗司 佐藤　研人
（4）23.04. （4）39.38. （8）1:03.45. （8）1:23.22. （8）1:43.13. （10）2:14.49.
（4）23.04. （7）16.34. （12）24.07. （11）19.37. （6）���19.51. （11）���31.36.

11 國學院大學�
2:15.46.

宮澤　公孝 桑原　圭治 荻野　皓平 中山　翔平 大下　稔樹 寺田　夏生
（16）24.24. （14）41.13. （13）1:05.09. （12）1:24.35. （12）1:44.44. （11）2:15.46.
（16）24.24. （9）���16.49. （9）����23.56. （8）����19.26. （8）����20.09. （8）����31.02.

12 京都産業大学�
2:16.41.

野田　一貴 岩内　達郎 奥野　雅史 笹井　　豊 藤井　裕也 妹尾　　陸
（7）23.25. （12）40.32. （12）1:04.55. （11）1:24.15. （11）1:44.28. （12）2:16.41.
（7）23.25. （13）17.07. （13）���24.23. （7）����19.20. （10）���20.13. （13）���32.13.

13 第一工業大学�
2:17.51.

KIRAGU�NJUGUNA 山下　奨平 丸野　大樹 石川　徹平 山元　　綾 飛松　佑輔
（2）22.55. （10）40.10. （11）1:04.45. （13）1:24.37. （13）1:45.04. （13）2:17.51.
（2）22.55. （15）17.15. （14）���24.35. （14）���19.52. （13）���20.27. （16）���32.47.

14 関西学院大学�
2:18.28.

安達　大祐 池田　充伺 上田　浩捷 大野　　淳 山中　浩平 神原龍之介
（17）24.28. （17）41.42. （14）1:05.47. （14）1:25.38. （14）1:46.01. （14）2:18.28.
（17）24.28. （14）17.14. （11）���24.05. （13）���19.51. （12）���20.23. （14）���32.27.

15 日本文理大学�
2:20.04.

畑山　修生 久保　貴寛 原　　知明 古川　勇二 増田　悠大 神志那優輝
（14）24.07. （13）41.10. （15）1:05.58. （15）1:26.24. （15）1:47.12. （15）2:20.04.
（14）24.07. （12）17.03. （16）���24.48. （17）���20.26. （16）���20.48. （18）���32.52.

16 北海道学連�
2:20.40.

藤山　智史 北川　昌宏 手塚　大亮 木村　直也 神　　直之 治田　全貴
（15）24.16. （16）41.38. （16）1:06.23. （16）1:27.24. （16）1:48.13. （16）2:20.40.
（15）24.16. （17）17.22. （15）���24.45. （20）���21.01. （17）���20.49. （14）���32.27.

17 北信越学連�
2:21.44.

稲毛　寛人 中澤　　翔 岩渕　良平 牛木　陽一 鈴木　　挙 伊藤　悠太
（18）24.45. （18）42.03. （18）1:07.32. （17）1:28.04. （17）1:48.55. （17）2:21.44.
（18）24.45. （16）17.18. （18）���25.29. （18）���20.32. （18）���20.51. （17）���32.49.

18 中京大学�
2:22.50.

山口　泰輝 中島　章博 横田　成哉 松田　和真 林　　佑樹 橋本　一樹
（20）26.00. （20）44.26. （20）1:09.36. （20）1:29.32. （20）1:50.40. （18）2:22.50.
（20）26.00. （21）18.26. （17）���25.10. （15）���19.56. （20）���21.08. （12）���32.10.

19 広島大学�
2:23.16.

相葉　直紀 真野　裕史 石川　　篤 佐藤　　好 衣松　英亮 岩藤　博紀
（12）23.53. （15）41.28. （17）1:07.28. （18）1:28.46. （18）1:50.08. （19）2:23.16.
（12）23.53. （18）17.35. （20）���26.00. （21）���21.18. （21）���21.22. （19）���33.08.

20 中国四国学連�
2:24.15.

監物　稔浩 三賀森智哉 岡田　翔治 中岡　裕介 坂本　　章 野々村哲也
（19）25.16. （19）42.52. （19）1:09.00. （19）1:29.22. （19）1:50.09. （20）2:24.15.
（19）25.16. （19）17.36. （21）���26.08. （16）���20.22. （15）���20.47. （20）���34.06.

21 東北学連�
2:26.33.

小野寺　敬 樋渡　翔太 吉田　義宏 伊東　直之 深渡慎一郎 大谷　宗平
（21）26.54. （21）44.49. （21）1:10.26. （21）1:31.13. （21）1:52.15. （21）2:26.33.
（21）26.54. （20）17.55. （19）���25.37. （19）���20.47. （19）���21.02. （21）���34.18.
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＜総合得点＞
実業団　206 点	 ( 男子 102 点・女子 104 点 )	
学 生　168 点	 ( 男子		95 点・	女子		73 点 )	

＜個人賞＞
男子最優秀選手　小谷　優介（学生・立命大）
女子最優秀選手　渡辺　真弓（実業団・東邦銀行）
男 子 敢 闘 選 手 　該当なし
女 子 敢 闘 選 手 　久保瑠里子（実業団・エディオン）
男子最優秀新人選手　該当なし
女子最優秀新人選手　野村　有香（実業団・EAC）

男子

●100m（+1.5）
①◎	10.29　小谷　優介（学生・立命大）
②　	10.46　後藤　乃毅（実業団・大阪ガス）
③　	10.50　内海　祐弥（実業団・山口合同ガス）
④　	10.51　草野　誓也（学生・順大）
⑤　	10.61　佐久間康太（実業団・ジョイフルAC）
⑥　	10.71　吉坂　直人（学生・関学大）

●400m
① 46.66　浦野　晃弘（学生・早大）
② 47.34　長島　正憲（学生・日体大）
③ 47.60　武田　健太（実業団・日本陸送）
④ 47.66　中島　雅達（学生・大東大）
⑤ 47.91　太田　和憲（実業団・サンメッセ）
⑥ 47.97　秋本　真吾（実業団・ぺプトワン）

●800m
① 1.50.43　中村　康宏（学生・筑波大）
② 1.50.57　宮崎　　輝（実業団・自衛隊体育学校）
③ 1.50.67　松本　圭介（学生・日体大）
④ 1.50.88　鷹見　　聡（実業団・スポーツクラブルネサンス）
⑤ 1.51.96　堤　大樹（実業団・自衛隊体育学校）
⑥ 1.52.72　川元　奨（学生・日大）

●110mH（+0.6）
① 13.70　岩船　陽一（実業団・サンメッセ）
② 13.75　矢澤　　航（学生・法大）
③ 13.82　佐藤　大志（学生・青学大）
④ 13.87　飯田　将之（実業団・サンフルーツ大坪）
⑤ 14.03　モーゼス夢（実業団・ミキハウス）
⑥ 14.19　今関　真悟（学生・東海大）

●400mH
① 50.41 小西　勇太（学生・立命大）
② 50.79 出浦　教行（実業団・アムズデザイン）
③ 51.58 矢野　秀樹（実業団・新潟アルビレックス）
④ 51.64 笛木　靖宏（実業団・アムズデザイン）
⑤ 52.45 天野　裕太（学生・至学館大）
⑥ 53.17 小林　　貢（学生・国士大）

●100m+200m+300m+400m
① 1.53.97　実業団（後藤・佐久間・太田・武田）
② 2.04.17　学 生（小谷・草野・浦野・長島）

●走高跳
① 2m14　高張　広海（実業団・日立 ICT）
② 2m14　土屋　　光（実業団・モンテローザ）
③ 2m14　冨山　拓矢（実業団・鶴学園クラブ）
④ 2m11　元吉　雄基（学生・東海大）
⑤ 2m11　尾又　平朗（学生・東海大）
⑥ 2m05　三浦　孝宗（学生・東海大）
︲DNS　醍醐　直幸（オープン・富士通）

●三段跳
① 16m27（+4.0）　長谷川大悟（学生・東海大）
② 16m11（+3.2）　岡部　優真（学生・福岡大）
③ 16m08（︲1.6）　伊藤　太一（学生・筑波大）
④ 16m00（+0.4）　石川　和義（実業団・スポーツ振興財団）
⑤ 15m96（+2.2）　十亀　慎也（実業団・中萩農園）
⑥NM　　　	　　梶川　陽平（実業団・NMT４）
︲15m13	（+0.1）　稲葉　広幸（オープン・大井町役場）

●砲丸投
① 17m14　山田壮太郎（実業団・富士通）
② 16m57　豊里　　健（学生・鹿屋体大）
③ 16m03　鈴木　孝尚（実業団・佐野支援学教）
④ 15m36　中村　太地（学生・国士大）
⑤ 15m25　和地　奏多（実業団・東海大）
⑥ 14m06　大山　祐史（実業団・三重県体協職）

●ハンマー投
① 68m75　土井　宏昭（実業団・ＩＴカンファー）
② 66m58　野口　裕史（実業団・群馬総合ガード）
③ 65m95　赤穂　弘樹（学生・大体大）
④ 65m82　田中　　透（実業団・岐阜県体協職）
⑤ 63m81　柏村　亮太（学生・日大）
⑥ 62m17　中平　圭祐（学生・鹿屋体大）

女子

●100m（+1.2）
①◎	11.57　渡辺　真弓（実業団・東邦銀行）
②	　11.64　和田　麻希（実業団・セブン）
③	　11.78　石田　智子（実業団・長谷川体育施設）
④	　11.96　阿部　瑛美（学生・筑波大）
⑤	　12.04　小尾　麻菜（学生・金沢大）
⑥	　12.07　駒場　沙紀（学生・甲南大）

●400m
① 54.22　蔭山　愛（学生・早大）
② 54.51　佐藤　真有（実業団・東邦銀行）
③ 55.51　上山美紗喜（学生・東大阪大）
④ 55.99　齊　ともみ（実業団・七十七銀行）
⑤ 56.76　木引悠起子（学生・愛教大）
⑥ 59.35　小野　友美（実業団・七十七銀行）

●800m
①◎	2:04.51　久保瑠里子（実業団・エデイオン）
②　	2:07.41　真下まなみ（学生・筑波大）
③　	2:07.75　鈴木真奈美（実業団・山形大職員）
④　	2:09.33　吉澤　彩夏（学生・日体大）
⑤　	2:09.81　須永　千尋（実業団・資生堂）
⑥　	2:14.25　新宮　美歩（学生・東大阪大）

●100mH（+1.5）
① 13.21　野村　有香（実業団・EAC）
② 13.28　木村　文子（実業団・エデイオン）
③ 13.49　伊藤　愛里（学生・関大）
④ 13.51　石野　真美（実業団・長谷川体育施設）
⑤ 13.54　柴村　仁美（学生・早大）
⑥ 13.66　清水　浩実（学生・平成国大）
︲	13.58　柴　　梨沙（オープン・SMS-AC

