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　新年あけましておめでとうございます。今年は私
ども日本学生陸上競技連合にとって最大課題競技会
として位置づけている、第２９回ユニバーシアード競
技大会（２０１７／８・台北市）また、第１６回世界陸上競
技選手権大会（２０１７／８・ロンドン）が開催される
年です。２０２０年の東京オリンピックを考えた時、学
生競技者各位にはより前向きな気持ちでの新年のス
タートが必要ではないかと思います。昨年の本連合
にとりましては、第９代日本学生陸上競技連合会長 
関岡康雄先生の急逝は信じられない出来事でした。
　９月２日の天皇賜盃第８５回日本学生陸上競技対校
選手権大会開会式では元気な声で会長としてごあい
さつしておられたのに、今でも信じられません。志
し半ばで他界された関岡先生の学生陸上界に対する
情熱を継承し「向上と進展」を目指したより一層の
努力が必要と考えます。
　平成２８年の本連合主催競技会は、３月の理事会に
おいて今年度の主催事業、会議日程等が了承され、
主な主催事業は６月に２０１６日本学生陸上競技個人選
手権大会（平塚市）が開催され桐生祥秀（東洋大）が
日本学生記録１０秒０１、男女１０種目で大会新が誕生し
ました。７月は「２０１６オールスターナイト陸上」と称
して、秩父宮賜杯第５６回実業団・学生対抗陸上競技
大会（平塚市）が開催され、城山正太郎（東海大北海
道）が走幅跳で８ｍの大台に乗せる８ｍ０１をマーク
しました。しかし、学生チームは総合成績では完敗
でした。そして９月の第１週には天皇賜盃第８５回日

本学生陸上競技対校選手権大会（熊谷市）が開催さ
れ、対校では、男子は日本大が５年連続１９回の総合
優勝、女子は大阪成蹊大学が初優勝を飾りました。
駅伝シーズンに入り、第２８回出雲全日本大学選抜駅
伝競走が行われ、青山学院大学が２年連続３回目の
優勝、１０月３０日に「杜の都・仙台」で第３４回全日本大
学女子駅伝対校選手権大会が実施され松山大学が中
国四国勢として初優勝を飾りました。１１月に入り、
秩父宮賜杯第４８回全日本大学駅伝対校選手権大会
が名古屋市から伊勢市で行われ、青山学院大学が初
優勝を遂げました。また新しい事業として７ヒルズ
ロードレース（１１／２０オランダ・ナイメーヘン）に
男子５名女子４名の選手を派遣、伊東監督から素晴
らしい大会であったと報告がありました。年度内事
業としては、平成２９年３月に男女のハーフマラソン
選手権大会（男子：立川市、女子：松江市）と第１１回
日本学生２０㎞競歩選手権大会（能美市）が控えてお
ります。
　平成２９年はユニバーシアード、世界選手権が大き
な目標になります。また本年の天皇賜杯第８６回日本
学生陸上競技対校選手権大会は、北信越学生陸上競
技連盟、一般財団法人福井陸上競技協会の協力を頂
き、福井にて開催されます。関係各位のご理解とご
協力をよろしくお願いします。
　最後になりますが、本年も関係者の皆様にはなお
一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上
げ新年のご挨拶と致します。

会長代行　靑葉　昌幸



2 目　次

公益社団法人 日本学生陸上競技連合
会報 第148号（平成29年１月15日発行）

目　次

新年のご挨拶 ……………………………………………………………………………… 1

【海外派遣】
７ヒルズ・ロードレース2016 ………………………………………………………………… 3

【大会報告】
第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走 ………………………………………………………… 6

第34回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 ………………………………………………… 8

秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 ………………………………………… 11

2016全日本大学女子選抜駅伝競走 …………………………………………………………… 14

【計画発表】
東京マラソン2017　準エリートの部への選手の推薦について …………………………… 16

【会議報告】
第25回理事会 議事録 ………………………………………………………………………… 17

平成28年度 学生役員会議 …………………………………………………………………… 30

【委員会報告】
競技委員会の活動（後期）…………………………………………………………………… 31

強化委員会の活動報告………………………………………………………………………… 32

【告知】
日本学生陸上フォーラム2017（第62回指導者会議）開催要項 …………………………… 33

普通会員数報告………………………………………………………………………………… 34

賛助会員募集／入会報告／編集後記………………………………………………………… 35

向上と進展



3海外派遣

【海外遠征報告】
７ヒルズ・ロードレース2016報告書

報告者　米田勝朗（名城大学）

大 会 名　７ヒルズ・ロードレース
大会期日　2016年11月20日(日)
　　　　　13:00スタート（現地時間）
派遣期間　2016年11月16日(水)〜22日(火)
　　　　　６泊７日（機内１泊）
場 　 所　オランダ共和国　ナイメーヘン
派遣種目　15km
派遣選手（男子５名、女子４名）
　男　子： 鈴木健吾（神奈川大学３年）
 森田歩希（青山学院大学２年）
 中村祐紀（青山学院大学３年）
 富安　央（日本体育大学３年）
 新迫志希（早稲田大学１年）
　女　子： 緒方美咲（松山大学２年）
 赤坂よもぎ（名城大学３年）
 棚池穂乃香（京都産業大学２年）
 古谷　奏（松山大学２年）
派遣スタッフ
　団　　長：澤木啓祐（日本学連副会長）

　監　　督：伊東輝雄（日本学連強化副委員長 京都産業大学）

　コ ー チ：米田勝朗（日本学連強化委員 名城大学）

派遣目的と派遣選手選考について

　これまでユニバーシアード競技大会ハーフマラソ
ンの強化対策として派遣されてきた、ニューカレド
ニア遠征にかわり、今年度からヨーロッパでのロー
ドレースが強化対策の遠征として位置づけられた。
あくまでもユニバ対策としての考え方には変わりは
ないが、より高いレベルのレースにおいて、学生の
力を試すことに重点を置いたものである。
　派遣選手の選考は、第19回日本学生ハーフマラ
ソン選手権、第19回日本学生女子ハーフマラソン
選手権、第85回日本学生陸上競技対校選手権大会
男女5000ｍ、男女10000ｍの結果から行われた。な
お、ユニバーシアードの強化対策であることから、
３年生以下を選考対象とした。

派遣大会について

　今回は毎年11月中旬に、オランダ共和国、ナイ
メーヘン市で行われている15kmのロードレースが
派遣大会とされた。この大会は出場者が40,000人と
いう大規模な大会で、エリートランナーも数多く出
場し、かなりレベルの高いレースであった。コース
については大会名からもわかる通り、７つの丘を越
える設定で、かなりタフなものとなっていた。単純
に速さだけではなく、上り、下りをしっかり走れる
かという強さも求められるコースであった。
■大会結果

【男子】
氏名 所属 順位 記録

J.CHEPTEGEI ウガンダ １位 42 分 08 秒
A.OSMAN エリトリア ２位 43 分 04 秒
H.TEWELDE エリトリア ３位 43 分 06 秒
鈴木健吾 神奈川大学 ８位 44 分 18 秒
森田歩希 青山学院大学 11 位 45 分 24 秒
中村祐紀 青山学院大学 14 位 46 分 10 秒
富安　央 日本体育大学 15 位 46 分 14 秒
新迫志希 早稲田大学 20 位 47 分 36 秒

【女子】
氏名 所属 順位 記録

S.KRUMINS オランダ １位 49 分 30 秒
J.VASTENBURG オランダ ２位 50 分 42 秒
古谷　奏 松山大学 ３位 52 分 10 秒
赤坂よもぎ 名城大学 ４位 52 分 23 秒
棚池穂乃香 京都産業大学 ５位 52 分 41 秒
緒方美咲 松山大学 21 位 57 分 03 秒

全体集合写真
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大会の総括

　大会当日は曇り時々雨で、気温は13℃であった。
寒さはさほど感じなかったが、強風が吹いておりか
なり厳しいコンディションであった。
　男子はウガンダ、エリトリア、ケニア、エチオピア
などから15名ほどのエリートランナーが出場してお
り、スタート直後から強い向かい風の中、速いペース
でレースが展開された。学生たちも3km手前までは
先頭集団についていたが、最初の上り坂に入る3km
過ぎから集団から離れだした。先頭集団は最初の
5kmを14分20秒で通過。学生では鈴木が14分43秒
で、あとの４人は15分20 秒前後の通過であった。
レース中盤もほとんどの選手が強風で苦しむ中、優
勝したウガンダの選手は10kmを28分08秒で通過し
驚異的な走りをみせた。学生の10km通過は鈴木が
29分25秒。あとの選手は30分20秒から31分16秒
の通過となった。最終的なゴールタイムは大会結果
の通りである。優勝したウガンダの選手は、最後の５
kmも14分ちょうどで走っており、あの強風の中で
42分08秒のゴールタイムは世界トップレベルの強さ
を思い知らされるものであった。学生では鈴木が後
半も良く粘り44分18秒で8位に入賞した。
　女子は男子ほどエリートランナーの出場は多くな
く、力のある選手はオランダの選手のみであった。男
子と同時スタートなので男子選手をうまく利用すれ
ば、ある程度のペースでは走れる状況であった。しか
し強風の影響を受け、思った以上にペースが上がら
ない様子であった。女子の先頭であるオランダの選
手は最初の5kmを16分55秒で通過しているのに対
し、学生は古谷と赤坂が17分30秒。10kmは先頭の
選手が33分10秒に対し、古谷が34分44秒、赤坂が
34分53秒であった。最後の5kmでも先頭との差は広

がり、ゴールしてみたら優勝タイムの49分30秒から
遅れること、２分38秒差の３位で古谷がゴールした。
順位だけみれば３位、４位、５位であるが、オランダ
の選手とはタイムで大きく離されており、男子同様、
力の差を感じるものであった。
　レース後の反省会で澤木団長からは、「高低差が約
60ｍあり、アップダウンの多いタフなコースで、さら
に強風という厳しいコンディションであった。この
ようなレースで力を発揮できれば真の強さが証明さ
れる。上り坂を走る技術や下り坂を走る技術を磨い
て、強風に耐えうる強い身体をつくることの必要性
を感じてもらいたい」という話があった。
　学生達もいろいろなことを学ぶことのできた貴重
な経験であったと思う。今回の遠征が、学生長距離
界の競技力向上につながり、さらにはユニバーシ
アード競技大会でのメダル獲得につながっていくこ
とを期待したい。
　以下、選手達のコメントを紹介して本大会の報告
と致します。

神奈川大学　鈴木健吾
　今回は初めての海外遠征となりました。生活、練習、移動、
あらゆる場面で大変さや驚かされることが多く、刺激的でと
ても貴重な経験をさせて頂きました。
　レースの方ではタフなコースで悪条件の中で世界トップレ
ベルの選手の方と一緒に走りましたが全てにおいて力の差を
見せつけられました。来年のユニバーシアード、ハーフマラ
ソンの日本代表となり必ずリベンジしていきたいと強く感じ
たレースでした。どんな環境、コンディションでも結果が残
せるようにこの海外遠征の経験をこれからに生かしていきま
す。派遣して頂きありがとうございました。

青山学院大学　森田歩希
　今回は初めての海外レースということでたくさんの貴重な
経験をすることができました。レース当日までの過ごし方も
日本のレースとは異なり思うようにいかないこともありました
がそんな中でも焦らずに対応するということを経験できまし
た。レース当日はコースもかなりタフなコースで風も向かい
風が強く吹いていてコンディション的には良くなかったので
すが、その中でも海外の選手は平地とほとんど変わらないよ
うなタイムで走っていて自分との力の差を見に染みて感じま
した。しかしこの経験は今後に生きてくると思っているので
まずはこれを生かして来年の箱根駅伝、そしてユニバーシアー
ドの日本代表となれるように練習に励んでいきたいと思いま
す。今回はありがとうございました。

選手たちのコメント

男子のレース風景
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青山学院大学　中村祐紀
　初の海外遠征で、多くの経験ができた。言語や環境の違い、
日本では味わえないレベルの高いレースを走ることができ、
世界とのレベルの違いも痛感した。高いレベルの選手のウォー
ミングアップや過ごし方も近くで感じることができ、海外選
手とのコミュニケーションも取ることができた。また、アップ
ダウンの激しいコースでのレースでこれからの自分自身の駅
伝シーズンにも大きく生かせることかできる経験ができた。
今回のレースで得たものを糧に、今シーズンの駅伝での活躍、
そして来年度のユニバーシアード出場を目標に今後もより一
層練習に励んでいきたい。

日本体育大学　富安　央
　今回は初めての海外レースとなりました、国内の大会とは
違い思い通りにならないことが多くありそのような場合での
調整力が重要だとわかりました。また海外の強い選手と走ら
せていただき自分に足りないものがよくわかったので今後に
いかして来年のユニバーシアードに出場し良い結果を残せる
ようこれからも頑張っていこうと思います。今回は貴重な経
験をさせていただきありがとうございました。

早稲田大学　新迫志希
　今回、私がオランダ遠征で感じたことは圧倒的な世界との
差でした。
　どんな悪天候、悪条件の中でも世界のトップランナーは自
分の持っている力を充分に発揮していました。しかし、私は
自分の力を最大限発揮することができませんでした。そして、
距離が伸びれば伸びるほどその差は広がっていくばかりでし
た。それを改めて肌で感じることができたレースでした。
　また、これから箱根駅伝に向けてこの経験を活かしたいと
考えています。

