
 

  
 

 

謹啓 

 新緑の候、OBOG の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は本会並びに母校陸

上競技部に対して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。コロナ感染症も止まるところを知

らず変異ウイルスも拡大、首都圏を中心にまん延防止等重点措置の発令、大阪では非常事態宣言の

再発令と厳しさが増すばかりです。 

さくらキャンパスは 600 名への定員増となり、新たな雰囲気の中、学生生活が始まっておりま

す。3月末日には、越川部長の定年退職、4月には杉林新コーチの就任、80名を超える新入部員を

迎え、オリンピックイヤーのシーズンは開幕しました。先の第 1回全国招待大学対校男女混合駅伝

競技大会で見事優勝を飾り、4月に開催された四大学対校戦では総合優勝は逃したものの男子は第

2 位・女子は 4 位、男子優秀選手賞には石坂奨真君(ハンマー投 65m43)が輝きました。来る第 100

回関東インターカレッジに向けて、一丸となって戦う母校の活躍が楽しみであります。 

 さて、2件のお願いがあります。 

名誉部長帖佐寛章先生、卒寿（90歳）のご長寿お迎えし、祝賀会を企画いたしましたがオリンピ

ックをも延期させるコロナ感染症で祝賀会も延期を余儀なくされました。未だ収束をみず中止はや

むを得ません。今ある母校陸上競技部を創られ、その後、日本陸連でご活躍されるなど数々の功績

を残されました。さらにこれまでの経験を元に「陸上人生 75 年」の著書も出版されました。ご購

読いただけましたでしょうか。また、祝賀会に代わり、是非にと「ご高話」をお願いすることとな

りました。別紙に詳細のご案内を申し上げました。 

越川一紀元部長が、この 3月末日を持ちまして定年退職されました。本学学生として初のオリン

ピック選手（走高跳）、頭上 49cm は語り草です。その後、指導者に転じ、成田高校では全国 IH で

総合優勝に導き、母校に赴任後は監督として日本 IC 総合優勝（2回）を達成しました。その間、幾

多の日本代表選手を育成し来たことは皆様の知るところあります。退職慰労会開催をと考えました

が、このコロナ禍、開催することはできません。祝賀会に換え、記念品代を募集したいと思います。 

昨年からのコロナ感染症の猛威は収束を見ず、ワクチン接種も嬉々として進まず、オリンピック・

パラリンピックの開催も危ぶまれる昨今、皆様くれぐれもご自愛いただき、本会並びに母校陸上競

技部へのご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

謹白 

令和 3年 5月吉日 

順天堂大学陸上競技部 OBOG 会 

 会 長 金子今朝秋     

 副会長 宮川 千秋     

     重成 敏史     

     中村 要一     

  



 

会員各位 

ご案内 

＜ご高話とお祝い金の募集＞ 

帖佐寛章陸上競技部名誉部長 

 

 順天堂大学陸上競技部の生みの親、日本学生界を代表するチームに育て上げ、日本陸上界の強

化・発展に寄与してきた。 

 1930 年（昭和 5 年）6月 7 日生まれ、現在 90歳であります。昨年、「卒寿のお祝い」にと祝賀

会を企画しましたが、コロナ感染症流行にやむなく延期、今も収まるところを知らず、中止せざ

るを得なくなりました。 

 つきましては、お祝い金 1 口 5,000 円の募集と先生のご希望もあり、今回、ご高話(尊敬の意)

をいただくことになりました。しかし、コロナ禍、一堂に会して拝聴することができません。大

学オンラインシステムを利用して Zoom配信にてご高話をいただくこととなりました。 

 以下に配信等の詳細を記しておきますので、期日までのお申し込みください。 

 

記 

１． 記念品代 1口 5,000 円 （同封の振込用紙をご利用ください。） 

※ その他の欄に「卒寿祝」と明記ください。送金期限 6月末日まで 

 

２． ご高話 2021年(令和 3年)5月 30日（日）11時 00分から 

ZOOM 配信 先着 300 名まで 

   ※申し込み先 juntendoobog@yahoo.co.jp 

   

 

  ※受信できない方のためにご高話を録画して希望者には CDにて配布します。 

E-mail or Fax0476-98-1037  振込用紙に記載ください。 

 

 略歴 

  帖佐寛章（ちょうさひろあき 1930 年 6月 7日生 香川出身） 

 香川県立三本松高等学校卒業 東京教育大学卒業 在学中に日本選手権 800m・1500m で優勝。卒

業後、野口源三郎・久内武の勧めで順天堂大学に奉職する。山田宏臣・小出義雄・澤木啓祐ら育て

た。 

 日本陸上競技連盟理事・強化委員長・専務理事・副会長、日本体育協会副会長、国際マラソン連

盟会長などを歴任。 

 現在、順天堂大学名誉教授・陸上競技部名誉部長 

以上 

 