●400mH
①　57.01　久保倉里美（実業団・新潟アルビレックス）
②　57.45　青木沙弥佳（実業団・東邦銀行）
③　57.97　矢野　美幸（学生・中大）
④　58.13　野村　有香（実業団・EAC）
⑤　58.60　三木　汐莉（学生・東大阪大）
⑥　59.24　千葉　　緑（学生・福島大）
︲	1.00.54　浅岡加世子（オープン・トヨタ自動車）

●100m+200m+300m+400m
①☆ 2.06.36　実業団（和田・渡辺・久保倉・青木）
②　	2.07.94　学 生（阿部・三木・蔭山・矢野）

●走幅跳
① 6m41（+4.8）　髙武　華子（学生・福岡大）
② 6m18（+3.8）　五十嵐麻央（学生・福島大）
③ 6m08（+3.6）　佐藤　芳美（実業団・下関総合支援学教）
④ 6m05（+2.9）　湊　つばさ（実業団・鳥取県教委）
⑤ 5m90（+0.2）　濱島　陽子（実業団・パテックサプライ）
⑥ 5m88（+1.5）　桐山　智衣（学生・中京大）

●円盤投
① 52m87　高橋　亜弓（学生・筑波大）
② 52m17　敷本　　愛（実業団・ｱｰﾍﾞﾝﾄ東向島）
③ 51m16　鈴木　鶴代（実業団・龍水寺）
④ 49m62　菅原　　純（学生・東女体大）
⑤ 47m68　渡邊　　茜（学生・九共大）
⑥ 46m09　春木　理奈（実業団・生光学園）

●やり投
① 54m19　宮下　梨沙（実業団・大阪薫英女学教）
② 50m59　的場葉瑠香（実業団・桃山学院高教）
③ 50m47　助永　仁美（実業団・大体大職）
④ 48m84　佐藤　友佳（学生・東大阪大）
⑤ 45m38　川述　　優（学生・順大）
⑥ 44m11　柴　　奏子（学生・筑波大）

秩父宮賜杯 第51回 実業団・学生対抗陸上競技大会
主 催：社団法人日本学生陸上競技連合、日本実業団陸上競技連合
後 援：文部科学省、厚生労働省、公益財団法人日本陸上競技連盟、神奈川県
　　　　　神奈川県教育委員会、平塚市、平塚市教育委員会
運営協力：神奈川陸上競技協会、東日本実業団陸上競技連盟、関東学生陸上競技連盟
協 賛：ミズノ株式会社
期 日：平成23（2011）年10月15日（土）
場 所：平塚市総合公園平塚競技場� ☆：日本新記録　　◎：大会新記録
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～主な内容～
●カラー
栄光の優勝杯
大会公式プログラム
歴史を彩った名場面
●モノクロ
主催者あいさつ
関係者メッセージ
「実学」₅₀年の歩み
特別座談会「実学」の半世紀とこれから
第１回～第₅₀回大会概要（全成績収録︶
大会資料（一般対学生対抗成績収録︶

実業団・学生対抗
50年史
　陸上競技熱の高まりを受けて始まった「一般対学生」が
1960年（昭和35年）に発展的解消し，「一般対学生」から
秩父宮賜杯を継承拝受して，1961年（昭和36年）に「秩父
宮賜杯実業団・学生対抗陸上競技大会」の第１回大会が小
田原市営城山陸上競技場で開催されました。
　以来，多くの好記録，名勝負を生み出しながら半世紀の
時を経て，2010年（平成22年）に第50回大会を迎えました。
　この節目を記念して，「実業団・学生対抗」を主催する日
本実業団陸上競技連合と社団法人日本学生陸上競技連合
では，「秩父宮賜杯実業団・学生対抗陸上競技大会50年史」
を刊行しました。
　各大会の概要，写真と成績，さらに，大会創設のエピソ
ードなどを盛り込んだ座談会や，トップ選手へのインタビュ
ーなどを収録。日本陸上界を振り返るうえでも貴重な資料と
なる保存版です。

～主な内容～

　陸上競技熱の高まりを受けて始まった「一般対学生」が
1960年（昭和35年）に発展的解消し，「一般対学生」から
秩父宮賜杯を継承拝受して，1961年（昭和36年）に「秩父
宮賜杯実業団・学生対抗陸上競技大会」の第１回大会が小

　以来，多くの好記録，名勝負を生み出しながら半世紀の

　この節目を記念して，「実業団・学生対抗」を主催する日
本実業団陸上競技連合と社団法人日本学生陸上競技連合
では，「秩父宮賜杯実業団・学生対抗陸上競技大会50年史」

　各大会の概要，写真と成績，さらに，大会創設のエピソ
ードなどを盛り込んだ座談会や，トップ選手へのインタビュ
ーなどを収録。日本陸上界を振り返るうえでも貴重な資料と
なる保存版です。

本書は書店ではお求めになれません。ご購入ご希望の方は郵便振替に
て直販価格2360円（本代＋送料）を（株）陸上競技社にご送金ください。
代金引換（2760円）でもご注文を承っております。お電話，またはインタ
ーネットよりご注文ください。
［申し込み先］
●電話　03（5215）8898　（株）陸上競技社　読者サービス係
　受付時間　平日10:30 ～18:00
●インターネットＵＲＬ　http://www.rikujyokyogi.co.jp
●郵便振替口座　 00100-6-83634　（株）陸上競技社

編集・発行 日本実業団陸上競技連合
 社団法人  日本学生陸上競技連合
製　　　作 （株）陸上競技社
体　　　裁 Ｂ５版カバー装，₁₅₂ページ
頒　　　価 ₂₀₀₀円（税別︶，送料₂₆₀円
直　販　価　格 ₂₃₆₀円（代引き価格₂₇₆₀円）
発　　　行 ₂₀₁₀年₁₂月

ご購入の方法

秩父宮賜杯 実業団・学生対抗陸上競技大会
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秩父宮賜杯第 51 回実業団・学生対抗陸上競技大会報告書
学生チーム監督　植田恭史

男子コーチ　栗山佳也
女子コーチ　渡部　誠

秩父宮賜杯第51回実業団・学生対抗陸上競技大会が、平塚市陸上競技場で行われました。夜明け前から降
り続いていた雨が、試合が始まり時間の経過とともに良くなり、関係者一同ほっとした気持ちでした。
今大会は、夏に中国の深圳で行われたユニバーシアード大会と韓国のテグで行われた世界陸上に出場した
選手が参加しており、高記録と好レースが期待されました。対抗戦は、男子がトラック6種目・フィールド4
種目の10種目、女子がトラック6種目・フィールド3種目の9種目で展開されました。
その結果、男子総合得点では学生95点に対し、実業団102点とその差7点と僅差でありました。一方、女子
総合得点では学生73点に対し、実業団104点と大きく水をあけられました。男子対抗では、100ｍの小谷優介
（立命大）、400ｍの浦野晃弘（早大）、800ｍの中村康宏（筑波大）、400ｍＨの小西勇太（立命大）、そして三段
跳びの長谷川大悟（東海大）が優勝しました。三段跳びでは、学生が1位から3位まで占める活躍をしました。
男子チームは、あと一歩のところで総合優勝を逃してしまい大変残念でした。
女子対抗の優勝は、400ｍの蔭山　愛（早大）、走り幅跳びの髙武華子（福岡大）、円盤投げの高橋亜弓（筑波
大）の3種目にとどまりました。学生女子は、種目によって力の差を感じた大会でありました。
大会全体を通してみますと、女子スエーデンリレーで実業団チームが日本新をマーク、男女の100ｍと、
女子800ｍの3種目に大会新記録が誕生するなど、盛り上がりました。その他の種目においても、好記録・高
記録での競技が行われ、無事終了しました。
最後になりましたが、今大会の男子主将を引き受けてくれた小谷優介、女子主将の駒場沙紀（甲南大）には、
チームをまとめてくれたことに感謝しています。そして、早朝から準備してくださった神奈川陸上競技協会、
応援に駆け付けてくれました平塚市の皆さんをはじめ関係者の方々のご支援、ご協力に心より感謝申し上げ、
報告とさせていただきます。
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秩父宮賜杯第 51 回実業団・学生対抗陸上競技大会報告書
男子主将
立命館大学　小谷　優介
女子主将
甲南大学　　駒場　沙紀

平成23年10月15日(土)に神奈川県平塚市総合公園平塚競技場において秩父宮賜杯第51回実業団・学生対抗
陸上競技大会が開催されました。大会前夜から当日の朝にかけて雨が降っていましたが、競技がはじまると
雨が止み天候に悩まされることはありませんでした。
この大会は全日本実業団対抗陸上競技選手権大会と日本学生陸上競技対校選手権大会の上位入賞者から選
抜されます。トップアスリートの戦いなので毎年レベルの高い大会となっています。この大会において学生
チームは実業団チームにここ何年も総合優勝を譲っています。よって今年は実業団チームに勝とうと学生
チームは意気込んでいました。前夜の学生チーム結団式の雰囲気から今年こそは勝てるのではないかと私た
ちは考えていました。しかし、結果は男子・女子ともに実業団チームに敗れてしまい総合優勝をすることが
できませんでした。本当に学生チームのメンバーは悔しい思いをしましたが、この大会を通してもっと強く
ならなければと考えた学生がたくさんいたのではないかと考えます。学生のトップで満足する競技者は少な
いと思います。やはり競技者である以上、日本のトップ、そして世界で活躍できる競技者になりたいと思う
ことは当然です。もちろん、これを達成するためには先輩である実業団の方々に勝たなければなりません。
この大会は、学生にとって良い経験をさせてもらえる大会、また、これからの私たちを鼓舞してくれる大会
であったと考えます。
（小谷）１００ｍにおいて優勝することができました。しかし私の目標としているオリンピックに出場す
るための標準記録を突破することができませんでした。私にとってこの大会は冬季また頑張らなければとい
う強い気持ちを持たせてくれた大会でした。
（駒場）今回このような試合に出場することができ、とても嬉しく思います。学生チームが勝つことを目
標とし、この試合に挑みましたが悔しさの残る結果となりました。しかし普段味わうことのできない雰囲気
や新しい仲間ができたりととても良い経験をさせていただきました。この試合で経験したことを今後生かし
ていけたらとおもいます。

最後になりましたが来年はオリンピック、再来年は世界陸上が開催されます。この大会に出場した競技者
が一人でも多く参加できればと思います。
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第29回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
主 催：社団法人日本学生陸上競技連合、読売新聞社
共 催：仙台市
運営協力：東北学生陸上競技連盟、宮城陸上競技協会、財団法人仙台市スポーツ振興事業団
後 援：文部科学省、宮城県、報知新聞社、日本テレビ放送網、宮城テレビ放送
特別協賛：スターツグループ
協 賛：マイナビ、TOYOTA、Panasonic
協 力：テネリータ
支 援：宮城県警察本部、仙台市交通指導隊、仙台市体育指導委員協議会、仙台市学区民体育振興会連合会
期 日：平成23（2011）年10月23日（日）
コ ー ス：スタート・仙台市陸上競技場　⇒　フィニッシュ・仙台市役所前市民広場� 6区間　38.6km

【優勝監督賞】	
氏名 大学名

井元　章夫 立命館大学

【気象条件】
時刻 天候 気温 湿度 風向・風速
12:10 曇り 26.0℃ 65% 南南東�0.5m/s
14:08 曇り 25.0℃ 55%

【総合成績表】
◎：大会新　★：区間新　上段：選手氏名　中段：通過記録（順位）　下段：区間記録（順位）

順位 チーム名
記録

第１区（5.8km） 第２区（6.8km） 第３区（9.1km） 第４区（4.9km） 第５区（4.0km） 第６区（8.0km）
仙台市陸上競技場〜 仙台市陸上競技場前〜 仙台市太白区役所前〜 西公園こけし塔前〜 ネッツトヨタ仙台黒松店前〜 宮城学院正門前〜
仙台市陸上競技場前 仙台市太白区役所前 西公園こけし塔前 ネッツトヨタ仙台黒松店前 宮城学院正門前 仙台市役所前市民広場

1 立命館大学�
2:06:29.