松山大学　緒方美咲
　オランダ遠征へ行かせていただきありがとうございました。
気候やレースのコースも日本とは違いましたし、普段の生活
も走っているときも感じることは多くありました。外国の方と
のコミュニケーションは楽しかったです。良い経験をさせて
いただきました。私は今回、21位と結果はついてきませんで
したが、この経験を絶対次にいかしたいと思っています。今
回のオランダ遠征で来年のユニバーシアードへの気持ちが
もっと強くなりましたし、出るだけではなく、メダルを狙いに

行きたいと思います。今回は本当にありがとうございました。

名城大学　赤坂よもぎ
　今回、ロードレースを走らせて頂いて改めて世界で戦うに
は始めから先頭集団で展開する事が大切だと思いました。前
半から先頭とは離れた集団で走りましたが、このレースのよ
うに起伏が多いコースでは前が見えないと追いつく事が難し
いと感じました。さらには厳しいコンディションの中で力を
出し切る強さを身につけることが大事だと感じました。海外
の地で日本学生代表として走ることが出来て改めて世界で通
用する選手になりたいと強く思いました。また、上り坂を走
る技術や一人で速いペースに持ち込んでいく力が足りないと
感じました。
　これから、富士山駅伝をはじめとする駅伝やトラックのレー
スをいかして上り坂を走り、スピード持久力をつけていきま
す。この経験を必ず台湾のユニバーシアードに生かすべく目
標を明確に強い意思を持ってやっていきます。今回は貴重な
経験をさせて頂き誠にありがとうございました。

京都産業大学　棚池穂乃香
　今回２回目の海外での試合でしたが日本代表で行くのは初
めてでした。
　日本学生代表として走る貴重な体験をさせていただきすご
く感謝の気持ちでいっぱいです。
　海外の選手や日本選手団と一緒に走ってたくさん刺激をも
らってもっと上を目指して頑張ろう。そして来年ユニバーシ
アードに行って勝負がしたいと強く思えた１週間でした。富
士山駅伝やこれからのレースに繋がる走りができたのでしっ
かり自信を持ってこれからの練習に取り組んで行きます。他
校の方の食事の仕方やアップやケアなどを見て学んだ事をこ
れからに生かして行きたいです。
　そして来年ユニバーシアードの出場権を勝ち取ります。

松山大学　古谷　奏
　今回は、初めての海外遠征となりました。海外で初めて顔
を合わしたメンバーと生活やレースをする中で多くのことを学
ばせていただきました。今回のロードレースのコースは起伏が
激しいコースだったので、今の自分の課題も明確になりました。
来年にはユニバーシアードが開催されるので、世界の選手と
戦える力をつけていきます。ありがとうございました。

女子のレース風景。左から棚池、古谷、赤坂 ナイメーヘン駅にて

古谷選手表彰式
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【大会報告】
第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走

常任幹事　蔵並　香　駅伝シーズンの幕開けとなる出雲全日本大学選抜
駅伝競走が１０月１０日(月)体育の日、島根県の出雲大
社正面鳥居前から出雲ドーム前までの全６区間４５.１
㎞で行われました。当日は空がきりっと秋晴れに澄
み上がる出雲路で、前回大会でシード権を獲得した
青山学院大学、山梨学院大学、駒澤大学をはじめとす
る全２０チームが激しい優勝争いを繰り広げました。
　今大会は、前回大会の覇者青山学院大学の連覇か、
それともスーパールーキーが多数入部した東海大学
が８年ぶりの優勝を手にするのか、それとも最強留
学生ドミニク・ニャイロが控える山梨学院大学が優
勝を掴み取るのか注目が集まりました。
　青山学院大学は、１区に１年生の鈴木塁人を起用
するも５位と出遅れました。その間、東海大学は１区
から３区までをルーキーの鬼塚翔大、館澤亨次、關颯
人が４区の川端千都に先頭でたすきをつなぐ快走を
見せ、観客に驚きと興奮を与えました。しかし、青山
学院大学は２区で田村和希、５区で安藤悠哉が区間
賞を獲得し、トップでアンカーのエース一色恭志へ
とトップでたすきをつなぎました。その２秒後に東
海大学、１分後に山梨学院大学と続き、優勝争いはア
ンカー６区までもつれこみました。その６区を走る
のは各大学エース、一色恭志（青山学院大学）、湊谷
春紀（東海大学）、ドミニク・ニャイロ（山梨学院大学）

です。トップで一色がたすきを受けとると安定した
走りで東海大学を大きく引き離します。続くニャイ
ロが驚異のスピードで東海大学を追いぬき、前を行
く一色を追いかけましたが、一色が逃げ切り、前大会
に続き優勝を果たしました。その後、ニャイロは１分
の差を３０秒ほどに縮める区間賞の走りで、山梨学院
大学を２位へ導きました。
　その後ろは東海大学、中央学院大学と続き、好成
績が期待されていた駒澤大学は５位、東洋大学は９
位と波乱の展開となりました。
　なお、今大会で特に活躍を見せたのは、各大学の
ルーキーです。先述した東海大学のスーパールー
キー關、鬼塚、館澤は２０１５年度高校生５０００ｍランキ
ングにおいて８位・１２位・１８位と素晴らしい実績を
挙げ、今年度日本インカレ５０００ｍにおいても１年生
ながら關・鬼塚は７位・８位と入賞を果たすなど素

出雲大社正面鳥居前から20チームがスタート

１区を制したのは日本体育
大学の小松巧弥

青山学院大学は２区・田村和希の区間賞の走りで一旦
首位に

３区では東海大学の關颯人が区間賞の走りを見せ
トップに
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晴らしい活躍を果たしています。また、鈴木塁人（青
山学院大学）、高砂大地（中央学院大学）も素晴らし
い走りを見せ、各大学の上位入賞に大きく貢献しま
した。彼らスーパールーキーと呼ばれる１年生たち
が今後、大学でその力をさらに伸ばし、学生陸上界を
向上、発展させていくことを期待します。
　なお、こうして無事に大会を開催することが出来

たのも、主催の出雲市、
ご協賛いただいている
富士通株式会社、ご協
力いただいている出雲
全日本大学選抜駅伝競
走組織委員会をはじめ、多くの方々のご協力があっ
てのことと、深く感謝する次第です。来年度以降も素

晴らしい大会を目指して
いきますので、何卒よろ
しくお願いいたします。

■総合成績
①青山学院大 （鈴木塁人，田村和希，下田裕太，茂木亮太，安藤悠哉，一色恭志） ２.１０.０９
②山梨学院大 （上田健太，秦　将吾，佐藤孝哉，市谷龍太郎，永戸　聖，Ｄ.ニャイロ） ２.１０.４０
③東海大 （鬼塚翔太，館澤亨次，關　颯人，川端千都，三上嵩斗，湊谷春紀） ２.１１.１３
④中央学院大 （横川　巧，新井翔理，大森　澪，村上優輝，廣　佳樹，高砂大地） ２.１２.０８
⑤駒澤大 （西山雄介，高本真樹，工藤有生，下　史典，浅石祐史，大塚祥平） ２.１２.２０
⑥日本体育大 （小松巧弥，宮㟢勇将，富安　央，室伏穂高，吉田亮壱，小野木俊） ２.１２.４２
⑦順天堂大 （西澤卓弥，栃木　渡，塩尻和也，金原弘直，野田一輝，作田直也） ２.１３.０７
⑧早稲田大 （平　和真，新迫志希，武田凜太郎，鈴木洋平，光延　誠，井戸浩貴） ２.１４.２０
⑨東洋大 （櫻岡　駿，中村　駆，服部弾馬，渡邉奏太，野村峻哉，山本采矢） ２.１４.２５
⑩帝京大 （内田直斗，岩佐壱誠，畔上和弥，宇佐美聖也，新関友基，佐藤諒太） ２.１５.５２
⑪京都産業大 （元木駿介，奥村杏平，寺西雅俊，島田将志，宮下朝光，大貫陽嵩） ２.１６.２４
⑫広島経済大 （大下浩平，堀尾和弥，大沼　優，山本啓輔，藤井貴大，藤原　舜） ２.１９.０１
⑬第一工業大 （Ｇ.ギチア，淵之上佑樹，城ヶ㟢大地，平　鴻汰，屋富祖光佑，中村智明） ２.１９.２１
⑭米国ＩＶＹリーグ選抜 （Ｈ.スターリング，Ｊ.グレゴリック，Ｃ.ベンツセン，Ｓ.マンガン，Ｗ.ジョーヘーガン，Ｊ.シエンコ） ２.２０.１９
⑮愛知工業大 （柗井駿佑，唐澤研太，生川智章，植松達也，児玉勘太，吉田新規） ２.２０.２６
⑯北海道学連選抜 （滋野聖也，酒井洋明，原　由幸，藤沢　郡，神内優史，松舘悠斗） ２.２０.２８
⑰日本文理大 （北村宙夢，副島将平，與儀達朗，増田晃大，西山容平，大竹宏和） ２.２０.３４
⑱中国四国学連選抜 （南隆之介，江浪修平，井野口慎之輔，浅野良太，森重恒太，藤井圭太） ２.２１.３３
⑲東北学連選抜 （原田郁丸，笠間淳平，本間涼介，安島宏尚，角田裕太，高橋佳希） ２.２２.４４
⑳北信越学連選抜 （宮川　光，若澤新也，五十嵐大義，依田航太郎，小倉海聖，水落秋里） ２.２５.００
　関西学院大  棄権　

■区間賞獲得者（●＝区間新）
１区［８.０km］
　小松巧弥（日本体育大） ２３.２３
２区［５.８km］
　田村和希（青山学院大） １６.２４
３区［８.５km］
　關　颯人（東海大） ２４.５０
４区［６.２km］
　鈴木洋平（早稲田大） ●１７.３４
５区［６.４km］
　安藤悠哉（青山学院大） ●１７.４３
６区［１０.２km］
　Ｄ.ニャイロ（山梨学院大） ２９.０５

４区は区間賞の鈴木洋平（早稲田大学）を筆頭に５人が
区間新樹立

青山学院大学は４区・茂木亮太（左）が区間２位、５区・
安藤悠哉（右）は区間新で首位に立った

青山学院大学は２位に31秒差をつけて
優勝。アンカーは一色恭志

山梨学院大学はアンカーのドミニク・
ニャイロが区間賞の走りで追い上げ
たが惜しくも２位

青山学院大学は２連覇
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【大会報告】
第34回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

常任幹事　宮㟢　芽衣
　平成２８年１０月３０日(日)、宮城県仙台市において
第３４回全日本大学女子駅伝対校選手権大会が開催
されました。清々しい秋晴れの中、前回大会の上位８
チームと各地区の予選を勝ち抜いた１７チームにオー
プン参加の東北学連選抜を加えた計２６チームが、紅
葉の盛りの杜の都を駆け抜けました。
　１２時１０分に仙台市陸上競技場をスタートし、仙
台市役所前市民広場をフィニッシュとする全６区間
３８.０㎞でおこなわれたレースは、大会５連覇中の立
命館大学を抑え、松山大学が悲願の初優勝を果たし
ました。
　前回王者の立命館大学は序盤から流れをつかめ
ず、最後まで前を追う展開となりました。対して松山
大学は１区で１４位と出遅れるものの、２区では早く
も３位と巻き返し、５区でキャプテン・中原海鈴が

区間賞の走りで首位に躍り出ました。６区を任され
た高見澤安珠（松山大学）はトップで襷をもらうと、
攻めの走りで２位と１分１１秒差で区間新でフィニッ
シュテープを切り、松山大学が９回目の出場にして
初優勝を果たし、チーム力の強さを見せつける大会
となりました。
　シード権争いでは、関西大学、福岡大学との僅差
での競り合いを抜け出した東洋大学が８位入賞を果
たし、見事初めてのシード権を獲得しました。
　また、本大会の上位１２校は富士宮市から富士市を
舞台におこなわれる全日本大学女子選抜駅伝競走の
出場権を獲得しました。
　毎年こうして無事に本大会を開催することができ
るのも、主催の読売新聞社、共催の仙台市、特別協賛
のスターツグループ、ご協賛いただいている関係各

26チームが仙台市陸上競技場をスタート



9

社、運営協力の東北学生陸上競技連盟、宮城陸上競
技協会、仙台市スポーツ振興事業団をはじめとする
関係各位のご支援、ご協力があってのことと、深く感
謝する次第です。来年以降も出場選手、運営側、観客
の方々をはじめ、関わる皆様に希望を与えられるよ
うなより良い大会にするべく、私ども日本学連も日々
邁進していきたいと思っておりますので、今後とも
ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