竹中　理沙 籔下　明音 田中　華絵 池田　睦美 津田　真衣 岩川真知子
（1）� 18 :16 . （1）� 40 :42 . （1）�1:11:14. （1）�1:26:34. （1）�1:40:06. （1）�2:06:29.

★（1）� 18 :16 . （1）� 22 :26 . （3）　�30:32. （1）�　15:20. （3）�　13:32. （2）　26:23.

2 佛教大学�
2:07:47.

渋谷　璃沙 石橋　麻衣 吉本ひかり 前田　彩里 森　知奈美 竹地　志帆
（14）� 19:44. （4）� 42 :12 . （2）�1:12:18. （3）�1:28:17. （2）�1:41:13. （2）�2:07:47.
（14）� 19:44. （2）� 22 :28 . （1）　�30:06. （3）�　15:59. （1）�　12:56. （3）　�26:34.

3 名城大学�
2:07:58.

米津　利奈 髙木　綾女 野村　沙世 浦川有梨奈 池田絵里香 八木　絵里
（5）� 19 :16 . （5）� 42 :16 . （3）�1:12:23. （2）�1:28:16. （3）�1:41:37. （3）�2:07:58.
（5）� 19 :16 . （5）� 23 :00 . （2）　�30:07. （2）�　15:53. （2）�　13:21. （1）　�26:21.

4 京都産業大学�
2:11:00.

古久保亜衣 深海奈々恵 九嶋映莉子 奥野有紀子 海野　佳那 眞尾美乃里
（3）� 19 :02 . （12）� 43:16. （7）�1:13:58. （5）�1:30:12. （7）�1:44:15. （4）�2:11:00.
（3）� 19 :02 . （16）� 24:14. （4）　�30:42. （4）�　16:14. （7）�　14:03. （4）�　26:45.

5 松山大学�
2:11:15.

田村　紀薫 高柳　　恵 藤原なつみ 矢野麻利亜 山岡　礼奈 山上真里枝
（2）� 18 :45 . （2）� 41 :49 . （5）�1:13:57. （7）�1:30:23. （5）�1:43:56. （5）�2:11:15.
（2）� 18 :45 . （6）� 23 :04 . （15）32:08. （8）�　16:26. （4）�　13:33. （5）�　27:19.

6 城西大学�
2:11:35.

片貝　洋美 加藤　美有 井上　　藍 脇田　玲加 橋本　奈海 小坂　明菜
（4）� 19 :10 . （7）� � 42:27. （6）�1:13:57. （6）�1:30:16. （4）�1:43:54. （6）�2:11:35.
（4）� 19 :10 . （10）� 23:17. （12）��31:30. （5）�� �16:19. （5）�� �13:38. （7）�� �27:41.

7 鹿屋体育大学�
2:11:57.

森﨑　千洋 高力　香織 松浦　七実 西田　美咲 崎浜　絵美 藤田　千尋
（7）� 19 :21 . （6）� 42 :17 . （4）�1:13:08. （4）�1:29:41. （6）�1:44:06. （7）�2:11:57.
（7）� 19 :21 . （4）� 22 :56 . （6）�� �30:51. （9）�� �16:33. （15）��14:25. （9）�� �27:51.

8 順天堂大学
2:12:13.

伊澤菜々花 来栖　　梓 北村　沙織 藤石佳奈子 横馬　　岬 矢島　早紀
（9）� 19 :30 . （8）� 42 :44 . （8）�1:14:05. （8）�1:30:30. （8）�1:44:34. （8）�2:12:13.
（9）� 19 :30 . （8）� 23 :14 . （9）�� �31:21. （7）�� �16:25. （8）�� �14:04. （6）�� �27:39.
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順位 チーム名
記録

第１区（5.8km） 第２区（6.8km） 第３区（9.1km） 第４区（4.9km） 第５区（4.0km） 第６区（8.0km）
仙台市陸上競技場〜 仙台市陸上競技場前〜 仙台市太白区役所前〜 西公園こけし塔前〜 ネッツトヨタ仙台黒松店前〜 宮城学院正門前〜
仙台市陸上競技場前 仙台市太白区役所前 西公園こけし塔前 ネッツトヨタ仙台黒松店前 宮城学院正門前 仙台市役所前市民広場

9 白鷗大学�
2:13:11.

小林　美友 菊地　優子 清水　美穂 大江茉莉香 川又　千聖 高田　晴奈
（15）� 19:47. （9）� 42 :53 . （9）�1:14:06. （9）�1:30:46. （9）�1:45:10. （9）�2:13:11.
（16）� 19:47. （7）� 23 :06 . （7）�� �31:13. （10）��16:40. （13）��14:24. （12）��28:01.

10 大阪学院大学�
2:13:22.

万代　美幸 風間　友希 三木　陽子 浅野　里奈 前堂紗弥香 折野　加奈
（10）� 19:31. （14）� 43:22. （12）�1:15:22. （11）�1:31:41. （10）�1:45:29. （10）�2:13:22.
（10）� 19:31. （15）� 23:51. （13）���32:00. （5）�� �16:19. （6）����13:48. （10）���27:53.

11 城西国際大学�
2:13:44.

三浦　舞子 阿部有香里 中村　萌乃 與川　未奈 林　　千冬 星野　純子
（16）� 19:57. （11）� 43:13. （11）�1:14:40. （12）�1:31:41. （12）�1:45:51. （11）�2:13:44.
（17）� 19:57. （9）� � 23:16. （11）���31:27. （14）���17:01. （9）����14:10. （10）���27:53.

12 福岡大学�
2:14:02.

齋藤　真希 坂口　　瞳 肥田木理菜 鳴川　未来 新原　　彩 佐田真里奈
（12）� 19:38. （10）� 43:08. （10）�1:14:33. （10）�1:31:18. （11）�1:45:34. （12）�2:14:02.
（12）� 19:38. （11）� 23:30. （10）���31:25. （12）���16:45. （11）���14:16. （16）���28:28.

13 玉川大学�
2:14:07.

鈴木ひとみ 黒澤　莉楠 人見　綾香 原口佑莉香 有泉　千佳 上條はずき
（13）� 19:39. （13）� 43:19. （13）�1:15:26. （13）�1:32:10. （13）�1:46:25. （13）�2:14:07.
（13）� 19:39. （12）� 23:40. （14）���32:07. （11）���16:44. （10）���14:15. （8）����27:42.

14 関西大学�
2:16:16.

小西　莉穂 小山　夏子 西　真衣香 片平　悠水 西　祐衣香 髙谷　静香
（17）� 20:10. （15）� 43:58. （15）�1:16:37. （14）�1:33:32. （14）�1:47:56. （14）�2:16:16.
（18）� 20:10. （14）� 23:48. （18）���32:39. （13）���16:55. （13）���14:24. （15）���28:20.

15 中央大学�
2:17:22.

峰村いずみ 村元　玲奈 篠塚　麻衣 越谷奈都美 渡辺　美保 新井　由貴
（8）� 19 :26 . （16）� 44:53. （14）�1:15:37. （15）�1:33:38. （15）�1:48:21. （15）�2:17:22.
（8）� 19 :26 . （23）� 25:27. （5）����30:44. （20）���18:01. （19）���14:43. （20）���29:01.

16 東亜大学�
2:18:29.

河名　美穂 高橋　史加 外間　美里 大坪　恭子 安田　祥乃 鈴山　恵里
（20）� 20:38. （21）� 45:38. （17）�1:17:48. （16）�1:35:20. （17）�1:50:12. （16）�2:18:29.
（21）� 20:38. （21）� 25:00. （16）���32:10. （16）���17:32. （21）���14:52. （14）���28:17.

17 岡山大学�
2:18:39.

西脇　　舞 原田　和恵 佐藤あずさ 安藤　朋恵 酒井　詩織 渡部友紀子
（25）� 21:20. （17）� 45:02. （18）�1:17:59. （18）�1:36:00. （18）�1:50:36. （17）�2:18:39.
（26）� 21:20. （13）� 23:42. （19）���32:57. （20）���18:01. （17）���14:36. （13）���28:03.

18 中京大学�
2:18:43.

伊藤　麻央 後藤　麻由 吉川　侑美 白川こずえ 織田祐未香 大城　響子
（24）� 21:16. （23）� 46:06. （19）�1:18:21. （17）�1:35:39. （16）�1:49:55. （18）�2:18:43.
（25）� 21:16. （19）� 24:50. （17）���32:15. （15）���17:18. （11）���14:16. （18）���28:48.

19
立命館アジア�
太平洋大学�
2:20:24.

ｴｽﾀ・ﾜﾝｼﾞｸ ｼﾞｬｼﾝﾀ・ﾜﾝﾌﾞｲ ｼﾞｪｼﾝﾀ・ﾜﾝｸﾞｲ 土取千亜紀 平山怜央奈 福原　佳代
（11）� 19:37. （18）� 45:05. （20）�1:18:32. （20）�1:36:26. （19）�1:51:39. （19）�2:20:24.
（11）� 19:37. （24）� 25:28. （21）���33:27. （19）���17:54. （23）���15:13. （17）���28:45.

20 神戸学院大学�
2:20:44.

大迫　桂子 川﨑茉由子 齋藤　公美 吉岡　千夏 前田　華枝 貞森美彩予
（22）� 20:52. （20）� 45:33. （21）�1:18:48. （21）�1:36:52. （21）�1:51:48. （20）�2:20:44.
（23）� 20:52. （18）� 24:41. （20）���33:15. （22）���18:04. （22）���14:56. （19）���28:56.

21 東北福祉大学�
2:21:10.

石山真紀子 藤原　礼佳 安田　美紗 信夫　香織 森田　麻衣 渋谷　夏希
（18）� 20:37. （19）� 45:30. （22）�1:19:22. （22）�1:36:56. （20）�1:51:39. （21）�2:21:10.
（19）� 20:37. （20）� 24:53. （23）���33:52. （18）���17:34. （19）���14:43. （22）���29:31.

22 新潟大学�
2:23:59.

秋山　　澪 渡辺　杏澪 今野まどか 樋口　久子 嶋野　夏美 三富　可織
（19）� 20:37. （22）� 45:58. （16）�1:17:14. （19）�1:36:15. （22）�1:53:21. （22）�2:23:59.
（20）� 20:37. （22）� 25:21. （8）����31:16. （25）���19:01. （25）���17:06. （24）���30:38.

23 福島大学�
2:26:00.

中田　倭菜 長沢　清佳 亀田　咲絵 浅見真理奈 糸原　　綾 田村　飛鳥
（21）� 20:42. （24）� 47:40. （23）�1:21:31. （23）�1:40:18. （23）�1:54:58. （23）�2:26:00.
（22）� 20:42. （25）� 26:58. （22）���33:51. （23）���18:47. （18）���14:40. （25）���31:02.

24 北海道教育大学2:29:49.

澤向美沙希 戸村　　文 後藤　　萌 白石はるか 長平　奈々 岸　真梨子
（23）� 21:02. （25）� 48:49. （24）�1:24:21. （24）�1:43:12. （24）�1:59:33. （24）�2:29:49.
（24）� 21:02. （26）� 27:47. （25）���35:32. （24）���18:51. （24）���16:21. （23）���30:16.

OP 東北学生選抜�
2:19:27.

及川まりや 鈴木　絢子 二瓶　美沙 片桐　亜子 木村奈津子 萩生田千紗
（東�北� 大） （東�北� 大） （岩�手� 大） （仙�台� 大） （東北学大） （東北学大）
（－）�19:44. （--）� 44 :07 . （--）�1:18:05. （--）�1:35:37. （--）�1:50:05. （--）�2:19:27.
（15）� 19:44. （17）� 24:23. （24）���33:58. （16）���17:32. （16）���14:28. （21）���29:22.

DNF 大東文化大学
田山　絵理 森　智香子 田山　満理 宮本　淳美 渡邉眞由美 岩田　裕子
（6）� 19 :21 . （3）� 42 :11 .
（6）� 19 :21 . （3）� 22 :50 . DNF 16:55. 13:48. 27:35:00.



—10——10—

向 上 と 進 展 平成24（2012）年1月1日第133号

秩父宮賜杯 第43回全日本大学駅伝対校選手権大会
主　　催：社団法人日本学生陸上競技連合、朝日新聞社、テレビ朝日、メ〜テレ
運営協力：東海学生陸上競技連盟、愛知陸上競技協会、三重陸上競技協会
後　　援：文部科学省、愛知県、三重県、名古屋市、伊勢市、日刊スポーツ新聞社
支　　援：愛知県警察本部、三重県警察本部
特別協賛：JAバンク
協　　賛：トヨタ自動車、三菱UFJリース
協　　力：シチズン時計
企画協力：アサツーディ・ケイ
期　　日：平成23（2011）年11月6日（日）
コ ー ス：スタート・�熱海神宮西門前�⇒�フィニッシュ・伊勢神宮内宮宇治橋前� 8区間　106.8km�
【優勝監督賞】	

氏名 大学名
大八木　弘明 駒澤大学

【気象条件】
時刻 地名 天候 気温 湿度 風向 風速
��8時 名古屋 くもり 18.0℃ 98.0％ 北 3.6ｍ
��9時 桑名 くもり 18.0℃ 77.0％ 北北西 1.5ｍ
１0時 四日市 くもり 19.2℃ 90.6％ 北北東 0.6ｍ
11時 鈴鹿 くもり 19.5℃ 87.7％ 南東 0.8ｍ
12時 松阪 くもり 20.1℃ 88.8％ 南東 1.0ｍ
13時 伊勢 くもり 21.0℃ 85.0％ 東南東 0.3ｍ

【総合成績表】
上段：選手氏名　中段：通過記録（順位）　下段：区間記録（順位）

順位 チーム名
記録

第１区（14.6km） 第２区（13.2km） 第３区（9.5km） 第４区（14.0km） 第５区（11.6km） 第６区（12.3km） 第７区（11.9km） 第８区（19.7km）
熱田神宮西門前〜
弥富市筏川橋西詰

弥富市筏川橋西詰〜
川越町高松

川越町高松〜
四日市市六呂見町

四日市市六呂見町〜
鈴鹿市寺家

鈴鹿市寺家〜
津市上浜町

津市上浜町〜
松阪市曽原町

松阪市曽原町〜
松阪市豊原町

松阪市豊原町〜
伊勢神宮内宮宇治橋前

1 駒澤大学
5:15:46.

撹 上� 宏光 村山� 謙太 油布� 郁人 上 野� 渉 久我� 和弥 中村� 匠吾 高瀬� 泰一 窪 田� 忍
（3）� 43:42 . （1）�1:22:05. （1）�1:49:18. （1）�2:30:14. （1）�3:04:29. （1）�3:41:28. （1）�4:16:51. （1）�5:15:46.
（3）� 43:42 . （3）���38:23. （1）���27:13. （1）���40:56. （1）� � 34:15. （3）���36:59. （1）���35:23. （3）���58:55.

2 東洋大学
5:16:19.

設 楽� 啓太 設楽� 悠太 宇野� 博之 川上� 遼平 田中� 貴章 山本� 憲二 市川� 孝徳 柏原� 竜二
（7）� 43:47 . （6）�1:22:43. （2）�1:50:17. （2）�2:31:56. （2）�3:06:37. （2）�3:42:59. （2）�4:18:31. （2）�5:16:19.
（7）� 43:47 . （7）���38:56. （2）���27:34. （3）���41:39. （2）���34:41. （1）���36:22. （2）���35:32. （1）���57:48.

3 早稲田大学
5:21:06.

山 本� 修平 大 迫� 傑 矢 澤� 曜 三田� 裕介 前田� 悠貴 市川� 宗一朗 佐々木�寛文 平賀� 翔太
（12）44:42. （8）�1:23:00. （4）�1:50:39. （3）�2:32:14. （3）�3:07:21. （3）�3:44:34. （3）�4:21:14. （3）�5:21:06.
（12）44:42. （2）���38:18. （3）���27:39. （2）���41:35. （4）���35:07. （6）���37:13. （4）���36:40. （5）� � � 59:52.

4 日本大学
5:21:54.

田 村� 優宝 堂本� 尚寛 高松� 峻平 佐藤� 佑輔 小島� 秀斗 吉田� 貴大 竹ノ内�佳樹 Ｇ・ベンジャミン
（1）� 43:38 . （2）�1:22:28. （8）�1:51:36. （5）�2:33:31. （6）�3:09:08. （6）�3:46:19. （6）�4:23:20. （4）�5:21:54.
（1）� 43:38 . （5）���38:50. （13）��29:08. （4）���41:55. （9）���35:37. （5）���37:11. （6）���37:01. （2）���58:34.

5 中央大学
5:22:21.

西 嶋� 悠 新庄� 翔太 代田� 修平 須河� 宏紀 多 田� 要 大須田� 優二 渥美� 昂大 棟方� 雄己
（8）� 43:48 . （5）�1:22:41. （5）�1:50:58. （4）�2:33:30. （4）�3:08:52. （5）�3:45:51. （4）�4:22:20. （5）�5:22:21.
（8）� 43:48 . （6）� � 38:53. （6）� � 28:17. （6）� � 42:32. （6）���35:22. （3）���36:59. （3）���36:29. （6）�1:00:01.

6 上武大学
5:23:44.

佐 藤� 舜 倉田� 翔平 坂口� 竜成 氏原� 健介 山岸� 宏貴 渡辺� 力将 佐々木�天太 園 田� 隼
（10）44:04. （9）�1:23:49. （9）�1:52:02. （8）�2:34:11. （8）�3:09:23. （4）�3:45:48. （5）�4:23:20. （6）�5:23:44.
（10）44:04. （10）��39:45. （5）���28:13. （5）���42:09. （5）���35:12. （2）� � 36:25. （10）��37:32. （7）�1:00:24.

7 東海大学
5:24:26.

早 川� 翼 吉川� 修司 中 川� 瞭 元村� 大地 刀祢� 健太郎 小松� 紀裕 栗 原� 俊 村澤� 明伸
（2）� 43:40 . （7）�1:22:52. （3）�1:50:39. （6）�2:33:32. （5）�3:08:59. （8）�3:47:28. （8）�4:25:16. （7）�5:24:26.
（2）� 43:40 . （8）���39:12. （4）���27:47. （7）���42:53. （7）���35:27. （12）��38:29. （12）��37:48. （4）���59:10.

8 明治大学
5:26:22.

大六野� 秀畝 鎧坂� 哲哉 有村� 優樹 田中� 勝大 大江� 啓貴 廣瀬� 大貴 細川� 勇介 菊地� 賢人
（4）� 43:45 . （4）�1:22:33. （6）�1:51:01. （9）�2:34:33. （7）�3:09:22. （7）�3:47:06. （7）�4:23:47. （8）�5:26:22.
（4）� 43:45 . （4）���38:48. （7）� 28:28 . （11）43:32. （3）� 34:49 . （7）� 37:44 . （5）� 36:41 . （9）�1:02:35.

9 青山学院大学�
5:27:55.

福 田� 雄 大 出 岐� 雄 大 大谷�遼太郎 高 橋� 宗 司 小 嶺� 篤 志 井 上� 尚 樹 佐 藤� 研 人 横 山� 拓 也
（13）44:48. （3）�1:22:31. （7）�1:51:03. （7）�2:33:57. （9）�3:10:05. （9）�3:48:27. （9）�4:26:15. （9）�5:27:55.
（13）44:48. （1）���37:43. （8）� � 28:32. （8）���42:54. （12）��36:08. （11）��38:22. （12）��37:48. （8）�1:01:40.
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順位 チーム名
記録

第１区（14.6km） 第２区（13.2km） 第３区（9.5km） 第４区（14.0km） 第５区（11.6km） 第６区（12.3km） 第７区（11.9km） 第８区（19.7km）
熱田神宮西門前〜
弥富市筏川橋西詰

弥富市筏川橋西詰〜
川越町高松

川越町高松〜
四日市市六呂見町

四日市市六呂見町〜
鈴鹿市寺家

鈴鹿市寺家〜
津市上浜町

津市上浜町〜
松阪市曽原町

松阪市曽原町〜
松阪市豊原町

松阪市豊原町〜
伊勢神宮内宮宇治橋前

10 城西大学�
5:30:55.

橋 本� 隆光 山口� 浩勢 村山� 紘太 平田� 啓介 山本� 隆司 吉元� 真司 石橋� 佑一 田村� 優典
（11）44:39. （11）1:24:33. （11）1:53:26. （11）2:36:47. （11）3:12:50. （11）3:50:35. （10）4:27:36. （10）5:30:55.
（11）44:39. （12）��39:54. （11）��28:53. （10）��43:21. （11）���36:03. （8）���37:45. （6）����37:01. （11）1:03:19.