大会報告

１区を制したのは京都産業大学の橋本奈津

２区は松山大学の緒方美咲が11人抜きの
区間賞

トップでタスキを受けた名城大学の３区・湯澤ほのかは、
区間賞の好走で後続との差を33秒に拡げた

４区では松山大学の高見沢里歩が名城大学を
２秒差まで追い詰める区間新、５区・中原海鈴も
区間賞の好走で、２位以下に１分以上の差をつ
けた

松山大学はアンカー・高見澤安珠も区間新で圧勝
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■総合成績
①松山大 （上原明悠美， 緒方美咲， 古谷　奏， 高見沢里歩， 中原海鈴， 高見澤安珠） ２.０３.５６
②立命館大 （菅野七虹， 池内彩乃， 佐藤成葉， 和田優香里， 関　紅葉， 大森菜月） ２.０５.０７
③名城大 （青木　和， 德永香子， 湯澤ほのか，向井智香，赤坂よもぎ，玉城かんな） ２.０５.３８
④京都産業大 （橋本奈津， 藪田， 裕衣， 棚池穂乃香， 信岡桃英， 佐藤季実子， 今川綾菜） ２.０６.０７
⑤大東文化大 （瀬川帆夏， 北脇亮子， 小枝理奈， 谷萩史歩， 関谷夏希， 山口可純） ２.０６.１２
⑥大阪学院大 （水口　瞳， 髙谷愛奈， 清水真帆， 古瀨凪沙， 新井沙紀枝， 岡本奈々依） ２.０６.１８
⑦日本体育大 （細田あい，高橋真以，金杉侑香，絹野紗月，唐沢ゆり，鈴木彩智歩） ２.０６.５０
⑧東洋大 （白川恵理菜， 室伏杏花里，森田歩実，内田寧々，佐藤早也伽，山口いずみ） ２.０７.３４
⑨関西大 （廣瀬亜美， 永里　光， 津田夏実， 北田朋巳， 清水惇子， 森　亮子） ２.０７.３７
⑩福岡大 （髙木結加， 末永穂乃香， 門柳葉月， 岡本佳代、 逸木和香菜， 岡村千咲） ２.０７.４５
⑪東京農業大 （清水萌衣乃， 小堀真佳， 佐藤有希， 土田佳奈， 棟久由貴， 原田紗枝） ２.０８.１９
⑫城西大 （三ツ木桃香， 小笠原晴季， 高沢真歩， 佐光菜々子， 福居紗希， 上田未奈） ２.０８.４８
⑬関西外語大 （竹山楓菜， 田中愛里， 床呂沙紀，中島みなみ，渡部貴江，冨士原きらり） ２.０８.５３
⑭白鷗大 （安藤優香， 永井加奈， 渡邉恵利佳，田久保奈見，小澤夏美，馬橋あづみ） ２.０９.１６
⑮順天堂大 （西野まほ，白鳥さゆり，大島里穂，西川真由，今村咲織， 佐藤由依） ２.０９.２９
⑯中央大 （五島莉乃， 市村萌捺美， 西村真実， 太田優紀， 木下友梨菜， 丹羽七海） ２.０９.４４
⑰鹿屋体育大 （前川祐紀， 山川小春， 岸良美周， 河野美典， 盛山鈴奈， 藤田理恵） ２.１０.１０
⑱東北福祉大 （工藤レイラ，太田千尋， 古川恵里， 饒村里緒， 鈴木美咲， 鈴木菜未） ２.１０.１４
⑲大阪芸術大 （山本明日香， 森田彩乃， 明石伊央， 永井智里， 大津花野子， 澤山佳世） ２.１０.２４
⑳中京大 （杉浦穂乃加， 権田結希， 三潟帆乃美， 水谷百花， 冨松侑乃， 竹嶋央后） ２.１３.２０
㉑石巻専修大 （川崎美祈， 庄司琴美， 千葉悠里奈， 牧野あや， 原田詠麻， 漆戸　雛） ２.１５.３０
㉒環太平洋大 （松下菜摘， 沖野　楓， 木野戸咲耶， 吉川歩実， 神田春奈， 井上琴葉） ２.１５.５４
㉓活水女子大 （野口真愛， 工藤茉理亜， 林田恵美， 廣川由貴， 軸屋七海， 宝崎胡桃） ２.１７.１３
㉔新潟医療福祉大 （小合沙季， 大川原麻美子， 佐々木美希， 秋山　景， 田村理沙， 尾形朋美） ２.１７.４６
㉕北翔大 （吉田麻美， 明　紗弓， 星野里奈， 堀井ちなみ， 八重樫春香，髙橋みづき） ２.２１.４２
　東北学連選抜（オープン） （宮間志帆， 大関　佳， 市川里奈， 岡本沙帆， 橋本紗枝子， 舟山愛理） ２.２０.０４２２

■区間賞獲得者
１区［６.６km］
菅野七虹（立命館大） ２０.１９
２区［３.５km］
池本愛（立命館大） １０.４９
３区［４.４km］
和田優香里（立命館大） １４.０６
４区［９.４km］
太田琴菜（立命館大） ３０.０３
５区［５.０km］
清水真帆（大阪学院大） １５.４９
６区［６.８km］
加賀山恵奈（立命館大） ２２.０８
７区［７.７km］
藤田理恵（鹿屋体育大） ２７.３５

初優勝に輝いた松山大学
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【大会報告】
秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会

副幹事長　飯塚　啓子

　平成２８年１１月６日(日)、愛知県名古屋市と三重
県伊勢市において秩父宮賜杯第４８回全日本大学駅
伝対校選手権大会が開催されました。大会当日は秋
晴れの中、前回大会の上位６チームと各地区の選考
会を勝ち抜いた１９チームに、オープン参加の全日
本大学選抜チーム、東海学連選抜チームを加えた計
２７チームが名古屋市・熱田神宮スタートし、伊勢市・
伊勢神宮をフィニッシュとする１０６.８㎞を駆け抜け
ました。
　今大会は、大学駅伝の幕開けである出雲駅伝を制
した青山学院大学が優勝し、２冠を達成しました。
１区は前大会の覇者、東洋大学の服部弾馬が２位以
下を突き放し区間賞を獲得しました。２区では青山
学院大学の田村和希が好走を見せ、先頭で３区へた
すきを繋ぎました。３区に入ると、出雲駅伝４区で
区間新記録の区間賞を獲得した早稲田大学の鈴木洋
平が抜け出し、１４秒差をつけ、４区へたすきを渡し
ました。早稲田大学は４区の永山博基が区間賞の走
りをし、さらに青山学院大学との差を広げます。早
稲田大学の５区から７区もミスのない走りをし、最

終８区にたすきをつないだ時点で４９秒差ありまし
た。しかし、８区に入り、青山学院大学のエース、一
色恭志が猛追し、６㎞で４９秒差を逆転し、全日本大
学駅伝初優勝を成し遂げました。続いて、第２位に
早稲田大学が入りました。第３位には、最終８区で
ドミニク・ニャイロが２人を抜き、区間賞の好走を
見せた山梨学院大学が入りました。シード権は上位
６校の青山学院大学、早稲田大学、山梨学院大学、
駒澤大学、中央学院大学、東洋大学に与えられます。
このような熾烈は戦いの中、最も活躍した選手に送
られるMVP賞は森田歩希（青山学院大学）が獲得し
ました。
　年々、注目が高まっているこの全日本大学駅伝か
ら２０２０年に向けて世界にはばたく選手が出てくる
ことを期待します。全日本大学駅伝が無事に開催
できるのは、ご支援、ご協力いただいている多くの
方々によるものです。まもなく５０回という節目の
年を迎えます。この大会がさらに発展し、陸上界の
盛り上げに繋がるよう、今後とも何卒よろしくお願
いいたします。

27チームが熱田神宮前をスタート

大会報告
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１区を制した服部弾馬（東洋大学） 青山学院大学の１区下田裕太から２区田村和希への
タスキリレー。田村は区間賞獲得

３区区間賞は東海大の熊澤亨次

４区区間賞は早稲田大学の永山博基 ５区では青山学院大学の小野田勇次が区間賞 ６区も青山学院大学の森田歩希が区間賞

８区区間賞は山梨学院大学のドミニク・ニャイロ７区区間賞は日本体育大学の小野昌矢 逆転優勝のテープを切る一色恭志
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■総合成績
①青山学院大 （下田裕太，田村和希，吉永竜聖，安藤悠哉，小野田勇次，森田歩希，中村祐紀，一色恭志） ５.１５.１５
②早稲田大 （武田凜太郎，平　和真，鈴木洋平，永山博基，新迫志希，藤原滋記，太田智樹，安井雄一） ５.１６.１１
③山梨学院大 （上田健太，佐藤孝哉，秦　将吾，市谷龍太郎，熊代拓也，永戸　聖，河村知樹，Ｄ.ニャイロ） ５.１６.５０
④駒澤大 （工藤有生，西山雄介，紺野凌矢，下　史典，中西亮貴，片西　景，伊勢翔吾，大塚祥平） ５.１７.４１
⑤中央学院大 （大森　澪，横川　巧，樋口　陸，高砂大地，藤田大智，廣　佳樹，福岡海統，村上優輝） ５.１９.３６
⑥東洋大 （服部弾馬，櫻岡　駿，相澤　晃，小笹　椋，渡邉奏太，竹下和輝，小早川健，山本修二） ５.１９.４９
⑦東海大 （鬼塚翔太，川端千都，館澤亨次，石橋安孝，髙田凜太郎，國行麗生，羽生拓矢，林竜之介） ５.２０.５５
⑧拓殖大 （馬場祐輔，Ｗ.デレセ，土師悠作，宇田朋史，赤㟢　暁，新井裕崇，大中亮矢，西　智也） ５.２１.１６
⑨國學院大 （細森大輔，蜂須賀源，青木祐人，稲毛悠太，土方英和，熊耳智貴，蜂屋瑛拡，國澤優志） ５.２２.１１
⑩帝京大 （竹下　凱，内田直斗，岩佐壱誠，畔上和弥，宇佐美聖也，島口翔太郎，佐藤諒太，平田幸四郎） ５.２２.３０
⑪明治大 （阿部弘輝，江頭賢太郎，三輪軌道，末次慶太，中島大就，射場雄太朗，磯口晋平，籔下響大） ５.２３.１９
⑫日本大 （石川颯真，Ｐ.Ｍ.ワンブィ，岡野佑輝，川口賢人，石井健登，清水目大貴，松木之衣，山㟢一輝） ５.２３.４５
⑬日本体育大 （富安　央，小松巧弥，辻野恭哉，吉田亮壱，宮㟢勇将，室伏穂高，小町昌矢，小野木俊） ５.２３.５１
⑭国士舘大 （住吉秀昭，八巻雄飛，三田眞司，戸澤　奨，石井秀昂，多喜端夕貴，藤江千紘，餅㟢巧実） ５.２７.０２
⑮大東文化大 （原　法利，奈良凌介，下尾一真，川澄克弥，新井康平，山本翔馬，鈴木太基，谷川貴俊） ５.２７.４６
⑯立命館大 （辻村公佑，岩㟢祐也，中井拓実，西川　諒，村武慎平，藤田孝介、森　太一，土井政人） ５.３０.４０
⑰京都産業大 （寺西雅俊，奥村杏平，大貫陽嵩，田中悠介，島田将志，上坂優太，日下聖也，中野翔太） ５.３１.３７
⑱岐阜経済大 （大垣皓暉，平松翔太，上野立貴，長尾亮汰，安田翔一，島袋　匠，平良耕陽，小藤友裕） ５.３５.０３
⑲広島経済大 （大下浩平，大沼　優，山本啓輔，藤原　舜，柴野敏一，藤井貴大，古谷龍斗，堀尾和弥） ５.３５.５７
⑳大阪経済大 （高橋流星，藤山悠斗，内山優弥，山口周平，塚本裕也，松原恭祐，福島力人，古井雅也） ５.３８.０７
㉑関西大 （稲垣　諒，下野稜平，岡田和樹，北井智大，山口晃平，佃　一樹，菊池航平，岡崎竜也） ５.３８.３３
㉒日本文理大 （北村宙夢，副島将平，西村　勇，大竹宏和，中村大海，西山容平，増田晃大，與儀達朗） ５.４１.２２
㉓東北大 （本間涼介，笠間淳平，松浦崇之，出口武志，酒井洋輔，南雲信之介，齊藤寛峻，高橋佳希） ５.４１.４７
㉔新潟大 （依田航太郎，宮川　光，武藤研太，堀井貴裕，小出央人，樋熊健太，園川大樹，鈴木基史） ５.４８.４７
㉕北海道教育大 （藤沢　郡，工藤拳大，原　裕馬，菊池　峻，森　壮汰，菊地　勝，石尾尚之，鈴木達也） ５.５１.４６
　東海学連選抜（オープン） （細澤幸輝，伊藤優汰，池亀　透，國司寛人，生川智章，岸田裕也，柗井駿佑，田中雄也） ５.３０.０８
　全日本大学選抜（オープン） （滋野聖也，Ｓ.スタンレイ，尾㟢　拓，柴田裕平，江浪修平，木下幸大，五十嵐大義，原田郁丸） ５.３６.４１

■区間賞獲得者
１区［１４.６km］
　服部弾馬（東洋大） ４３.３４
２区［１３.２km］
　田村和希（青山学院大） ３８.０７
３区［９.５km］
　館澤亨次（東海大） ２７.１５
４区［１４.０km］
　永山博基（早稲田大） ４０.３７
５区［１１.６km］
　小野田勇次（青山学院大） ３５.０７
６区［１２.３km］
　森田歩希（青山学院大） ３５.３９
７区［１１.９km］
　小町昌矢（日本体育大） ３４.５４
８区［１９.７km］
　Ｄ.ニャイロ（山梨学院大） ５６.４３

念願の初優勝を果たした青山学院大学

大会報告



14 大会報告

【大会報告】
2016全日本大学女子選抜駅伝競走

幹事長　山之口　航
　２０１６年１２月３０日（金）、２０１６年最後の駅伝である
２０１６全日本大学女子選抜駅伝競走（２０１６富士山女子
駅伝）が、静岡県の富士宮市・富士山本宮浅間大社
前から富士市・富士総合運動公園陸上競技場までの
７区間４３.８㎞で行われました。当日はすがすがしい
冬晴れに恵まれたが、雲が多く、富士山はあまり見
ることができませんでした。しかし、日本一の霊峰
の麓で、今年も日本一を決めるのにふさわしい熱闘
が繰り広げられました。
　１０月に仙台で行われた第３４回全日本大学女子駅伝
対校選手権大会で初優勝を果たした新女王・松山大
学の大学女子駅伝２冠か、前回大会チャンピオンの
立命館大学の大会４連覇か、それとも新たな女王の
誕生かに注目が集まったこの大会。その新女王・松
山大学は、リオ五輪代表・高見澤安珠が１区から、
積極的な走りを見せ、主導権を握ります。そのまま
の勢いで、２区の高見沢里歩が区間賞の走りで、首
位をキープしました。しかし、立命館大学のエース
大森菜月が３区で首位の松山大学を逆転し、４区
では、同じく立命館大学の池内彩乃が、連続区間賞
の走りで、松山大学との差を広げます。４区は、最
長区間である１０.９㎞。安定感が求められるこの区間
で、立命館大学の和田優香里が実力通りの力を見
せ、首位をキープしました。６区は、松山大学の上
原明悠美が５区のアクシデントの分を返す勢いで、
順位を三つあげる快走を見せ区間賞を獲得しまし

た。７区は、高低差１６９ｍの非常に厳しい区間。立命
館大学の松本彩花が初駅伝らしからぬ力強い走り
を見せ、栄光のフィニッシュテープを切り、大会４
連覇を達成しました。２位には、全区間で区間上位
の安定したチーム力を見せた名城大学が入りまし
た。５区で赤坂よもぎ選手が２位まで押し上げ、そ
のままフィニッシュし、昨年に続き、２位を獲得し
ました。３位には、１・２・６区と３つの区間賞を
獲得した松山大学。５区でアクシデントがあったも
のの、６区の上原が巻き返すように３位まで戻し、
フィニッシュとなりました。大阪学院大学は、５区
でエース新井沙紀枝が順位を上げ４位、５位の日本
体育大学、６位の京都産業大学、７位の大東文化大
学、８位の東京農業大学までが入賞しました。また、
静岡県の中学・高校出身の選手で構成される静岡県
学生選抜チームは、序盤１２位相当前後でレースを進
めるなど大健闘。地元の大声援を後押しに、レース
を沸かせました。
　２０１６年の日本学連主催競技会はこの大会をもって
終了。トラック＆フィールドや駅伝大会では、多く
の好記録・名勝負が生まれた１年でした。２０１７年も、
多くの皆様のご支援・ご協力を賜りながら、日本学
生陸上界の向上と進展のためにより一層の努力をし
ていく所存でありますので、何卒よろしくお願いい
たします。

21チームが浅間大社前をスタート

１区・２区は松山大学の高見澤安珠（左）、高見沢里歩（右）が、ともに区間賞
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■総合成績
①立命館大 （佐藤成葉，菅野七虹，大森菜月，池内彩乃，和田優香里，園田聖子，松本彩花） ２.２５.４３
②名城大 （青木　和，徳永香子，鈴木瑞季，松浦佳南，赤坂よもぎ，名倉華子，玉城かんな） ２.２７.２１
③松山大 （高見澤安珠，高見沢里歩，藤原あかね，古谷　奏，中原海鈴，上原明悠美，松田杏奈） ２.２７.５７
④大阪学院大 （水口　瞳，清水真帆，古瀬凪沙，髙谷愛奈，新井沙紀枝，谷川愛美，永吉百恵） ２.２８.１８
⑤日本体育大 （高橋真以，金杉侑香，絹野紗月，平野文珠，唐沢ゆり，酒井優莉菜，細田あい） ２.２８.３６
⑥京都産業大 （橋本奈津，薮田裕衣，北野詩織，今川綾菜，棚池穂乃香，佐藤季実子，信岡桃英） ２.２８.３７
⑦大東文化大 （北脇亮子，関谷夏希，小枝理奈，谷萩史歩，山口可純，伊藤　望，松川涼子） ２.２９.３０
⑧東京農業大 （保坂野恋花，小堀真佳，土田佳奈，清水萌衣乃，佐藤有希，小川奈々，古屋夏乃） ２.３０.１６
⑨福岡大 （今村菜々子，末永穂乃香，光恒悠里，岡本佳代，髙木結加，坂口天音，逸木和香菜） ２.３０.２５
⑩東洋大 （天羽彩佳，白川恵理菜，山口いずみ，室伏杏花里，佐藤早也伽，大倉真歩，内田寧々） ２.３０.３２
⑪関西大 （廣瀬亜美，津田夏実，永里　光，北田朋巳，清水惇子，髙野涼夏，永宮生都） ２.３０.５１
⑫白鷗大 （永井加奈，小谷萌子，藤田愛子，安藤優香，小澤夏美，田久保奈見，渡邉恵利佳） ２.３１.２７
⑬関西外国語大 （竹山楓菜，田中愛里，冨士原きらり，中島みなみ，床呂沙紀，越水香菜美，渡部貴江） ２.３１.３０
⑭大阪芸術大 （森田彩乃，山本明日香，澤山佳世，明石伊央，白石莉理，大津花野子，永井智里） ２.３１.３４
⑮城西大 （上田未奈，小笠原晴季，大屋美優，大図智香，三ツ木桃香，高沢真歩，佐光菜々子） ２.３２.２４
⑯佛教大 （藏本　菫，川村　楓，鹿嶋栞名，田辺恋奈，金森有香，井上結稀，細峪由麻） ２.３３.０１
⑰西日本選抜 （大井千鶴，野口真愛，神谷もも，上野夢歩，服部千秋，神田春奈，手嶋乃莉子） ２.３４.４２
⑱玉川大 （中林　咲，内山千夏，横田圭以羅，中畑友花，大石　楓，上杉　愛，大久保優花） ２.３５.５１
⑲東北福祉大 （太田千尋，工藤レイラ，饒村里緒，尾関真衣，鈴木菜未，松栄モモ子，小林文香） ２.３６.４２
⑳東日本選抜 （出水田眞紀，中島　侃，竹平佳奈子，牧野あや，庄司琴美，秋山　景，藤丸佑紀） ２.３９.５４
　静岡県学生選抜（オープン） （森野夏歩，西村沙織，白鳥ちあき，黒川ももか，坂口真子，轡田未来，金子由依） ２.３７.２２

■区間賞獲得者
１区［４.１km］
　高見澤安珠（松山大） １２.４２
２区［６.８km］
　高見沢里歩（松山大） ２１.１９
３区［３.３km］
　大森菜月（立命館大） １０.１３
４区［４.４km］
　池内彩乃（立命館大） １４.１３
５区［１０.９km］
　棚池穂乃香（京都産業大） ３６.２９
６区［６.０km］
　上原明悠美（松山大） １９.３８
７区［８.３km］
　細田あい（日本体育大学） ２９.４８

３区は立命館大学の大森菜月（左）が区間賞の走りで逆転、
４区・池内彩乃（右）も区間賞で独走状態へ

５区区間賞は京都産業大学の棚池穂乃香 ６区区間賞は松山大学の上原明悠美

７区区間賞は日本体育大学の細田あい

立命館大学はＶ４達成
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　2017 年２月 26 日 ( 日 ) に、東京マラソン 2017 が行われ
ます。日本学連が主催している日本学生ハーフマラソン
選手権大会と日本学生女子ハーフマラソン選手権大会の
結果をもとに、成績上位者（男子 50 名、女子 30 名）と地
区学連からの推薦競技者に、東京マラソン 2017 への出
場希望を取り、今年度は 21 名（男子 20 名、女子１名）を
準エリートの部へ推薦することとなりました（そのうち
３名はエリート枠推薦、下表参照）。
　昨年度は、マラソン男子の部で青山学院大学の下田裕
太が日本人２位、学生トップの２時間 11 分 34 秒でフィ
ニッシュし、同じく青山学院大学の一色恭志があとに続
きました。下田は初めてのフルマラソンにも関わらず、
10 代日本最高記録を更新し、青山学院大学のマラソンへ
の取り組みを表す結果となりました。今年度はそのよう
な青山学院大学から全日本大学駅伝７区を走った中村
祐紀が東京マラソンに挑戦します。中村もフルマラソン
初挑戦となりますが、ハーフマラソンでは１時間 02 分
35 秒の記録をマークしており、東京マラソンでも好記録
を出すことが期待されます。また、エントリー選手の中
で同じく１時間 02 分台を持つ選手が、内田直斗（帝京大
学）、セルナルド祐慈（創価大学）です。この３名はハー
フマラソンの持ちタイムから、エリート枠への推薦とな
り、車いすの選手から５分後スタートとなったり、スペ
シャルドリンクが許されたり、エリート選手用待機場所
があったりと高待遇での参加となります。駅伝で培った
スピードとスタミナを活かし、トップランナーと競い合

い、よりよい記録を出すことを期待します。
　かつては日本のお家芸と言われたマラソン種目です
が、男子は 14 年間、女子は 11 年間も日本記録が更新さ
れていません。来たる 2020 東京オリンピックに向け、彼
ら含め 21 人の学生ランナーが日本マラソン界を牽引す
るような素晴らしい走りを見せてほしいと思います。

東京マラソン2017  準エリートの部への選手の推薦について
常任幹事　蔵並　香

氏名 フリガナ 所属 ＨＭ成績 大会名 その他
内田　直斗 ウチダ　ナオト 帝京大学 1．02．20 第1８回日本学生ハーフマラソン選手権大会 エリート枠
中村　祐紀 ナカムラ　ユウキ 青山学院大学 1．02．35 第70回香川丸亀国際ハーフマラソン エリート枠

セルナルド 祐慈 セルナルド　ユウジ 創価大学 1．02．4８ 第70回香川丸亀国際ハーフマラソン エリート枠
細森　大輔 ホソモリ　ダイスケ 國學院大學 1．03．0８ 第70回丸亀国際ハーフマラソン
坂本　佳太 サカモト　ケイタ 上武大学 1．03．26 第6９回香川丸亀国際ハーフマラソン
車田　　颯 クルマダ　ハヤテ 早稲田大学 1．04．02 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
石田　康幸 イシダ　ヤスユキ 早稲田大学 1．04．13 第36回神奈川マラソン
海老澤　太 エビサワ　フトシ 中央学院大学 1．04．14 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
海老澤　剛 エビサワ　ツヨシ 中央学院大学 1．04．15 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
山本　采矢 ヤマモト　サイヤ 東洋大学 1．04．1９ 第26回上尾シティハーフマラソン
柴田　拓真 シバタ　タクマ 平成国際大学 1．04．1９ 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
濱登　貴也 ハマト　タカヤ 東京国際大学 1．04．2８ 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
石井　辰樹 イシイ　タツキ 東京国際大学 1．04．32 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
近藤　秀一 コンドウ　シュウイチ 東京大学 1．04．33 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
鴇澤　駿介 トキザワ　シュンスケ 大東文化大学 1．04．35 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
甲斐　大貴 カイ　ヒロキ 順天堂大学 1．05．10 第2８回上尾シティハーフマラソン
喜屋武佑樹 キャン　ユウキ 沖縄国際大学 1．06．36 第1９回日本学生ハーフマラソン選手権大会
堀尾　和弥 ホリオ　カズヤ 広島経済大学 1．06．3９ 第70回香川丸亀国際ハーフマラソン
原　　由幸 ハラ　ヨシユキ 道都大学 1．06．46 第1８回日本学生ハーフマラソン選手権大会
菊池　　峻 キクチ　シュン 北海道教育大学函館校 1．13．23 2016函館マラソン

大津　花野子 オオツ　カノコ 大阪芸術大学 1．16．5９ 第1９回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会

昨年、男子の部で日本人２位の好走を見せた下田裕太（青山学院大学）

計画発表
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公益社団法人日本学生陸上競技連合
第25回理事会 議事録
１．開催された日時
　平成２８年１２月１１日（日）１５時００分から１６時３５分まで
２．開催された場所
　ＴＫＰガーデンシティ３階  カンファレンスルーム３Ｆ
３．理事総数及び定足数
　現在数　２１名、定足数　１１名
４．出席理事数
　１９名
 （出席）靑葉　昌幸、伊東　浩司、伊東　輝雄、
　岩元　慎一、植田　恭史、蒲原　一之、
　神尾　正俊、栗山　佳也、黒須　雅弘、
　澤木　啓祐、三條　俊彦、関根　春幸、永井　純、
　中島　剛、日隈　広至、藤井　邦夫、外園　隆、
　山下　誠、和田　正信
 （監事出席）久松　洋一、山本　俊樹
 （欠席）浅見　美弥子、杉山　喜一
５．議題　　
【報告事項】
１．会務報告について（平成２８年９月２日以降）  （資料１）
２． ２０１６オランダ・ナイメーヘン／ヒルズ１５ｋｍロード

レース報告 （資料２）
３．各駅伝について（次回大会の出場資格）   （資料３）
４．平成２８年度功労章について
５．日本学生陸上フォーラム２０１７について   （資料４）
６． ２０１６日本学生記録年鑑及び陸上競技研究発行予定

について
７．その他
【協議事項】
第１号議案「本年度普通会員について」   （資料７）
第２号議案「平成２９年度事業計画案について」   （資料８）
第３号議案「臨時社員総会の開催について」   （資料９）
第４号議案「強化委員会委員追加について」
第５号議案「ユニバーシアード関連
　　　　　 ・代表選手選考要項（案）   （資料１０）
　　　　　 ・派遣準備スケジュール    （資料１１）
　　　　　 ・派遣スタッフ（基幹役員）   （資料１２）
　　　　　 ・日本代表候補選手（案）   （資料１３）
　　　　　 ・選手選考委員会について」
第６号議案「平成２９年度学生役員候補者について」  