11 帝京大学�
5:31:32.

難 波� 幸貴 蛯名� 聡勝 早川� 昇平 神田� 純也 小 山� 司 三田� 和矢 稲葉� 智之 渡邉� 克則
（20）46:33. （16）1:26:02. （13）1:54:49. （13）2:38:08. （12）3:13:41. （12）3:51:47. （12）4:28:57. （11）5:31:32.
（20）46:33. （9）���39:29. （10）��28:47. （9）���43:19. （8）����35:33. （9）����38:06. （9）����37:10. （9）�1:02:35.

12 京都産業大学�
5:32:36.

野 田� 一貴 岩内� 達郎 稲田� 祐己 奥野� 雅史 笹 井� 豊 妹 尾� 陸 黒川� 優気 中 祖� 誠
（9）� 43:56 . （10）1:23:50. （10）1:52:49. （10）2:36:32. （10）3:12:09. （10）3:50:30. （11）4:28:05. （12）5:32:36.
（9）� 43:56 . （12）��39:54. （12）��28:59. （13）��43:43. （9）���35:37. （10）��38:21. （11）��37:35. （16）1:04:31.

13 日本体育大学�
5:33:55.

矢 野� 圭吾 服部� 翔大 福士� 優太朗 本 田� 匠 高柳� 祐也 鈴木� 友也 吉村� 喜一 高田� 翔二
（16）45:24. （14）1:25:17. （12）1:53:49. （12）2:37:39. （13）3:14:36. （13）3:53:14. （13）4:30:17. （13）5:33:55.
（16）45:24. （11）��39:53. （8）���28:32. （15）��43:50. （16）��36:57. （13）��38:38. （8）����37:03. （12）1:03:38.

14 立命館大学
5:38:23.

田 中� 裕之 今﨑� 俊樹 久保� 佑介 吉村� 直人 荒木� 尚馬 南雲� 翔太 谷口� 祐樹 赤 松� 駿
（18）45:30. （15）1:25:58. （14）1:55:26. （14）2:39:08. （14）3:15:48. （14）3:55:04. （14）4:33:51. （14）5:38:23.
（18）45:30. （14）��40:28. （15）��29:28. （12）��43:42. （14）��36:40. （15）��39:16. （19）��38:47. （17）1:04:32.

15 関西学院大学
5:39:36.

小 山� 陽平 上田� 浩捷 大迫� 祥太 池田� 充伺 安達� 大祐 石橋� 優希 山中� 浩平 神原� 龍之介
（23）46:44. （20）1:27:50. （19）1:57:29. （17）2:41:41. （16）3:17:57. （15）3:57:00. （15）4:35:00. （15）5:39:36.
（24）46:44. （15）41:06. （18）��29:39. （18）��44:12. （13）���36:16. （14）��39:03. （15）��38:00. （18）1:04:36.

16 第一工業大学�
5:40:45.

Ｋ・ジュグナ 飛松� 佑輔 山下� 奨平 石川� 徹平 中條� 幸大 横 尾� 剛 松 枝� 拳 山田� 勇基
（6）� 43:47 . （12）1:24:55. （15）1:55:26. （15）2:39:12. （15）3:16:32. （16）3:57:07. （16）4:35:07. （16）5:40:45.
（6）� 43:47 . （16）41:08. （23）��30:31. （14）��43:46. （19）���37:20. （21）���40:35. （15）���38:00. （19）1:05:38.

17 愛知工業大学
5:41:41.

長 坂� 公靖 萱垣� 義樹 伊藤� 晶寛 大 原� 司 山内� 康平 舘林� 洸介 佐野� 恭平 割田� 雄貴
（17）45:26. （19）1:27:40. （21）1:58:06. （20）2:42:53. （18）3:19:48. （18）3:59:11. （18）4:37:58. （17）5:41:41.
（17）45:26. （22）��42:14. （22）��30:26. （19）��44:47. （15）��36:55. （17）��39:23. （19）���38:47. （14）1:03:43.

18 日本文理大学�
5:42:13.

畑 山� 修生 久保� 貴寛 新 田� 凉 増田� 悠大 古川� 勇二 原� 知 明 今坂� 雄一 神志那�優輝
（19）45:52. （17）1:27:03. （17）1:56:35. （19）2:42:45. （20）3:20:32. （20）4:00:04. （19）4:38:30. （18）5:42:13.
（19）45:52. （17）��41:11. （17）���29:32. （25）���46:10. （21）���37:47. （18）���39:32. （17）���38:26. （14）1:03:43.

19 中京大学�
5:43:06.

神 谷� 泰光 橋本� 一樹 松田� 和真 山口� 泰輝 三方� 勇輔 横田� 成哉 芝 田� 遼 田中� 陽介
（24）47:38. （23）1:29:19. （22）1:58:45. （18）2:42:36. （19）3:20:03. （19）3:59:21. （17）4:37:16. （19）5:43:06.
（26）47:38. （20）41:41. （14）��29:26. （16）���43:51. （20）���37:27. （16）���39:18. （14）���37:55. （20）1:05:50.

20 福岡大学�
5:45:26.

中 西� 拓郎 前川� 貴映 別府� 翔太 逸木� 脩平 冨高� 一成 橋口� 貴之 堤 � 渉 後口� 成就
（5）� 43:45 . （13）1:24:56. （16）1:55:57. （16）2:39:52. （17）3:18:36. （17）3:59:10. （20）4:38:36. （20）5:45:26.
（5）� 43:45 . （17）��41:11. （26）���31:01. （17）��43:55. （26）���38:44. （20）���40:34. （22）���39:26. （24）1:06:50.

21 札幌学院大学�
5:49:46.

藤 山� 智史 手塚� 大亮 北川� 昌宏 藤井� 太雅 田端� 智宏 岡 部� 瑛 佐藤� 大貴 治田� 全貴
（15）45:16. （18）1:27:05. （18）1:57:03. （21）2:42:55. （21）3:21:16. （22）4:03:41. （22）4:43:22. （21）5:49:46.
（15）45:16. （21）��41:49. （20）29:58. （24）���45:52. （23）���38:21. （26）���42:25. （23）���39:41. （23）1:06:24.

22 新潟大学
5:52:46.

稲 毛� 寛人 鈴 木� 拳 住 � 柔 金澤� 拓則 星野� 大悟 石原� 宏哉 池上� 慎弥 伊藤� 悠太
（22）46:41. （24）1:29:31. （24）2:00:12. （24）2:45:52. （24）3:24:14. （23）4:05:22. （24）4:46:32. （22）5:52:46.
（22）46:41. （26）��42:50. （24）��30:41. （23）��45:40. （25）��38:22. （23）��41:08. （27）��41:10. （22）1:06:14.

23 広島大学
5:52:46.

相 葉� 直紀 石 川� 篤 真野� 裕史 岩藤� 博紀 佐 藤� 好 高橋� 秀明 石井� 裕也 豊永� 智弘
（14）45:16. （21）1:27:56. （20）1:57:55. （22）2:42:55. （22）3:21:16. （21）4:02:05. （21）4:41:55. （22）5:52:46.
（14）45:16. （25）��42:40. （21）��29:59. （20）��45:00. （23）��38:21. （22）��40:49. （24）��39:50. （27）1:10:51.

24 東北福祉大学�
5:53:09.

池 田� 圭 大泉� 雅史 藤田� 凌介 門脇� 幸汰 鈴木� 芳也 佐藤� 文哉 今野� 雄二郎 住谷� 勇樹
（21）46:36. （22）1:29:09. （23）1:59:53. （23）2:45:18. （23）3:23:24. （24）4:05:28. （23）4:45:38. （24）5:53:09.
（21）46:36. （24）��42:33. （25）��30:44. （22）��45:25. （22）��38:06. （25）��42:04. （26）��40:10. （25）1:07:31.

25 北海道大学�
6:06:15.

中 山� 祐作 草間� 大志 大 屋� 厚 白石� 光平 梅 田� 周 尾崎� 洋輔 真田� 祐樹 柏� 真太郎
（25）50:16. （25）1:34:03. （25）2:06:09. （25）2:54:46. （25）3:34:02. （25）4:17:01. （25）4:56:56. （25）6:06:15.
（27）50:16. （27）43:47. （27）32:06. （27）48:37. （27）39:16. （27）42:59. （25）39:55. （26）1:09:19.

－ 東海学連選抜
5:44:10.

平 岡� 悠 森本� 善智 石坂� 健太 油井� 一成 小塚� 雄介 小川�満太郎 三 浦� 修 鈴 木� 慎
（－）�47:37. （－）�1:29:55. （－）�1:59:35. （－）�2:44:52. （－）�3:22:10. （－）�4:01:46. （－）�4:40:30. （－）�5:44:10.
（25）�47:37. （23）���42:18. （19）���29:40. （21）���45:17. （18）���37:18. （19）���39:36. （18）���38:44. （13）�1:03:40.

－ 東北学連選抜
5:47:45.

小 野寺� 敬 吉田� 義宏 樋渡� 翔太 伊東� 直之 深渡�慎一郎 菅 野� 均 大谷� 宗平 渡辺� 航旗
（－）�46:42. （－）�1:28:12. （－）�1:57:42. （－）�2:44:03. （－）�3:21:13. （－）�4:02:46. （－）�4:41:41. （－）�5:47:45.
（23）�46:42. （19）��41:30. （16）���29:30. （26）���46:21. （17）���37:10. （24）���41:33. （21）���38:55. （21）�1:06:04.
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青木半治杯  2011国際千葉駅伝
主 催：公益財団法人日本陸上競技連盟、千葉県、千葉市、千葉県教育委員会、千葉市教育委員会
競 走 路：千葉県総合スポーツセンター付設マラソンコース
日 時：平成23（2011）年11月23日（水・祝）�
コ�ー�ス：スタート・フィニッシュ�=�千葉県総合スポーツセンター陸上競技場� 6区間　42.195km

【気象条件】
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所
12:00 晴 15.0℃ 68% 北東 1.0m/s 陸上競技場
12:30 晴 15.5℃ 68% 北西 1.2m/s 陸上競技場
13:00 晴 15.5℃ 63% 東北東 2.0m/s 陸上競技場
13:07 晴 16.0℃ 59% 北北東 1.0m/s 陸上競技場
13:30 晴 15.5℃ 63% 南南東 0.5m/s 陸上競技場
14:00 晴 15.5℃ 58% 東北東 0.2m/s 陸上競技場
14:30 曇 15.5℃ 58% 東北東 0.1m/s 陸上競技場
15:00 曇 16.0℃ 59% 南南東 0.4m/s 陸上競技場
FINISH 曇 16.0℃ 59% 南南西 1.0m/s 陸上競技場

Leg�Record�
区間記録

第　1　区 第　2　区 第　3　区 第　4　区 第　5　区 第　6　区
ﾓｰｾﾞｽ�ﾇﾃﾞｨｴﾏ・ﾏｻｲ 小林　祐梨子 ﾃﾞｼﾞｪﾝ・ｹﾞﾌﾞﾚﾒｽｹﾙ ﾍﾞﾗｲﾈｯｼｭ・ﾌｨｶﾄﾞｩ 竹澤　健介 赤羽　有紀子
ケニア 日本 エチオピア エチオピア 日本 日本

13:22. 15:08. 28:20:00. 赤羽　有紀子 28:49:00. 22:39.
日本

15:34.