（資料１４）
第７号議案「 日本陸連派遣役員、ＪＵＳＢ派遣役員に

ついて」
第８号議案「日本陸連栄章について」
第９号議案「その他」
６．議事の経過及びその結果
　会に先立ち、９月１２日に逝去した関岡康雄会長の冥
福を祈り、出席者全員で黙とうを捧げた。
⑴定足数の確認
　会に先立ち、大西清司事務局長が定足数の充足を
確認した。
⑵議長及び議事録署名人の選出
　靑葉昌幸会長代行が議長となり、本会議の開会を宣
した。
　議事録署名人は定款第３３条に基づき、靑葉昌幸会
長代行、久松洋一監事、及び山本俊樹監事となった。
⑶議案の審議状況及び議決結果等
【報告事項】
１． 会務報告について（平成２８年９月２日以降）（別添

資料）   
　永井純専務理事から、資料に基づき報告があった。
２． ２０１６オランダ・ナイメーヘン／ヒルズ１５ｋｍロー

ドレース報告 
　伊東輝雄理事から、資料２に基づき報告があった。
その際、今後ともこの遠征に参加できるようよろしく
協力願いたい旨申し出があった。
　なお、本事項において、次の意見及び質疑応答が
あった。

（澤木啓祐副会長）高低差６０ｍのコースであり、それ
でこれだけ走れたのは立派。ただし、女子であれば
オランダ、男子であればウガンダ・エリトリア等の
選手の強さはすごかった。ヨーロッパのオランダと
いうことで、良い場所・良い大会で、選手は気持ち
よく参加できた。大きな世界大会の本番に力を発揮
できるよう、海外大会の場数を踏んでいくことが重
要。

（靑葉昌幸会長代行）１５ｋｍという距離で良いコースで
あるし、これからもお金が続くのであれば出ていき
たい。

会議報告
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（永井純専務理事）ニューカレドニアに隔年で派遣し
ていたが、旅行シーズンで渡航費が高かった。これ
の半分くらいで行けるのであれば毎年行かせたい
という趣旨だった。今年は半分以下のようだったの
で、会長代行とも話しているが、予算が許すのであ
れば毎年派遣したい。

３．各駅伝について（次回大会の出場資格）
（別添資料）

　山下誠理事から、資料に基づき報告があった。その
際、出雲駅伝については、次回大会からシード権が廃
止される旨の補足があった。
　なお、本事項につき、以下の通り意見及び質疑応答
があった。

（日隈広至理事）全日本大学駅伝のシード権につき、現
状６位以内となっているが、関東の大学からも再三
要望を受けているところであり、８位以内をシード
権とするよう変更を要望したい。

（永井純専務理事）再三朝日新聞等にも諮っているが、
なかなか良い回答が得られていない。第５０回大会を
機にシード権拡充を提案することも検討したい。

（澤木啓祐副会長）次回理事会において、協議事項と
して提案してはどうか。

（靑葉昌幸会長代行）競技運営やルールについて、新
聞やテレビ等からいろいろと言われるのは違和感
がある。ぜひ提案していきたい。

（澤木啓祐副会長）学連としての決議をもって申し入
れていくべきである。

（神尾正俊副会長）全日本大学女子駅伝のシード権を
８位以内に拡充した際に、全日本大学駅伝について
もシード権拡充を申し入れた。全日本大学駅伝につ
いては、テレビ中継の都合上６位以内の方が放映し
やすいとの意見により、拡充が叶わなかった。この
理事会の雰囲気を伝えていけば変えていけるので
はないか。

（関根春幸常務理事）先日出た話としては、テレビ局
としては、入賞チームのフィニッシュを全部映した
いが、８位以内としてしまうと放映時間が足りなく
なってしまう可能性があるとのことだった。

（伊東輝雄理事）最近の大会ではそのようなことはな
い。時代錯誤である。

（永井純専務理事）皆さんの強い希望であるというこ
とで、引き続き交渉していきたい。

４．平成２８年度功労章について
　永井純専務理事から、各地区学連の推薦枠につき、

審査委員会にかける推薦書をきちんと推薦された方
が確認し、署名をしてもらうこと、及び期日を守るこ
とにつき徹底の依頼があった。
５．日本学生陸上フォーラム２０１７について    
　永井純専務理事から、資料に基づき報告があった。
　その際、企画委員会において「パネリストの人数が
多く時間配分の問題がある」、「開催趣旨が不明である
こと、方向性が見えるようにまとめる必要性がある」
との疑義が出たことを踏まえて、委員会に持ち帰って
検討する旨の補足があった。
６． ２０１６日本学生記録年鑑及び陸上競技研究発行予定

について
　永井純専務理事より、２０１６日本学生記録年鑑につい
ては予定通り発行する旨、また、陸上競技研究につい
ては売り上げを伸ばすためにそれぞれの地区で販売
に協力願いたい旨の報告及び依頼があった。
７．その他
・東京マラソン・準エリート登録について   
　山下誠理事から、資料に基づき報告があった。その
際、以下の通り補足があった。

（山下誠理事）今年度から、準エリートの推薦枠が男
女それぞれ５０名程度に大幅に増加した。また、準エ
リートについてはスタート位置が後方であり、３０分
以上から競技服装で待機する等、記録を出すには
厳しい条件であるため、大会事務局に打診したと
ころ、１０名程度についてはエリート枠で推薦可能。
２０１７年の大会では、大後栄治強化委員を中心に検
討し、ハーフマラソン１時間３分以内を目安に資料
の通り３名を推薦した。今後、１０名の枠をより活用
できるよう検討していきたい。

・別府大分毎日マラソン推薦について
　永井純専務理事から、ＲＫＢ毎日放送より出場選手
推薦の依頼があり、各大学の指導者に打診したものの
現状では出場希望者が無いため、箱根駅伝後に改め
て出場者を募る旨、企画委員会で決定されたことの報
告があった。併せて、オリンピックのマラソンに向け
た強化につながるよう、できれば協力願いたい旨依頼
があった。
・ クロカン日本選手権の２０１７年度学生選手権併催につ

いて
　永井純専務理事から、以下の通り報告があった。

（永井純専務理事）現在、福岡でクロスカントリーの日
本選手権が行われており、学生選手権は行われて
いないが、日本学連共催という形で、学生トップに

会議報告
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は優勝杯を贈与している。ただし、隔年で行われて
いる世界大学クロカンについて、福岡クロカンを選
考大会とすることは手続上のタイミングの都合によ
り間に合わないなどの問題がある。独立した学生選
手権を開催することとすれば、学連でお金を集めた
り、エントリー料を設定出来たりするので、ロード
対策部を中心に検討する必要がある。学生選手権
併催については、来年度大会に向け検討を進めてい
きたい。

・平成３０年日本インカレ開催場所について（首都圏）
　永井純専務理事から、以下の通り報告があった。

（永井純専務理事）平成３０年の日本インカレにつき、大
西事務局長中心に、川崎市等々力陸上競技場にお
いて９月７日から９日にかけて開催する方向で調整
している。ただし、投てきが補助競技場でしか行え
ない、補助競技場の公認が切れてしまうなどの問題
がある。細かい点については、川崎市・神奈川陸協・
川崎フロンターレなどと調整を進めている。

・関岡家からの寄付について（お別れの会について）
　永井純専務理事から、関岡会長の御遺族から５０万
円の寄付をいただき、使途について関岡会長の御遺志
に沿えるような用途を検討しているところである旨、
また、お別れの会については、岡田総務副委員長を中
心に日程なども含めて検討中である旨の報告があっ
た。
・日本陸連関係報告（新強化委員会の体制）   
　伊東浩司理事から、資料に基づき報告があった。そ
の際、時間も限られているので、ブロックごとではな
く、活躍が期待できる種目を重点として強化を進めて
いくこととした旨、また、これまで学連から陸連の強
化副委員長を出していたが、今回からは、強化連絡協
議会を設置し、情報共有を行うことで無駄な合宿の削
減などにつながるよう進めていく旨の補足があった。
　なお、本事項において、以下の通り意見及び質疑応
答があった。

（澤木啓祐副会長）期待したよりも大きく外れた選手
にペナルティを与えるなどと言った発想はないの
か。

（伊東浩司理事）そこまでは検討が進んでいない。
（澤木啓祐副会長）厳しさも必要である。
（伊東浩司理事）前回１９６４年の東京五輪に向かって

いった強化の流れを調べた結果としては、合宿が多
すぎてインスタント的な強化になってしまったとい
う問題があったので、無駄な合宿の削減などの検討

を進めている。
・２０１７年世界クロカンについて
　伊東浩司理事から、世界クロカンの距離がシニア男
子：１２ｋｍから１０ｋｍに、シニア女子：８ｋｍから１０
ｋｍに変更になること、ミックスリレーが新設される
ことについて報告があった。
・２０１７年アジア大会について
　伊東浩司理事から、８月１８日から９月２日にかけて、
アジア競技大会がインドネシア・ジャカルタで行われ
るので、学連にも協力を願いたい旨報告があった。
・「ジュニアアスリートの外傷・傷害調査」について
　蒲原一之理事から、日本陸連医事委員会から、「ジュ
ニアアスリートの外傷・傷害調査」につき、２０１７年の
日本インカレ・全日本大学駅伝・全日本大学女子駅
伝出場選手を対象として行いたい旨の依頼があった
ことについて報告があり、協力願いたい旨依頼があっ
た。
　なお、本事項につき、以下の通り質疑応答があった。

（澤木啓祐副会長）各大学には、陸連から流すのか、学
連から流すのか。

（蒲原一之理事）陸連と相談したい。
【協議事項】
第１号議案「本年度普通会員について」    
　永井純専務理事から、資料に基づき提案があった。
　審議の結果、新たに登録のあった会員を承認するこ
とを、出席理事全員一致で可決した。
　なお、本事項につき、以下の発言があった。

（永井純専務理事）どうやって増えているかの分析は
まだ行っているので、各地区で実情を調べて分析し
てもらえるとありがたい。常に右肩上がりではない
ので、どういう要素で増えたのかの分析をお願いし
たい。

第２号議案「平成２９年度事業計画案について」
（別添資料）   

　永井純専務理事から、資料に基づき提案があった。
　その際、以下の通り補足があった。

（永井純専務理事）５月１３日の理事会については、地区
インカレと日程的に重複する一方、　社員総会の日
程との兼ね合いもあるため、場合によっては平日開
催等に変更がありうるので、本日は暫定的に承認を
お願いしたい。３月の理事会において確定したもの
を示したい。

　審議の結果、提案内容を暫定的に承認することを、
出席理事全員一致で可決した。
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　なお、本事項につき、以下の質疑応答があった。
（澤木啓祐副会長）１２月９日の理事会については、箱

根駅伝のチームエントリーとの兼ね合いは問題ない
か。

（中島剛理事）チームエントリーは１２月１０日で固定され
ているので問題はない。

（和田正信理事）日本学生女子ハーフマラソンについ
ては、例年この段階では「未定」として出されてい
るが、来年については日程まで確定ということで問
題ないか。

（永井純理事）確定している。
第３号議案「臨時社員総会の開催について」    
　永井純専務理事から、資料に基づき、平成２９年３月
４日に臨時社員総会を開催したい旨の提案があった。
その際、以下の通り補足があった。

（永井純専務理事）先日書面による決議で決定した構
成員から成る役員候補選出会議から理事会に答申
を行い、最終的には社員総会で承認される。年内又
は年明け早い段階で役員候補選出会議を行い、理
事会に書面にて答申を行う予定。

　審議の結果、提案内容を承認することを、出席理事
全員一致で可決した。
第４号議案「強化委員会委員追加について」
　永井純専務理事から、伊東浩司理事が日本陸連強
化委員長に就任し、関西学連ヘッドコーチが渋谷俊浩

（しぶたに　としひろ）氏（びわこ成蹊スポーツ大学）
に交代することに伴い、強化委員として渋谷氏を追加
したい旨の提案があった。
　審議の結果、提案内容を承認することを、出席理事
全員一致で可決した。
第５号議案「ユニバーシアード関連」
　　　　　 ・代表選手選考要項（別添資料）    
　　　　　 ・派遣準備スケジュール（別添資料）    
　　　　　 ・派遣スタッフ（基幹役員）    
　　　　　 ・日本代表候補選手（案）    
　　　　　 ・選手選考委員会について」
　栗山佳也常務理事から、資料に基づき提案があっ
た。なお、栗山佳也常務理事及び永井純専務理事か
ら、選手団役員及び選手選考委員会については、代表
理事・業務執行理事と相談の上、３月の理事会で提案
する予定である旨の補足があった。
　審議の結果、提案内容を承認することを、出席理事
全員一致で可決した。
　なお、本事項につき、以下の通り発言及び質疑応答

があった。
（伊東浩司理事）混成競技の選考につき、例年和歌山

で日本ＧＰを開催していたが、来年は和歌ＧＰを開
催できないため、現在会場を調整している。混成競
技以外は静岡・広島・兵庫に組み込むことで調整
できているが、混成競技については、現在東京で開
催できないか調整中である。調整がつき次第報告し
たい。

（関根春幸常務理事）４月２２日、２３日に駒沢オリンピッ
ク公園陸上競技場で開催することで決定している。

（神尾正俊副会長）留学生につき、選考大会に出場で
きず、他の大会で出した記録の扱いはどうなるの
か。

（栗山佳也常務理事）基本的には、同じ条件下で同じ
大会で選考することが大前提。地区インカレと同様
の扱いであれば、特に優れた成績を収めたごくわず
かな人数に限られて来るだろう。他に代えがたい記
録を出した場合には選考対象として良いのではな
いか。

（神尾正俊副会長）そうであれば、５．２）の地区インカ
レの項にある※書きの記載位置を再検討してほし
い。

（栗山佳也常務理事）個人種目についてはできる限り
個人選手権で一発選考したいが、リレーについて
は、記録が拮抗していれば、留学生の他の大会での
記録や過去の戦績等を考慮することはありうるだろ
う。※書きの位置を変えてしまうと、個人選手権の
意義が薄れてしまうので、記載位置はこのままとし
たい。

（澤木啓祐副会長）留学生の記録は、どこで標準記録
を突破しても良いのか。外国で出した記録は信頼で
きるのか。

（栗山佳也常務理事）どの大会に限るか等は、私の方
では把握できていない。

（澤木啓祐副会長）国内の大会に限るべきでは。
（栗山佳也常務理事）そうしたい。
（植田恭史理事）混成について、６月１０日から１１日にか

けて行われる日本選手権混成も考慮するべきでは。
個人選手権とほぼ同じ日程である。

（栗山佳也常務理事）了解した。
（永井純専務理事）最終的には、個人選手権最終日に

決定したい。
第６号議案「平成２９年度学生役員候補者について」　

（別添資料）
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　永井純専務理事から、資料に基づき提案があった。
　審議の結果、提案内容を承認することを、出席理事
全員一致で可決した。
第７号議案「 日本陸連派遣役員、ＪＵＳＢ派遣役員に

ついて」
　靑葉昌幸会長代行から、日本陸連派遣理事につい
ては大西清司事務局長、ＪＵＳＢ派遣役員については
永井純専務理事にそれぞれ引き続きお願いしたい旨
提案があった。
　審議の結果、提案内容を承認することを、出席理事
全員一致で可決した。
第８号議案「日本陸連栄章について」

　永井純専務理事から、日本陸連功労章及び秩父宮
章の推薦につき、会長代行一任としたい旨提案があっ
た。
　審議の結果、提案内容を承認することを、出席理事
全員一致で可決した。
第９号議案「その他」
　特になし。　　

　以上をもって議案の審議等を終了したので、１６時３５
分、議長は閉会を宣し、解散した。

資料 第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 日本代表選手選考について

日本学生陸上競技連合（以下、日本学連）としての選考基本方針
１　強化委員会が設定した標準記録を突破している者を選考対象とする。
２　長距離種目、混成競技以外は２０１７日本学生陸上競技個人選手権大会の成績を基に選考する。
３　 長距離種目は（男女５０００ｍ、男女１００００ｍ、男女ハーフマラソン、男女２０ｋｍ競歩）は指定選考競技会

以外の競技結果以外は選考資料としないが一部例外を認める。また、道路競技においての標準記録は
原則として扱う。

　　※例外とは、２０１７年世界陸上標準記録突破者のことを指す。
４　 ハーフマラソン代表は日本学生ハーフマラソンの上位３名を基本的に候補に内定し、４位は補欠とす

る。この補欠はハーフ上位３名に対してとし、４人目以降の候補はこの補欠を含めて春季の選考競技
会の結果から選考する。ハーフマラソンは団体の部（上位３名の成績により順位づけ）でのメダル獲
得も目指す。

＝資料＝  選考競技会および選考条件について

Ⅰ．選考競技会
１．ハーフマラソン
・第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会（2017年３月５日）

・第20回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 （2017年3月1９日）

２．競歩
・第11回日本学生20ｋｍ競歩選手権大会（2017年３月1９日）
３．長距離種目

・男女10000ｍ　第65兵庫リレーカーニバル（2017年４月23日）

※ 競技会主催側（陸協）からの出場者数制限があった場合は標
準記録を突破していても出場できない場合がある。

・男女5000ｍ　 第51回織田幹雄記念国際陸上競技大会
（2017年４月2９日）

４．混成競技
１）第101回日本陸上競技選手権混成競技（2017年６月10日～11日）

※ 上記大会を派遣選手選考の最重要大会（最終選考大会）とする。
２）選考参考大会
・ 2017日本グランプリシリーズ東京大会（仮称）混成競技

（2017年４月22日～23日）
・ 2017年各地区学生陸上競技対校選手権大会（各地区イ

ンカレ）
※ 各地区インカレでの代表選考は原則として日本グランプリ

シリーズに出場した者を対象とし、特に優れた成績を収めた
者にとどめるものとする。
５．一般種目（上記以外の種目）
１）2017日本学生陸上競技個人選手権大会（2017年６月９日～11日）

※上記大会を派遣選手選考の最重要大会（最終選考大会）とする。
２）選考参考大会
・ 天皇賜盃第８5回日本学生陸上競技対校選手権大会（2016

年９月２日～４日）
・ 2017日本グランプリシリーズ各大会（実施種目について

は日本陸連ＨＰ参照）
　第67回兵庫リレーカーニバル（2017年４月23日）
　第51回織田幹雄記念国際陸上競技大会（2017年４月2９日）
　第33回静岡国際陸上競技大会（2017年５月３日）　

・2017ＩＡＡＦゴールデングランプリ（2017年５月21日）
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・ 2017年各地区学生陸上競技対校選手権大会（各地区イ
ンカレ）

※ 各地区インカレでの代表選考は原則として日本グランプリ
シリーズに出場した者を対象とし、特に優れた成績を収めた
者にとどめるものとする。

Ⅱ．選考条件
１．2017年度日本学連登録競技者を選考対象とする。
　（日本学連・普通会員の資格に関する規程参照）
　但し、日本国籍を有し海外の大学に留学をしている場

合はこの限りではない。
　なお、ハーフマラソン、競歩に関しては主要選考競技

会が前年度に開催されるが、2016年度卒業生および修
了生は選考対象外となる。

２．強化委員会が過去のユニバーシアード競技結果をも
とに設定した標準記録（Ⅵ．2017ユニバーシアード派遣
標準記録を参照）を突破していることが前提条件であ
る。

３．派遣枠数については、派遣団体である日本オリンピッ
ク委員会（ＪＯＣ）により決定される。日本学連は、標
準記録を突破している競技者の中からＪＯＣの示す派
遣枠内の代表選手を推薦する。

ハーフマラソンおよび競歩に関しては最大５名のエント
リーが認められているが、他の一般種目は１種目２名
以内と定められている。

４．代表選手は、日本学連の理事会の承認を経て、ＪＯＣ
理事会にて正式決定する。

Ⅲ．標準記録有効期限
１ ．ハーフマラソンの標準記録有効期限を以下の通りと

する。
　　　男子：2016年１月１日～2017年３月５日
　　　女子：2016年１月１日～2017年３月1９日
２．競歩の標準記録有効期限を以下の通りとする。
　　　男子・女子：2016年１月１日～2017年３月1９日
３．一般種目（上記以外）は、日本オリンピック委員会（Ｊ

ＯＣ）へのエントリー締め切り日の関係から標準記録
有効期限を以下の通りとする。

　　　男子・女子：2016年４月１日～2017年６月11日

Ⅳ．選考基準
１．ハーフマラソン
１）標準記録を突破し、第20回日本学生ハーフマラソン選

手権大会および第20回日本学生女子ハーフマラソン選
手権大会において上位に入賞した者の中から本大会で
活躍が期待できる競技者を代表選手とする。

２）5000ｍ、10000ｍの選考競技会の結果、およびハーフ
マラソン選考競技会の結果から代表選手を追加するこ
とがある。その場合、女子はハーフマラソン選考競技
会出場者のみを選考対象とする。

２．競歩

　標準記録を突破し、第11回日本学生20ｋｍ競歩選手権
大会において上位入賞した者の中から本大会で活躍が期
待できる競技者を代表選手とする。
３．リレー種目
　リレーチームの派遣は、リレーに関連する個人種目の
競技成績を基にし、チーム編成・種目の兼ね合い等を考
慮して選考を行う。なお、概ね関連する種目の標準記録を
目安とする競技成績をもってリレーメンバーを選考する。
４．上記（ハーフマラソン、競歩、リレー）以外の種目
　派遣標準記録を突破した優勝者・準優勝者で、本大会
での入賞が期待できる競技者を選考する。ただし、派遣
標準記録を突破し優勝しても選考されない場合がある。

Ⅴ．その他
　候補選手として内定された後に本大会までに故障など
のために競技力を十分に発揮できないと強化委員会が判
断した場合には内定を取り消す。

Ⅵ．第２９回ユニバーシアード競技大会
（２０１７／台北）派遣標準記録

男子 種目 女子
10．40 100m 11．70
20．８5 200m 23．９0
46．50 400m 53．50

1:4８．00 ８00m 2:03．00
3:43．0 1500m 4:15．0

13:43．0 5000m 16:00．0
2８:50．0 10000m 34:00．0
1:04:00 ハーフマラソン 1:13:00

－ 100mH 13．30
13．８5 110mH －
50．00 400mH 57．20
8:40．0 3000mSC ９:50．0

1:24:00 20kmW 1:36:00
－ 4 × 100mR －
－ 4 × 400mR －

2m21 走高跳 1m８4
5m40 棒高跳 4m20
7m８0 走幅跳 6m30

16m50 三段跳 13m60
17m70 砲丸投 15m50
57m00 円盤投 54m00
6８m00 ハンマー投 63m50
75m50 やり投 55m00

－ 七種競技 5700 点
7600 点 十種競技 －

※ 第２８回ユニバーシアード競技大会（２０１５／光州）から変更のあった
点については、アンダーラインで示している。

※ 男女ハーフマラソン・男女２０ｋｍＷについては、第２０回日本学生
ハーフマラソン選手権大会（２０１７年３月５日／東京・立川市）、第
２０回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会（２０１７年３月１９日／島
根・松江市）、第１１回日本学生２０ｋｍ競歩選手権大会（２０１７年３月
１９日／石川・能美市）の成績により、標準記録を突破していない選
手を選考することがある。
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資料 第29回ユニバーシアード（2017／タイペイ）　陸上競技・日本代表選手団派遣準備日程

期日 JOC関連 日本学連関連/選考競技会 備考
12月６日（火） 個別折衝 強化委員長、事務局長、他
12月８日（木） 第10回企画員会 選考要項等 / 代表候補者リスト 他
12月11日（日） 第25回理事会 　　　〃

ユニバーシアード選手選考委員会選定
グランプリ協議会に対し申し入れ
候補者台帳の作成

2017年
１月1９日（木） 各種書類の提出（１回目）

・台帳
・派遣前手続き実施希望日届出書
・パスポートコピー
・顔写真
・医師証明書 / 携行薬品リスト
・その他

２月初旬～ 候補選手・役員の派遣前手続き開始
５月31日まで（JISS）

３月５日（日） 日本学生ハーフ選手権（立川） ハーフ代表選手選考（会長代行一任）
３月1９日（日） 日本学生20 km 競歩（能美） 20ｋｍ競歩代表選手選考（会長代行一任）
３月1９日（日） 日本学生女子ハーフ選手権（松江） 女子ハーフ代表選手選考（会長代行一任）

新１年生の台帳追加作業開始
４月23日（日） 兵庫リレーカーニバル 男女 10000m　選考
４月2９日（土・祝） 織田記念陸上 男女  5000 ｍ　選考
５月13日（土） 理事会

各地区 IC
６月３日（土） 定時社員総会 / 理事会
６月９日～11日 日本学生個人選手権 / 最終選考 派遣選手・役員決定（会長代行一任）
６月1９日（月） 各種書類の提出（２回目）

・推薦名簿
・在学証明書
・スポーツエントリー
・委嘱状 / 派遣依頼宛先一覧
・入離村関係書類
・チーム荷物申告書
・結団式関係書類
・役員用健康調査書
・選手用アンチドーピングリスト

７月22日（土） 第57回実業団・学生対抗陸上
８月４日（金）～13日（日）世界陸上（ロンドン）

８月 ? 結団式 結団式
８月 ? 選手団出発 選手団は 8/16 日頃出発？
1９日（土） 開会式 22 ～支援ツアー
2 3日（日） 陸上競技

～2 ８日（土）
26日（日） 帰国 支援ツアー帰国
９月８日～10日 日本 IC（福井）

会議報告
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資料 平成29年度  主催事業・会議等日程（案） 平成28年12月８日現在

【１．主催事業】
年 月 日 事業名 会場

平成2９年
（2017年）

６月 ９日（金）～11日（日）
2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼
第2９回ユニバーシアード競技大会（2017／タイペイ）
日本代表選考競技会

Shonan BMW
スタジアム平塚（神奈川）

７月 22日（土） 秩父宮賜杯第57回実業団・学生対抗陸上競技大会
（2017オールスターナイト陸上）

Shonan BMW
スタジアム平塚（神奈川）

９月 ８日（金）～10日（日）天皇賜盃第８6回日本学生陸上競技対校選手権大会 福井／
福井運動公園陸上競技場

10月 ９日（月・祝） 第2９回出雲全日本大学選抜駅伝競走 出雲市（島根）
2９日（日） 第35回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 仙台市（宮城）

11月 ５日（日） 秩父宮賜杯第4９回全日本大学駅伝対校選手権大会 名古屋／伊勢
12月 12月30日（土） 2017全日本大学女子選抜駅伝競走 富士市、富士宮市