【総合成績表】
☆：区間タイ　上段：選手氏名　中段：通過記録（順位）　下段：区間記録（順位）
順位 チーム名

記録 第１区（5km） 第２区（5km） 第３区（10km） 第４区（5km） 第５区（10km） 第６区（7.195km）

1
ケニア ﾄｰﾏｽ�ﾌﾟｹﾒｲ・ﾛﾝｺﾞｼﾜ ﾘﾃﾞｨｱ�ﾇｼﾞｪﾘ・ﾏｻｼ ﾊﾟﾄﾘｯｸ�ﾑﾄｩﾝｶﾞ・ﾑｳｨｷｬ ﾎﾟｰﾘﾝ�ﾝｼﾞｪﾘ・ｶﾍﾆｬ ｴﾄﾞｳｨﾝ�ﾆｬﾝﾄﾞｩｼ・ﾓｸｱ ﾊﾟﾒﾗ�ﾁｪｿﾋﾟﾁ・ﾘｿﾚﾝｸﾞ
KEN （1）� 13 :36 . （5）� � 15:58. ◎（1）� � 28:08. （5）�� �16:23. （1）�1:42:19. （1）�2:05:58.

● 2:04:40. （1）� 13 :36 . （5）� 15 :58 . ◎（1）� 28 :08 . （5）� 16 :23 . ◎（1）�� �27:43. （2）�� �22:52.

2
日本 上野　裕一郎 西原　加純 竹澤　健介 小林　祐梨子 鎧坂　哲哉 新谷　仁美
JPN （4）� 13 :40 . （1）� 28 :57 . （2）� 57 :50 . （1）�1:13:36. （2）�1:42:23. （2）�2:04:59.

● 2:04:59. （4）� 13 :40 . （1）� 15 :17 . （3）� 28 :53 . （1）�� �15:46. ◎（2）�� �28:47. ◎（1）�� �22:36.

3
日本学生選抜 大迫　傑 竹中　理沙 窪田　忍 吉本　ひかり 出岐　雄大 野村　沙世

JUT （5）� 13 :41 . （2）� 29 :17 . （4）� 58 :19 . （3）�1:14:08. （3）�1:43:36. （3）�2:07:26.
2:07:26. （5）� 13 :41 . （2）� 15 :36 . （5）� 29 :02 . （2）�� �15:49. （5）�� �29:28. （4）�� �23:50.

4
ロシア ｲｰｺﾞﾘ・ﾆｺﾜｴﾌ ｴﾘｻﾞﾍﾞﾀ ･ ｸﾞﾚﾁｼﾆｺﾜ ｴﾌｹﾞﾆｰ・ﾙｲﾊﾞｺﾌ ｴﾚｰﾅ・ｺﾛﾌﾞｷﾅ ｱﾅﾄﾘｰ・ﾙｲﾊﾞｺﾌ ﾅﾀﾘｱ・ﾎﾟﾌﾟｺﾜ
RUS （2）� 13 :38 . （3）� 29 :29 . （3）� 58 :11 . （4）�1:14:32. （4）�1:43:36. （4）�2:07:56.
2:07:56. （2）� 13 :38 . （4）� 15 :51 . （2）� 28 :42 . （3）�� �16:21. （4）�� �29:04. （7）�� �24:20.

5
アメリカ ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾁｪｾﾚﾄ ｱﾘｼｬ・ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ﾗﾝﾄﾞﾘｰ ｴﾐﾘｰ・ﾌﾞﾗｳﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾏｯｸ ｼﾞｬﾈｯﾄ・ﾁｪﾛﾎﾞﾝ・ﾊﾞｳｺﾑ
USA （3）� 13 :38 . （5）� 29 :53 . （7）� 59 :53 . （6）�1:16:18. （5）�1:45:13. （5）�2:09:06.
2:09:06. （3）� 13 :38 . （10）� 16:15. （7）� 30 :00 . （6）�� �16:25. （3）�� �28:55. （5）�� �23:53.

6
オストラリア ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾆﾊﾟﾚｽ ﾘｰｻ・ｺﾘｶﾞﾝ ﾊﾘｰ・ｻﾏｰｽﾞ ｼﾞｮｰｼﾞｰ・ｸﾗｰｸ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾃﾞｨﾈﾝ ｴﾐﾘｰ・ﾌﾞﾘﾁｬﾁｪｸ
AUS （8）� 14 :12 . （6）� 30 :00 . （5）� 58 :59 . （5）�1:15:27. （6）�1:46:10. （6）�2:09:56.
2:09:56. （8）� 14 :12 . （3）� 15 :48 . （4）� 28 :59 . （7）�� �16:28. （7）�� �30:43. （3）�� �23:46.

7
千葉選抜 佐藤　祐輔 中村　萌乃 尾崎　貴宏 古宮　久美子 久保　俊太 篠塚　麻衣
CHIBA （7）� 14 :01 . （8）� 30 :08 . （8）�1:00:14. （8）�1:16:36. （7）�1:47:38. （7）�2:11:55.
2:11:55. （7）� 14 :01 . （7）� 16 :07 . （9）�� �30:06. （4）�� �16:22. （9）�� �31:02. （6）�� �24:17.

◎区間新記録 (NLR)
○区間タイ記録(ELR)
●大会新記録 (NGR)
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順位 チーム名
記録 第１区（5km） 第２区（5km） 第３区（10km） 第４区（5km） 第５区（10km） 第６区（7.195km）

8
ポーランド ｳｶｼｭ・ｸﾔｳｽｷ ﾘﾃﾞｨｱ・ﾎｴﾂｶ ﾏﾘｳｼｭ・ｷﾞｼﾞﾝｽｷ ｲｳｫﾅ ･ ﾚﾊﾞﾝﾄﾞﾌｽｶ ﾐﾊｳ・ｶﾁﾏﾚｸ ｱｸﾞﾆｭｼｪｶ・ｺﾞﾙﾃﾙ
POL （10）� 14:25. （9）� 30 :38 . （9）�1:00:38. （9）�1:17:20. （9）�1:48:14. （8）�2:12:53.
2:12:53. （10）� 14:25. （9）� 16 :13 . （7）�� �30:00. （10）��16:42. （8）�� �30:54. （8）�� �24:39.

9
ルーマニア ｵﾇﾄ・ｴﾅｹ ﾛｸｻﾅ・ﾋﾞﾙｶ ﾆｺﾗｴ・ｿｱﾚ ｸﾘｽﾃｨﾅ・ﾌﾙﾑｽﾞ ﾏﾘｳｽ・ｲｵﾈｽｸ ﾎﾟｰﾗ・ﾄﾄﾞﾗﾝ
ROU （11）� 14:40. （10）� 30:40. （10）�1:01:11. （10）�1:18:11. （10）�1:48:36. （9）�2:13:39.
2:13:39. （11）� 14:40. （6）� � 16:00. （11）���30:31. （11）���17:00. （6）�� �30:25. （10）��25:03.

10
カナダ ﾃｰﾗｰ・ﾐﾙﾝ ﾃﾞｲﾅ・ﾋﾟﾄﾞﾚｽｷ ﾛﾋﾞﾝ・ﾜﾄｿﾝ ﾅﾀｰｼｬ・ｳｫﾀﾞｸ ﾃﾞﾚｸ・ｽﾅｲﾀﾞｰ ﾗﾆ・ﾏﾙｼｬﾝ
CAN （6）� 13 :53 . （7）� 30 :05 . （6）� 59 :52 . （7）�1:16:24. （8）�1:47:54. （10）�2:13:52.
2:13:52. （6）� 13 :53 . （8）� 16 :12 . （6）� 29 :47 . （9）�� �16:32. （11）���31:30. （12）���25:58.

11
ニュージーランド ﾋｭｰｺﾞ・ﾋﾞｰﾐｯｼｭ ﾚｵﾉﾗ・ﾍﾟﾄﾘﾅ ﾏｼｭｰ・ｽﾐｽ ﾌｨｵﾅ・ｸﾛﾝﾋﾞｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾚｯﾄ ﾘｻ・ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ

NZL （9）� 14 :23 . （11）� 30:50. （12）�1:01:53. （11）�1:18:24. （11）�1:49:36. （11）�2:14:37.
2:14:37. （9）� 14 :23 . （11）� 16:27. （12）���31:03. （8）����16:31. （10）���31:12. （9）�　25:01.

12
チェコ ﾙｶｼｭ・ｺｳﾚｸ ﾓﾆｶ・ﾌﾟﾚｲﾋﾞｽﾎﾊﾞ ﾔﾝ・ｸﾚｲｼﾞﾝｶﾞｰ ｲﾊﾞﾅ・ｾｷﾛﾊﾞ ﾔｸﾌﾞ・ﾊﾞｲｻﾞ ﾊﾟﾌﾞﾗ・ｽﾎﾙﾅ・ﾏﾁｬｿﾊﾞ
CZE （12）� 14:41. （12）� 31:25. （11）�1:01:48. （12）�1:19:17. （12）�1:51:10. （12）�2:16:33.
2:16:33. （12）� 14:41. （12）� 16:44. （10）���30:23. （12）���17:29. （12）���31:53. （11）���25:23.