平成30年
（201８年） ３月

１日（木）～３日（土）第43回学生幹部役員研修会 （東京開催予定）
３日（土）予定 日本学生陸上フォーラム201８（第63回指導者会議） （東京開催予定）

４日（日） 第21回日本学生ハーフマラソン選手権大会 立川市（東京）
1８日（日） 第12回日本学生20ｋｍ競歩選手権大会 能美市（石川）
1８日（日） 第21回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 松江市（島根）

【２．主要会議】
年 月 日 事業名 会場

平成2９年
（2017年）

５月 13日（土） 理事会 東京

６月
３日（土） 第８回定時社員総会 東京

〃 理事会 東京
９月 ７日（木） 理事会 福井
12月 ９日（土） 理事会 東京

平成30年
（201８年） ３月 ３日（土） 理事会 東京

【３．その他主な関連事業】
年 月 日 事業名 会場

平成29年
（2017年）

月 未定 秩父宮賜杯
第 70 回西日本学生陸上競技対校選手権大会 ( 共催 )

月 8/23 ～ 8/2８ 第 2９ 回ユニバーシアード（2017/ 台北） 台北市
月 未定 第 3９ 回北日本学生陸上競技対校選手権大会 ( 共催 ) 福井
月 未定 日本陸上競技学会 16 回大会 ( 共催 )

平成30年
（2018年）

月 未定 世界大学クロスカントリー選手権大会 未定
月 未定 第 3 回日本選手権大会クロスカントリー競走（共催）福岡市（福岡）

北海道ＩＣ：　　東北ＩＣ：　　北信越ＩＣ：　　関東ＩＣ：　　東海ＩＣ：　　関西ＩＣ：　　中国四国ＩＣ：　　九州ＩＣ：
４／23（日） 兵庫リレーカーニバル、４／2９（土・祝）織田記念陸上、５／21（日）ゴールデングランプリ（等々力）
６／23～25 日本選手権（大阪）
８／４～13 世界陸上（ロンドン）
10／６～10 国民体育大会（愛媛）
201８／２／25 東京マラソン

会議報告
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資料 平成29年 公益社団法人日本学生陸上競技連合　学生役員一覧

会議報告
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資料 第23回理事会（平成28年９月２日）以降の職務執行の状況報告

平成２8年～�
�月　　　日� �行　　　事　（報告内容）

９月２日（金）～９月４日（日）� 天皇賜盃第８５回日本学生陸上競技対校選手権大会　於：熊谷市
９月６日（火）� ２０１８年�第８７回日本インカレ開催地打ち合わせ　於：川崎市役所
９月１４日（水）� 富士山女子駅伝／警察会議　於：静岡市
９月２０日（火）� 日本ＩＣ反省ミーティング　於：日本学連事務所
９月２７日（火）� 全日本大学駅伝・シチズン協力に関する打ち合わせ　於：日本学連事務所
９月２８日（水）� 第２４回理事会／文書による決議／議案の成立
９月２８日（水）� 実業団・日本学連・三条市就職支援に関する打ち合わせ　於：日本学連事務所
９月２９日（木）� 杜の都駅伝・新コース検討下見会　於：仙台市
�
１０月４日（火）� 杜の都駅伝実行委員会　於：仙台市
１０月４日（火）� 指導者会議運営委員会　於：日本学連事務所
１０月９日（日）～１０月１０日（月）� 第２８回出雲全日本大学選抜駅伝　於：出雲市
１０月１５日（土）～１０月１６日（日）� 第８６回日本インカレ打ち合わせ　於：福井市
１０月１８日（火）� 全日本大学駅伝・カメラ車会議　於：名古屋市
１０月２０日（木）� 富士山女子駅伝実行委員会　於：静岡市
１０月２０日（木）� 競技委員会　於：日本学連事務所
１０月２１日（金）� 総務委員会・ホームページ部会　於：日本学連事務所
１０月２５日（火）� 総務委員会・幹部会　於：日本学連事務所
１０月２９日（土）～１０月３０日（日）� 第３４回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　於：仙台市
１０月３１日（月）� 第３５回全日本大学女子駅伝・宮城県警終了あいさつ　於：仙台市
�
１１月１日（火）� ２０１８年／第８７回日本インカレ開催地打ち合わせ　於：日本学連事務所
１１月２日（水）� ミズノ（株）リオ五輪報告会出席　於：新高輪プリンスホテル
１１月４日（金）� 指導者会議運営委員会　於：日本学連事務所
１１月５日（土）～１１月６日（日）� 第４８回全日本大学駅伝対校選手権大会　於：名古屋市～伊勢市
１１月９日（水）� 富士山女子駅伝地元プレスリリース　於：静岡市
１１月１６日（水）� 富士山女子駅伝交通対策会議　於：静岡市（静岡県警）
１１月１６日（水）～２２日（火）� ２０１６オランダ・ナイメーヘンヒルズ１５ｋｍロードレース派遣　於：ナイメーヘン
１１月２５日（金）� 第２９回ユニバーシアード（２０１７／台北）派遣に関する調査書提出
１１月２９日（火）� 指導者会議運営委員会　於：日本学連事務所
�
１２月２日（金）� 全日本大学女子駅伝実行委員会　於：仙台市
１２月６日（火）� 第２９回ユニバーシアード派遣に関する個別折衝　於：岸記念体育館
１２月７日（水）� 全日本大学駅伝・小委員会　於：名古屋市
１２月８日（木）� 第１０回企画委員会
１２月９日（金）� 富士山女子駅伝下見・事務局会議　於：富士市
１２月１１日（日）� 第２５回理事会

会議報告
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資料 出雲全日本大学選抜駅伝競走 各地区学連出場枠について

会議報告
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資料 【全日本大学駅伝】49回大会出場枠について

会議報告
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資料 第35回全日本大学女子駅伝対校選手権大会  各地区学連出場枠について

会議報告



30 会議報告

平成28年度 学生役員会議
幹事長　山之口　航

期　日：２０１６年１２月１１日（日）　１２：３０ 〜 １４：００
場　所：TKPガーデンシティ御茶ノ水

カンファレンスルーム３Ｆ
　各地区学連の新旧幹部役員が集い、恒例の学生役
員会議が開催されました。本連合の年度末は3月３１
日ですが、学生役員の活動は、後輩への引継ぎの関係
で基本的に１２月３１日をもって終了となります。会議
は、新旧幹部役員の引継ぎとともに、平成２９年1月〜
3月に行う大会や事務関係の研修が行われました。ま
た、理事会後に理事・学生等を交えた役員懇親会・
卒業学生役員を送る会を行いました。靑葉昌幸会長
代行のご挨拶があり、卒業予定の学生役員に記念品
が贈られました。また一人一人から学連活動を通し
た思い出や、今後の進路などが述べられました。最後
に神尾正俊副会長より労いのお言葉をいただき、盛
会の内に終了致しました。
 
【会議報告】
１．平成２９年の学生役員について

　次年度4年生の飯塚啓子さんが幹事
長に推薦され、理事会に提案されるこ
ととなりました。（平成２８年学生役員
一覧は理事会資料として別項掲載）

２．事務手続きについて
　飯塚啓子副幹事長より、各地区学連
に年度始めに必要な正会員の名簿や、
書類提出を依頼しました。

３．平成２９年2 〜 3月の日本学連主催・
共催大会について

　来年2 〜 3月に行われる日本学連主
催・共催競技会4大会については、蔵
並香常任幹事よりエントリー等の事務
作業についての説明がなされました。

４．普通会員登録について
　宮﨑芽衣常任幹事が基本の学連登
録作業に加え、スポーツ安全保険の適
用について説明しました。年々増加し
ていく登録会員を一人も取りこぼすこ
とがないように登録業務のルールの厳

守と正確さを改めて確認しました。
５．公認競技会申請及び記録公認申請について

　飯塚副幹事長が、2月に締切となる来年度最初の
公認競技会申請について、申請方法の周知や注意
事項の徹底がなされるとともに、記録の電子申請
などを中心に、公認競技会申請及び記録公認申請
の全体的な流れが説明されました。

６．迷惑撮影防止の活動について
　蔵並常任幹事が資料に基づき説明しました。競
技会における迷惑撮影が多発していることを受け、
日本学連を中心に迷惑撮影の防止に努めることと
しました。

■2016年卒業役員一覧
No. 氏名 日本学連役職 地区学連役職 所属大学

1 山之口　航
2016年幹事長

2014～ 2015年副幹事長
2013年常任幹事

駒澤大学

2 本田　雄生 2015年常任幹事 東北大学

3 中山　結人 2016年常任幹事
2015年幹事 2016年東海学連幹事長 中京大学

4 小堀　満代 2015年幹事 2015年北海道学連幹事長 北海道大学

5 井上　結太 2015年北海道学連会計 北海道大学

6 阿部　光超 2015年幹事 2015年東北学連幹事長 宮城教育大学

7 佐藤　彩乃 2015年東北学連会計 東北学院大学

8 水上　俊太 2016年幹事
2015年幹事 2016年関東学連幹事長 千葉大学

9 榊原　南実 2015年幹事 2015年北信越学連幹事長 信州大学

10 小林　祐紀 2015年北信越学連会計 信州大学

11 江口　京弥 2016年幹事 2016年東海学連会計 愛知教育大学

12 安邊　啓明 2016年幹事
2015年幹事 2016年関西学連幹事長 京都大学

13 堂野　起佐 2016年幹事
2015年幹事 2016年関西学連会計 武庫川女子大学

14 土田　真夕 2015年幹事 2015年中国四国学連幹事長 広島大学

15 佐野　史弥 2015年中国四国学連会計 広島大学

16 柴田　颯馬 2015年幹事 2015年九州学連幹事長 西南学院大学

17 福田　浩也 2015年九州学連会計 九州大学



31委員会報告

競技委員会の活動（後期）
　１０月１０日第２８回出雲全日本大学選抜駅伝競走、１０
月３０日第３４回全日本大学女子駅伝対校選手権大会、
１１月６日秩父宮賜杯第４８回全日本大学駅伝対校選手
権大会がそれぞれ開催されました。この３大会の報
告をいたします。
　１０月１０日、大学駅伝シーズン開幕を告げる出雲全
日本大学選抜駅伝が島根県出雲市で行われ、前年度
覇者の青山学院大が２連覇を飾った。レースは序盤
から青山学院大と、１区から３区まで１年生をそろ
えた東海大が先頭争いを繰り広げた。３区では東海
大が先頭を奪ったものの、５区では青山学院大が先
頭でアンカーの一色恭志選手へたすきを渡した。そ
のまま青山学院大がトップでゴールテープを切り、
優勝を飾った。２位には山梨学院大、３位には東海
大が入った。
　続いて１０月３０日は杜の都仙台で第３４回全日本大
学女子駅伝対校選手権大会が開催されました。大会
６連覇を目指した昨年の王者・立命館大学を破り、
松山大が中国四国勢として初めての優勝を飾りま
した。レースは序盤から波乱の幕開けでした。誰も
が立命館大の６連覇を予想していましたが、１区で
トップに立ったのは京都産業大、その後２区、３区、
４区でトップに立ったのは名城大、５区最長区間で
勝負を決めたのが松山大、その後最終区間６区でア
ンカー松山大は高見澤安珠選手、後ろから立命館大
エース大森菜月選手が迫る中、区間新の快走を見せ
初優勝に輝いた。２位立命館大、３位名城大と続い
た。
　１１月６日には秩父宮賜杯第４８回全日本大学駅伝対
校選手権大会が開催されました。名古屋・熱田神宮
西門前から三重・伊勢神宮内宮宇治橋前までの８
区間、１０６．８㎞のコースで２７チームが出場して行わ

れ、青山学院大が初優勝しました。２位早稲田大、
３位山梨学院大と続きました。１区は、東洋大が
トップ。８位だった青山学院大は、２区でトップに
躍り出ますが、３区からは早稲田大を２位で追う展
開になりました。最終８区、早稲田大に遅れ２位で
たすきを受けたエースの一色恭志選手が逆転しまし
た。
　今年の３大会はいずれも接戦で、最後までどこの
大学が優勝するのかわからず、応援に熱の入った大
会となりました。選手たちのがんばりがとてもよく
発揮された大会となりました。
　どの大会においても安全に競技会が行われるこ
とに配慮しながら、競技運営しています。今年も目
だったのは駅伝ファンや子供たちが選手と併走して
歩道を走っている姿です。反対車線を自転車で逆送
して走っている場面も見受けられました。沿道で応
援していただいている多くの駅伝ファンと衝突して
事故にならないよう「危険なので走らないでくださ
い。」と再三注意を促しましたが、なかなか聞き入れ
てもらえませんでした。事故につながらなかったこ
とは幸いです。この機会をお借りして駅伝ファンの
応援マナーについてしっかりと考えてほしいと思い
ます。選手たちが安全に気持ちよく走れるだけでな
く、沿道で応援してくださっている多くの駅伝ファ
ンの方々が応援に集中できるよう一人一人が気をつ
けなければならないことを理解してほしいと思いま
す。
　最後になりましたが、運営協力にご尽力いただい
た島根陸上競技協会、宮城陸上競技協会、愛知陸上
競技協会、三重陸上競技協会また、関係各位のご理
解とご協力に感謝申し上げます。