青木半治杯2011　国際千葉駅伝報告書
☆戦況報告
当日は気温15℃前後で、例年の強い浜風も今年はやや穏やかで、比較的走りやすい天候であったと思います。
　１区大迫選手（早大）はスタート直後から積極的な走りで上位に位置取り、ＪＡＰＡＮの選手の後方に付
けていました。中間点辺りから他の有力選手が脱落する中でも上位に付け、有力なケニア選手にも臆するこ
となく積極果敢に先頭争いをしました。その後3ｋｍ過ぎで少し離されるものの、２位で粘りの走りを見せ
ました。しかし残り0.5ｋｍ地点でロシア・アメリカ選手の猛追に遭い、その後中継所直前ではＪＡＰＡＮ
の選手にもかわされてしまいましたが、僅差の上位での襷リレーとなりました。続く２区竹中選手（立命大）
はＪＡＰＡＮ選手の後ろ姿を追いつつ、アメリカ・ロシア・ケニアと一人ずつ追い抜いて順位を上げていき
ました。前半からハイスピードで飛ばすＪＡＰＡＮにはなかなか追い付けず2位で中継しました。３区窪田
選手（駒大）は３ｋｍ過ぎで３位のロシアに追い付かれ並走しましたが、終始半歩前に立ち応戦していました。
さらにその後方から来たケニア選手には猛スピードで抜き去られ圧倒されるも、ロシア選手相手に粘って３
位争いを展開しました。最後は中継所手前でスパートされてしまい、4位で繋ぎました。４区吉本選手（佛教
大）は前半から快調なペースで飛ばし、ロシアを抜き去り、更に前方のケニア・ＪＡＰＡＮを積極的に追い
かけました。途中先頭のＪＡＰＡＮとの差がやや縮まったかと思われたこともありました。２位ケニアとは
わずか３秒差まで追い詰め３位で、５区へ襷が渡されました。出岐選手（青学大）はケニア選手が攻撃的な
走りでぐんぐん先行していくのを目の当たりにし、少し差を開けられてしましましたが、冷静に自分のペー
スでレースを展開させていきました。中継所直前で後方からロシアが忍び寄り追い込まれますが、３位を死
守し同着中継でアンカーへ勝負が託されました。6区野村選手（名城大）は得意の坂道を淡々と突き進みまし
た。3ｋｍ過ぎにロシア選手が脱落したので、そのまま一気に引き離し、３位でフィニッシュしました。
　この度は日本学生選抜チームを国際千葉駅伝に派遣して頂き、貴重な経験をさせて頂いたことに選手・ス
タッフ一同深く感謝申し上げます。
　今回のチーム編成は伊東監督の下、第80回日本学生陸上競技対校選手権大会・第23回出雲全日本大学選抜
駅伝競走大会・第29回全日本大学女子駅伝対校選手権大会を参考に選考しました。今回は選手全員が順調な
トレーニングを積んで、体調も万全な状態で集まることが出来ました。昨年の日本学生選抜チーム優勝とい
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う結果が周囲の期待を集めていましたが、私たちも日本チームや強豪外国チームを相手に善戦したいと考え
ていました。今回のメンバーは約半数の者が海外レースを体験していたこともあって、選手村に合流してか
らの練習や生活などは冷静に対処できていたと思います。試合前のミーティングでは、「学生らしく挑戦的
に思いっきり走っていくように」と伊東監督から選手に伝えました。
　レースは前半から常に上位で襷が渡り、ＪＡＰＡＮチームや海外の選手たちにも怯むことなく積極的に戦
うことが出来ました。順位は昨年の優勝には劣るものの、フィニッシュタイムは昨年を上回るもので、４年
連続入賞という収穫のあるレースになりました。男女共に大学長距離選手の成長を確かめられ、今後の発展
に繋がる大会であったと思います。
　閉幕時には、監督から「この経験を活かし、４年生は次回ＪＡＰＡＮチームでのレギュラー入りを、また
３年生以下には次回も学生選抜チームの選手に選考され活躍出来るように力を付けていくこと。そしてお互
いに切磋琢磨して学生界を盛り上げていく仲間としてこれからも繋がっていけるように。」とコメントしま
した。選手もスタッフも同様に、今回の入賞の喜びとともに更なる飛躍を誓い合いました。
　事前の手続きやコース下見から大会当日のサポートまで、山下誠先生（玉川大）・原晋先生（青学大）・渡辺
康幸先生（早大）・佐藤洋平先生（名城大）に支援して頂きました。また昨年に引き続き神尾正俊専務理事も
当日は競技場で声援を送って頂き、フィニッシュ後には選手たちを激励して頂きました。有難うございまし
た。
その他本大会参加に際し、日本学生連合の先生方及び関係役員各位のお力添えに感謝し御礼申し上げます。

2011国際千葉駅伝日本学生選抜チーム　　　　　　　
監督　　伊東輝雄（京都産業大学）　　　　　　　　　
コーチ　十倉みゆき（立命館大学）　　　　　　　　　
マネージャー　川上　将平（日本学生陸上競技連合）　
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社団法人日本学生陸上競技連合第86回理事会　議事録
１　開催場所　　日本青年館「501会議室」
２　開催日時　　平成23年12月10日（土）　　15時02分〜 16時08分
３　理事現在数及び定足数
　　　　　　　　現在数20名、定足数14名
４　�出席理事数　15名（うち、委任5名）�
（本人出席）�保利耕輔、関岡康雄、神尾正俊、大西清司、尾縣　貢、阿保雅行、米谷元捷、藤井邦夫、

金子今朝秋、三條俊彦、安藤好郎、栗山佳也、伊東輝雄、和田正信、片峯　隆
（委　　任）靑葉昌幸、澤木啓祐、浅見美弥子、岩壁達男、永井立子
（監事出席）石澤隆夫、黒岩重幸
（オブザーバー出席）岡田　晃、蒲原一之、障子　恵

５　報告事項　　①会務報告について
②平成23年度普通会員について
③新公益法人移行認定申請について
④日本学生ハーフマラソン選手権大会について
⑤全日本大学女子選抜駅伝競走について
⑥『日本学生陸上50傑』編纂について
⑦栄章関係について
⑧次期委員会メンバーについて
⑨その他

　　議　　案　　第1号議案　「平成24年度事業計画案の承認」の件（承認事項）
　　　　　　　　第2号議案　「委員会規程案の承認」の件（承認事項）
　　　　　　　　第3号議案　「平成24年度学生役員候補者の承認」の件（承認事項）
　　　　　　　　第4号議案　「スポーツ安全保険の継続採用の承認」の件（承認事項）
６　会議の概要
(1)定足数の確認等
　冒頭で大西理事・総務委員長より、川村毅名誉会員、井元章夫立命館大学女子陸上競技部監督のご逝去
が報告され、故人のご冥福を祈り黙とうを行った。
その後、大西理事・総務委員長が定足数の充足を確認した。
　定款に基づき、保利会長が議長となり、議事録署名人に三條俊彦理事と栗山佳也理事の2名を指名後、
本会議の成立を宣し、議案の審議に入った。

(2)報告事項
①会務報告について
　神尾専務理事より、資料に基づき競技会結果等について説明があった。
・�日本学生陸上競技個人選手権大会は、男女競歩、女子3000mSC、等の種目において、標準記録の検討が
必要である。
・�全日本大学女子駅伝対校選手権大会では、繰り上げの方法に課題が残った。来年は、第30回であり、記念
事業について今後検討する。
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・�全日本大学駅伝対校選手権大会は、第43回の成績で第44回は枠の入れ替えを行うが、対象地区の出場大
学が同成績であった。
②平成23年度普通会員について
　神尾専務理事より、資料に基づき説明があった。
　・12月10日現在、普通会員は17,878名（男子13,416名、女子4,462名）の入会がある。
③新公益法人移行認定申請について
　大西理事・総務委員長より、資料に基づき説明があった。
　・平成23年11月11日付で公益認定等委員会から移行認定相当の答申が行われた。
　・平成24年4月1日に登記を行い、公益社団法人日本学生陸上競技連合となる。
④日本学生ハーフマラソン選手権大会について
　神尾専務理事から、資料に基づき説明があった。
　・第15回大会から「立川シティハーフマラソン」に併催となり、3月の第1日曜日に開催される。
⑤全日本大学女子選抜駅伝競走について
　神尾専務理事より、開催に向けて関係者と協議中である旨の説明があった。
　�保利会長より、2年休会が続いているので、来年は是非とも開催できるように引き続き事務局で努力を
してほしい旨の発言がった。
⑥『日本学生陸上50傑』編纂について
　神尾専務理事より、この法人の100周年に向けて、内容の充実、資料の拡充を図る旨の説明があった。
⑦栄章関係について
　神尾専務理事より、地区学連からの功労章受章候補者の推薦について、関係理事に依頼した。
⑧次期委員会メンバーについて
　�神尾専務理事より、平成24年4月1日以降の公益社団法人としての組織整備のため、委員会メンバー候補
の選出を平成24年1月中に行うことの説明があり、関係理事に選出作業を依頼した。
⑨その他の１：公益財団法人日本陸上競技連盟秩父宮章
　神尾専務理事より、規程並びに慣例に従い、推薦は保利会長に一任いただきたい旨の説明があった。
⑨その他の２：理事の変更の報告の依頼
　�神尾専務理事より、平成24年度から地区学連において役員改選等の関係で、この法人の最初の理事の候補
者に変更の可能性がある場合の報告について関係理事に依頼した。

(3)議案
①第1号議案　「平成24年度事業計画案の承認」の件（承認事項）
　神尾専務理事より、資料に基づき平成24年度事業計画に関する原案の説明があった。
　保利会長より、次回理事会までには未定や交渉中の部分が具体的になるよう関係者と
の調整を行うよう指示があった。

本議案につき、次の質疑応答があった。
伊東理事：�全日本大学女子駅伝対校選手権大会は、来年、第30回記念大会となるので、参加大学数を増や

してほしい。また、男女の全日本大学駅伝のシードを6位までから8位までに変更してほしい。
神尾専務理事：記念事業として、チーム枠増、海外チームの招聘、記念誌発行を関係者に要望している。
米谷理事：シード数を変えると地区の枠の調整も必要ではないか。
神尾専務理事：基本的には枠増の方向で関係者と交渉する。
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�　審議の結果、本日の協議内容を踏まえて平成24年度事業計画案及び予算案を作成し、次回の第87回理事
会で改めて協議することを、出席理事全員一致で承認した。

②第2号議案　「委員会規程案の承認」の件（承認事項）
大西理事・総務委員長より、委員会規程に関する原案の説明があった。
＜委員会規程案の説明＞
・委員会の種類は、総務委員会、強化委員会、審判指導委員会、女子委員会、医事委員会、財務委員会、
国際委員会の7つとした。各委員会から出された案を基に任務を作成した。委員の人数は、現状最も多
い強化委員会の数に合わせ17名以内とした。検討課題等に取り組みやすくするため、分科会を設ける
ことができるということを明文化した。

本議案につき、次の質疑応答があった。

関岡副会長：�委員の人数17名以内と定款に規定する社員135名との調整はどのようになっているか。
大西理事・総務委員長：委員であっても社員でない場合もあり得る。
関岡副会長：任務については内容が分かりにくい委員会もあるので再考してはどうか。
大西理事・総務委員長：次回の理事会に向けて関係者で再協議する。
保利会長：規程における表現等は技術的なことなので、大西理事・総務委員長に任せることとしたい。
安藤理事：現在のロード競技対策小委員会はなくなるのか。
大西理事・総務委員長：�現時点で強化委員会の中のワーキンググループという位置づけである。規程案では�

分科会となっている。
関岡副会長：�これまで、理事会においてロード競技対策小委員会の提言について検討することが何度かあっ

たが、それは、強化委員会を通じて提出されたものとして取扱っていたという考え方である。

�　審議の結果、必要な修正事項等があれば、次回以降に再提案するという条件で、委員会規程を原案のと
おり決定することを、出席理事全員一致で承認した。

③第3号議案　「平成24年度学生役員候補者の承認」の件（承認事項）
�　佐藤幹事長より、資料の平成24年度学生役員候補者については仮案とし、3月3日までに最終的な案を作
成する旨の説明があった。