競技委員長　関根春幸
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強化委員会の活動報告
　２０１７年の新しいシーズンに向けて冬期練習にも一
段と熱のこもる毎日をお過ごしのことと思います。
本年８月には、日本学生陸上競技連合が最も力を注
ぐことになるユニバーシアード競技大会が台北市で
開催されます。また、その直前には世界陸上競技選
手権大会が行われ、学生競技者のみならず世界の陸
上ファンが盛り上がることと思われます。
　２０１６年では日本学生記録の更新が５種目６名に
より達成されました。内訳は、男子では１００ｍ１０．０１
桐生祥秀（東洋大）、１００００ｍ競歩１６．７６松永大介（東
洋大）、女子では３０００ｍ障害４４．２２高見澤安珠（松
山大）、やり投６１ｍ３８北口榛花（日本大）、七種競技
５８８２点ヘンプヒル恵（中央大）、５７５１点山崎有紀（九
州共立大）、これらの選手たちが中心となり学生陸
上界のみならず日本の陸上界を牽引してくれるもの
と期待します。すでにユニバーシアード派遣標準記
録と選考基準・方法が決定し発表いたしております。
６月の個人選手権を最終選考大会として位置づけて
おり、本大会に向けた準備を含め、今までの大会以
上の成果を収めることを最大目標に掲げたいと思い
ます。関係各位の皆さまにはより一層のご協力とご
指導をお願いいたします。
　秋の駅伝シーズンでは青山学院大学が充実した
チーム力を見せました。出雲駅伝での連覇に続き、

全日本大学駅伝では序盤から先行した早稲田大学
を最終区で逆転して初優勝し、大学駅伝２冠を達成
しました。優勝は逃しましたが山梨学院大学も出雲
２位、全日本３位と入賞し安定した力を発揮しまし
た。なお、出雲駅伝での上位３校へのシード制は今
回で終了し、新しい出場枠配分方法が導入されるこ
とになりました。
　全日本大学女子駅伝では５連覇中の立命館大学を
抑えて、リオ五輪代表の高見澤安珠を擁する松山大
学が初優勝しました。前半をリードした名城大学を
５区で逆転、立命館大学の追上げをかわしての優勝
は中国四国学連から初めての快挙となりました。
　また、ロード関係では新たな取組みとして１１月に
オランダ、ナイメーヘンでの７ヒルズ・ロードレー
ス（１５㎞）への派遣を行いました。これはユニバー
シアード・ハーフマラソン強化策として行われてい
たニューカレドニア・ハーフマラソン派遣に代わる
もので、学生ハーフマラソンおよび日本インカレの
結果を選考対象として男女各５名を選出しました。
ウガンダ、エチオピアなどからのエリートランナー
も参加するハイレベルな国際競技会であり、今後も
派遣を継続する予定です。
※ 長距離・ロード関連については山下誠理事（強化

委員）に執筆いただきました。

強化委員長　栗山佳也
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〈趣旨〉
　日本学生陸上競技連合では、日本陸上競技界の発展のため、毎年「指導者会議」の名の下、シンポジウムや講演を
通じて競技者の強化に関するさまざまな課題について考えてきました。同会議６０回の節目となった２０１４年度は「日
本学生陸上フォーラム２０１５」と題してバージョンアップし、「２０２０年夏季オリンピック東京大会に向けて、今、何が
できるのか」を考えていく場に一新しました。このフォーラムでは練習環境等の整備や競技者指導等に関する課題
が多く浮き彫りにされました。翌年の「日本学生陸上フォーラム２０１６」では学生アスリートの就職支援や就職後の練
習環境支援に関するテーマで討論され、今後の課題が明らかにされました。
　本年度のフォーラムでは、国際大会を目指す学生アスリートにはどのような指導・助言等が相応しいかを考え
ることを目的としております。情報提供者は、リオ代表者らを中心とする学生アスリート（現役学生）と社会人アス
リートの方々です。オリンピック／パラリンピックの出場回数が初めて／２回目／３回目などの競技者をパネリス
トとして迎えました。各人の国際大会に対する考え方、事前準備、大会中の練習や競技などについて体験談を中心
に語って戴くと共に、会場の皆さんも討論に加わって、今後の課題を探っていきます。日本陸上界の第一線で活躍
されているパネリストの方々と一緒に考えてみませんか。

記
１．主　催 公益社団法人日本学生陸上競技連合
２．日　時 ２０１７年（平成２９年）３月４日（土）　１５：３０〜１８：００（受付１５：００〜１５：３０）
３．会　場 中央大学駿河台記念館２階（２８１号室）・・・案内図参照（別紙１）
 〒１０１−８３２４　東京都千代田区神田駿河台３−１１−５　Ｔｅｌ： ０３−３２９２−３１１１
 http://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/
４．対　象 日本学生陸上競技連合関係者、陸上競技愛好者（大学、高校、実業団、他）
５．定　員 ２００名
６．参加費 無　料
７．参加申込方法 参加を希望される方は、当日そのまま会場（受付）へお越しください（事前申込み不要）。
  尚、報道取材につきましては、「２０１７年（平成２９年）２月２４日（金）」までに事務局までお申し

込みください。
８．お問合わせ先 公益社団法人日本学生陸上競技連合事務局
 住所：〒１５１−００５３ 東京都渋谷区代々木１−５８−１１ 中沢ビル２Ｆ
 電話：０３−５３０４−５５４２　ＦＡＸ：０３−５３０４−５５６９
 E-mail：juauj@joy.ocn.ne.jp 
９．司会者 障子恵氏（跡見学園女子大学、日本学連：総務委員長・指導者会議運営委員）
１０．コーディネーター 船原勝英氏（共同通信社、日本学連：指導者会議運営委員）
１１．パネリスト （総轄）伊東浩司氏（甲南大学、日本陸上競技連盟強化委員長、日本学連：理事・強化委員）
 （順不同）（オリ：シドニー、アトランタ）
 村上幸史氏（日本大学／スズキ浜松アスリートクラブ）（オリ：ロンドン、北京、アテネ）
 久保倉里美氏（新潟アルビレックスランニングクラブ）（オリ：リオ、ロンドン、北京）
 加藤修也氏（早稲田大学スポーツ科学部学生）（オリ：リオ）
 鈴木　徹氏（ＳＭＢＣ日興証券（株））、（パラ：リオ、ロンドン、北京、アテネ、シドニー）
 辻　沙絵氏（日本体育大学体育学部学生）（パラ：リオ）
 水野洋子氏（日本体育大学・陸上競技部パラアスリートブロック監督）（コーチ）
 注）（オリ）：オリンピアン、（パラ）：パラリンピアン、（コーチ）：辻氏の指導者

以上

日本学生陸上フォーラム201７（第62回指導者会議）開催要項

リオ代表と語ろう！ —学生アスリートをＴＯＫＹＯ２０２０へ—
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平成28年度（2016年度）会員

普通会員数報告

正会員　134名　　　普通会員　20,695名　　　賛助会員　4名、1団体

　【参考：普通会員数の年度ごとの推移】
　　平成28年12月７日現在� 単位：人

年度 北海道 東北 関東 北信越 東海 関西 中国四国 九州 合計 前年比 5年前比 10年前比
2016 756 933 8,578 1,009 2,088 3,689 1,884 1,760 20,697 607 ↑ 2,819 4,483
2015 705 943 8,221 1,021 2,007 3,547 1,904 1,742 20,090 634 ↑ 2,849 4,269
2014 680 929 7,981 965 1,936 3,507 1,843 1,615 19,456 882 ↑ 2,604 4,230
2013 628 914 7,547 903 1,835 3,383 1,781 1,583 18,574 400 ↑ 1,917 3,991
2012 640 910 7,273 832 1,826 3,360 1,736 1,597 18,174 296 ↑ 1,841 3,969
2011 711 933 7,065 834 1,756 3,236 1,723 1,620 17,878 637 ↑ 1,664 3,929
2010 688 919 6,792 821 1,686 3,106 1,653 1,576 17,241 389 ↑ 1,420 3,374
2009 715 878 6,641 879 1,611 3,000 1,630 1,498 16,852 195 ↑ 1,626 2,920
2008 754 952 6,626 822 1,480 2,923 1,598 1,502 16,657 324 ↑ 2,074
2007 651 977 6,497 799 1,426 2,870 1,520 1,593 16,333 119 ↑ 2,128
2006 651 1,005 6,452 743 1,493 2,829 1,471 1,570 16,214 393 ↑ 2,265
2005 636 1,041 6,258 763 1,429 2,728 1,441 1,525 15,821 595 ↑ 1,954
2004 599 984 6,118 751 1,321 2,605 1,410 1,438 15,226 643 ↑ 1,294
2003 587 885 5,864 749 1,257 2,519 1,311 1,411 14,583 378 ↑
2002 604 841 5,663 755 1,184 2,478 1,259 1,421 14,205 256 ↑
2001 617 811 5,604 685 1,123 2,486 1,258 1,365 13,949 82 ↑
2000 638 789 5,503 685 1,122 2,430 1,246 1,454 13,867 -65 ↓
1999 642 798 5,496 706 1,134 2,442 1,254 1,460 13,932

　普通会員数の各月変遷
� 単位：人

北海道 東北 関東 北信越　 東海 関西 中四国 九州 月合計
年度前 402 640 6,639 497 1,580 2,971 1,236 980 14,945

4月 255 226 1,382 363 200 432 442 513 3,813
5月 43 43 179 77 165 207 117 150 981
6月 38 10 73 50 108 38 46 46 409
7月 9 1 270 11 23 25 17 29 385
8月 9 7 23 3 10 16 14 16 98
9月 0 4 2 8 1 3 9 9 36

10月 0 0 8 0 2 1 3 21 35
11月 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12月 0 2 3 0 1 0 0 0 6

退会者 0 -1 -4 0 -2 -4 0 -4 -15
合計 756 932 8,577 1,009 2,088 3,689 1,884 1,760 20,695

増員数（12/25報告）　　　79名

2016年度 男子 女子 合計 前年比 比率(%)
北 海 道 600 156 756 51 3.7
東 北 699 234 933 -10 4.5
関 東 6,675 1,903 8,578 357 41.4
北 信 越 786 223 1,009 -12 4.9
東 海 1,552 536 2,088 81 10.1
関 西 2,648 1,041 3,689 142 17.8
中国四国 1,437 447 1,884 -20 9.1
九 州 1,349 411 1,760 18 8.5
全 体 15,746 4,951 20,697 607

2015年度 男子 女子 合計
北 海 道 567 138 705
東 北 706 237 943
関 東 6,423 1,798 8,221
北 信 越 784 237 1,021
東 海 1,484 523 2,007
関 西 2,523 1,024 3,547
中国四国 1,465 439 1,904
九 州 1,318 424 1,742
全 体 15,270 4,820 20,090
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平成28年度 賛助会員（１月10日現在　順不同、敬称略）

ご入会ありがとうございました

入江　　毅　　佐藤　良男　　石黒　成彬　　菅原　明義　　マット株式会社

賛助会員募集中
　この法人の目的及び活動に賛同し賛助する個人又は団体の方は、是非ご検討ください。
〈年会費〉賛助会員　￥10,000（1口）

　※年会費は毎年納入していただく必要があり、年度内（３月31日）まで有効となります。
　※本法人への賛助会費は寄付として扱われ、所得税等の納税控除の対象となります。

〈特典〉　・会報への氏名・団体名の記載
・天皇賜盃日本学生陸上競技対校選手権大会への無料入場

〈入会手続きについて〉
　①申込書（個人・団体）に必要事項を記入し、本法人へ郵送又はFAXしてください。

　　↓
　②本法人の指定銀行口座へ、年会費をお振込み願います。

　　↓
　③ご入金が確認でき次第、本法人の賛助会員として登録させていただきます。

　何かご不明な点がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。

◆あけましておめでとうございます。本年も日本学生陸
上競技連合の活動にご協力をお願いいたします。
　関岡康雄会長が９月１２日に急逝され、その後の事業
遂行がどのようになるか関係者としましては心配しま
したが、会長代行、理事の皆様方、事務局、学生幹事諸
君の頑張りで、滞りなく執り行うことができました。と
はいえ、関岡会長はすべての事業を展開する上での中心
であったため我々としましては不安だらけというのが
現状でした。
◆１０月以降は男女で４つの駅伝競走を行いました。体
育の日には男子の第２８回全日本大学選抜駅伝競走（島
根・出雲市）、１０月最終日曜日には第３４回全日本大学女
子駅伝対校選手権大会（宮城・仙台市）、１１月最初の日
曜日は秩父宮賜杯第４８回全日本大学駅伝対校選手権大
会（愛知・名古屋市〜三重県・伊勢市）、そして暮れも
押し迫った１２月３０日は２０１６全日本大学女子選抜駅伝

競走（静岡・富士市／富士宮市）でした。それぞれの大
会は歴史も数え、「観客ファースト」の精神で工夫が施
されました。今後も観ていてハラハラ、ドキドキといっ
た楽しい駅伝を目指しております。
◆平成２９年８月にユニバシアード台北大会が行われま
す。先日、日本オリンピック委員会から前回の韓国・光
州大会より多くの選手数の内示を受けました。これによ
り、これまで派遣できなかった種目もエントリーが出来
る可能性も出てきました。強化委員会から６月の２０１７
日本学生陸上競技個人選手権大会（神奈川・平塚市）を
最終選考会にすることが提案され、理事会でも承認され
ました。選手諸君もユニバシアードを目標に頑張ってい
ただきたいと思います。
◆それでは本年も悔いのない年をお過ごしください。

（専務理事　永井　純）

｜編｜集｜後｜記｜

［発行所］公益社団法人 日本学生陸上競技連合
 〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-58-11 中沢ビル２階
 TEL 03-5304-5542　FAX 03-5304-5569
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