�　審議の結果、次回の第87回理事会までに平成24年度学生役員候補者の最終的な案を作成し、改めて協議
することを、出席理事全員一致で承認した。
（�注：平成24年度の学生役員は、現行の学生役員に関する規程を適用し、3月開催予定の総会の決議により
決定する。平成25年度の学生役員については、平成24年4月1日以降施行される新定款の規定により理事
会の決議で決定する。）

④第4号議案　「スポーツ安全保険の継続採用の承認」の件（承認事項）
　大西理事・総務委員長よりスポーツ安全保険の継続採用に関する説明があった。
　＜スポーツ安全保険の説明＞
・加入しているC区分は、1600円から1850円に値上げが行われる。
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本議案につき、次の質疑応答があった。

保利会長：�赤字になるということ掛金改定ということであろうが、スポーツ安全協会の財政状況を確認して�
ほしい。

和田理事：学生に負担を強いることになるので、各地区で説明できるように資料を提供してほしい。

�　審議の結果、スポーツ安全協会に状況確認するとともに地区学連での説明資料を用意する。しかしなが
ら、登録の受付時期等との関係があるので、保険としては、平成23年度に引き続き、平成24年度もスポー
ツ安全保険を採用することを、出席理事全員一致で承認した。

⑤その他（確認事項）
関岡副会長：学生役員の選任の手続きを確認したい。
大西理事・総務委員長：�平成24年度の学生役員は、現行の学生役員に関する規程を適用し、3月開催予定の�

総会の決議により決定する。平成25年度の学生役員については、平成24年4月1日�
以降施行される新定款の規定により理事会の決議で決定する。

　以上をもって議案の審議等を終了したので、16時08分、議長は閉会を宣し、解散した。
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平成２４年度　主催事業・会議等日程（案）
※正式には、2012年3月3日（土）開催の第58回総会で決定となります。

【１．主催事業】
年 月 日 事業名 会場

平成24年
（2012年）

6月 22日（金）〜24日（日）2012日本学生陸上競技個人選手権大会 平塚競技場（神奈川）
9月 7日（金）〜9日（日） 天皇賜盃第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 国立競技場（東京）

10月
8日（月・祝） 第24回出雲全日本大学選抜駅伝 出雲市（島根）
交渉中 秩父宮賜杯第52回実業団・学生対抗陸上競技大会 小田原市（神奈川）
交渉中 第30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 仙台市（宮城）

11月 4日（日） 秩父宮賜杯第44回全日本大学駅伝対校選手権大会 名古屋（愛知）〜伊勢（三重）
12月 未定 第58回指導者会議

平成25年
（2013年） 3月

3日（日） 第16回日本学生ハーフマラソン選手権大会 立川市（東京）
10日（日） 第7回日本学生20km競歩選手権大会 能美市（石川）
交渉中 第16回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 松江市（島根）
未定 第37回学生幹部役員研修会 調整中

未定 第8回全日本大学女子選抜駅伝競走

【２．主要会議】
年 月 日 会議名 会場

平成24年
（2012年）

5月 未定 第1回理事会 調整中
未定 第1回社員総会 調整中

12月 未定 第2回理事会 調整中
平成25年
（2013年） 3月

未定 第3回理事会 調整中
未定 第2回社員総会 調整中

【３．その他事業】
年 月 日 事業名 会場

平成24年
（2012年）

4月 14日（土） 第18回世界学生クロスカントリー選手権（選手団派遣）ウッチ（ポーランド）
11月 23（金・祝） 2012国際千葉駅伝（学生選抜チーム派遣） 千葉市（千葉）

平成25年
（2013年） 2月

10日（日） 第48回千葉国際クロスカントリー大会（共催事業）千葉市（千葉）
23日（土） 第27回福岡国際クロスカントリー大会（共催事業）福岡市（福岡）
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　　【資料3】
　　平成22年度社団法人日本学生陸上競技連合 学生役員（案）

役　職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学 学年 地区学連
幹事長 北野　史子 ｷﾀﾉ　ﾌﾐｺ 日本女子体育大学 4 連　　合

佐藤　由理 ｻﾄｳ　ﾕﾘ 日本女子体育大学 3 連　　合
川上　将平 ｶﾜｶﾐ　ｼｮｳﾍｲ 日本大学 2 連　　合

幹　事 藤田　　光 ﾌｼﾞﾀ　ﾋｶﾙ 北海道大学 3 北 海 道
幹　事 寺川　直樹 ﾃﾗｶﾜ ﾅｵｷ 東北大学 3 東　　北
幹　事 風間実可子 ｶｻﾞﾏ　ﾐｶｺ 日本女子体育大学 4 関　　東
幹　事 関　慶太郎 ｾｷ　ｹｲﾀﾛｳ 日本大学 3 関　　東
幹　事 武藤みかほ ﾑﾄｳ　ﾐｶﾎ 日本女子体育大学 3 関　　東
幹　事 下山　成也 ｼﾓﾔﾏ　ｾｲﾔ 法政大学 4 関　　東
幹　事 野口あやね ﾉｸﾞﾁ　ｱﾔﾈ 駒澤大学 3 関　　東
幹　事 野本　竜馬 ﾉﾓﾄ　ﾘｮｳﾏ 信州大学 3 北 信 越
幹　事 佐々木敏也 ｻｻｷ　ﾄｼﾔ 名城大学 4 東　　海
幹　事 佐久間健地 ｻｸﾏ　ｹﾝｼﾞ 名古屋大学 3 東　　海
幹　事 宿院　　享 ｼｭｸｲﾝ　ｽｽﾑ 京都大学 4 関　　西
幹　事 内藤ちあき ﾅｲﾄｳ　ﾁｱｷ びわこ成蹊スポーツ大学 3 関　　西
幹　事 秋田　祐輔 ｱｷﾀ　ﾕｳｽｹ 甲南大学 3 関　　西
幹　事 松原　栄俊 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 広島大学 3 中国四国
幹　事 北原　寛之 ｷﾀﾊﾗ　ﾋﾛﾕｷ 九州産業大学 3 九　　州

学生役員の正式決定は、3月の理事会、総会となります（議事録の本文参照）。

平成22年度社団法人日本学生陸上競技連合　学生役員（案）

【資料4】
平成22年度(2010年度) 〜平成24年度(2012年度)全日本大学駅伝対校選手権大会
及び全日本大学女子駅伝対校選手権大会の出場基本枠について

資料４

第39回 第40回 第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第25回 第26回 第27回 第28回 第29回 第30回 第31回

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

北海道 1 1 1 1 北海道 1 1 1 1

東北 1 1 2 2 東北 2 2 2 1

関東 6 6 6 6 関東 6 6 6 6

北信越 1 2 1 1 北信越 1 2 1 1

東海 2 2 2 2 東海 2 1 1 2

関西 3 3 3 3 関西 4 4 4 4

中国四国 2 1 1 1 中国四国 1 1 2 2

九州 3 3 3 3 九州 2 2 2 2

※１　入れ替えの年は、前年度の結果によって、複数出場地区の中で最下位の地区の枠を1減とし、単数出場地区の中で最上位の地区の枠を1増とする。

例）2011年度は、2010年度の結果で、東北、関東、東海、関西、九州の中で最下位の地区の枠を1減とし、北海道、北信越、中国四国の中で最上位の地区の枠を1増とする。

※２　見直しの年は、前年度までの3ヵ年分の登録数と結果によって、以下の要領で全地区の枠を決定する。

�子 女子

登録者数 配分校数 基本数 基本枠 登録者数 配分校数 基本数 基本枠

（人） a b a+b （人） a b a+b

1 関東 14,956 41.45% 4.559 4 1 5 1 関東 4,421 36.88% 4.057 4 1 5

2 関西 5,939 16.46% 1.810 2 1 3 2 関西 2,460 20.52% 2.258 2 1 3

3 九州 3,337 9.25% 1.017 1 1 2 3 東海 1,202 10.03% 1.103 1 1 2

4 中国四国 3,446 9.55% 1.050 1 1 2 4 九州 1,061 8.85% 0.974 1 1 2

5 東海 3,034 8.41% 0.925 1 1 2 5 中国四国 1,112 9.28% 1.021 1 1 2

6 東北 1,974 5.47% 0.602 1 1 2 6 東北 730 6.09% 0.670 1 1 2

7 北信越 1,863 5.16% 0.568 1 1 2 7 北海道 524 4.37% 0.481 1 1 2

8 北海道 1,537 4.26% 0.469 0 1 1 8 北信越 476 3.97% 0.437 0 1 1

合計 36,086 11 8 19 合計 11,986 11 8 19

順位得点 延出場校数 平均点 順位得点 延出場校数 平均点

c d c/d c d c/d

1 関東 688 36 19.11 1 関東 416 24 17.33

2 九州 99 9 11.00 2 関西 329 21 15.67

3 関西 94 9 10.44 3 東海 92 7 13.14

4 東海 33 6 5.50 4 九州 61 6 10.17

5 東北 21 4 5.25 6 中国四国 28 4 7.00

6 北信越 17 4 4.25 7 東北 31 6 5.17

7 北海道 12 3 4.00 5 北信越 15 4 3.75

8 中国四国 11 4 2.75 8 北海道 3 3 1.00

合計 975 75 合計 975 75

順位 学連名 平均点 基本枠 2010年枠 2009年枠  順位 学連名 平均点 基本枠 2010年枠 2009年枠

1 関東 19.11 5 6 6  1 関東 17.33 5 6 6

2 九州 11.00 2 3 3  2 関西 15.67 3 4 4

3 関西 10.44 3 3 3  3 東海 13.14 2 2 1

4 東海 5.50 2 2 2  4 九州 10.17 2 2 2

5 東北 5.25 2 2 2  5 中国四国 7.00 2 2 2

6 北信越 4.25 2 1 1  6 東北 5.17 2 1 2

7 北海道 4.00 1 1 1  7 北信越 3.75 1 1 1

8 中国四国 2.75 2 1 1  8 北海道 1.00 2 1 1

合計 19 19 19  合計 19 19 19

割合 割合×11

入
れ
替
え
※
１

入
れ
替
え
※
１

順位

　１．基本枠の配分

　　　各地区にあらかじめ1枠を配分。残りの11校分を登録者数比（3年間）により配分　→　基本枠とする。

学連名順位 学連名 割合 割合×11

　２．地区毎の競技レベルのランク付け

　　　過去3年間の各地区毎の成績（順位）を点数化し、8地区を成績を元に順位をつける。

　　　3年間の成績上位地区の枠数を増やす。同下位地区の枠数を減らす。（上位2校下位から1校ずつ）

　３．順位点を元に枠数の調整（増減）

順位 学連名 順位 学連名

見
直
し
※
２

平成22年度(2010年度)～平成24年度(2012年度)全日本大学駅伝対校選手権大会

及び全日本大学女子駅伝対校選手権大会の出場基本枠について

全日本大学駅伝 全日本大学女子駅伝

地区 地区

入
れ
替
え
※
１

見
直
し
※
２

入
れ
替
え
※
１