好評発売中！「日本陸上界の真実」 \1,870円 

帖佐寛章著 ベースボールマガジン社 

（10 冊以上から 2割引き 陸上競技部ホームページ OBOG 欄参照） 

 

mailto:juntendoobog@yahoo.co.jp


 

越川一紀先生退職記念品代の募集 

 

 越川一紀先生におかれましては、本年 3月 31日に順天堂大学スポーツ健康科学部を定年退職さ

れました。一時期、健康を心配されましたが回復され、授業にクラブ指導にとご活躍されまし

た。 

 本来ならば、退職記念慰労会を開催するところですが、昨年から続くコロナ禍、開催すること

ができません。つきましては、下記の如く記念品代を募集いたします。皆様、何とぞご協力程、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 略歴 

 越川一紀（こしかわかずのり 1956 年 1月 23日生 千葉県出身） 

ベスト記録 2m21、身長は 172cmしかなかったが非凡なジャンプ力で高校時代から注目され、本学

学生としては初のオリンピック選手、身長差 49cmは話題になった。卒業後、千葉県立君津高等学

校・同姉崎高等学校への赴任を経て、母校成田高等学校に転出。澤野大地・花岡真帆・鈴木哲

平・森拓郎らを育て、全国 IH総合優勝も成し遂げた。 

その後、指導力を買われて本学講師に転身、跳躍ｺｰﾁ・ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ・監督・部長を務めた。日本 IC

優勝 2回、花岡真帆・鈴木秀明・菅井洋平・永田純也らを育て、アテネ・オリンピック跳躍ｺｰﾁを

はじめ、日本選手団の跳躍ｺｰﾁとして活躍した。 

 

 

記 

１． 記念品代 1口 ５，０００円 

２． 同封の振込用紙にてご送金ください。 

   （払込票の「その他」または余白に内訳がわかるようにご記載ください） 

３． 送金期限 2021年（令和 3年）6月末日まで 

以上 

 

  



令和 2年度 OB･OG会支部代表者会のご報告 

  

 今年度は昨年度に続き、コロナウイルスの感染拡大に配慮し、各支部長による書面での報告と

承認を得ることといたしましたので以下の通りご報告いたします。 

 

１．令和2年度活動報告・決算報告 

活動報告は近日、ホームページに掲載いたします。会計監査の結果、令和2年

度の収支決算が適切であったことが報告されました。 

２．令和3年度活動予定・予算 

活動予定はホームページに掲載いたします。令和3年度の予算案が承認されました。 

３．役員の選任について 

令和3年度、4年度の新役員について下記の表の通り報告されました。（現行役員継続） 

４．栄章受章者について 
総会において承認されました令和2年度栄章受賞者について報告されました。 

 

令和 3 年度・令和 4年度 順天堂大学陸上競技部 OB・OG会役員 

 

 

役職 卒業年 氏　　名 都道府県

顧問 31 脇　徹 東京都

顧問 S 33 小野澤　七郎 群馬県

顧問 S 35 道祖土　正喜 埼玉県

顧問 S 42 永野　良一 千葉県

会長 S 44 金子　今朝秋 東京都

副会長 S 45 宮川　千秋 神奈川県

副会長 S 53 重成　敏史 北海道

副会長 S 53 中村　要一 東京都

幹事長 S 59 伊東　謙二 千葉県

副幹事長 S 59 岡田　康隆 千葉県

幹事 S 52 林　英昭 千葉県

幹事 S 55 臼井　淳一 千葉県

幹事 S 56 隅坂　道昭 千葉県

幹事 S 58 佐藤　浩二 千葉県

幹事 H   2 小谷　昭彦 神奈川県

幹事 H   3 居駒　秀保 東京都

幹事 H 14 谷口　美幸 東京都

幹事 H 17 吉野　麻理 千葉県

幹事 H 18 川田　裕次郎 千葉県

幹事 H 28 千葉　汐里 千葉県

事務局長 H   2 仲村　明 千葉県

事務局 H 20 院 髙梨　雄太 千葉県

監査 S 63 石原　典泰 千葉県

監査 H   9 大塚　良彰 千葉県

卒年 氏 名 都道府県 

40 小 出 義 雄 千葉県 

※太字：新任の方 

現行会則及び、令和 2 年度活動報告、栄章受賞者等につきましては「順天堂大学陸上競技部のホームページ

（http://www.iiwanet.jp/j_trackfield/obog）に掲載しております。今後、総会及び、代表者会で配布されまし

た資料についてはホームページに掲載させていただきますのでご参照ください。 

退任される方 

ご逝去



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 氏名 卒年 支部 業績 

 

勲功章 

 

黒田 

 

浩 

 

S64  

 

香川 

 
 

令和3年度 高校優秀指導者章（平沼章） 

 

指導章 岡本 拓矢 H11 福島 
男子円盤投国体3位、3000ｍSC全国高校選抜3位他 

三浦 龍司（1年） 第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 3000mSC 優勝（NGR） 

林 奈海（4年） 第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 10000mW 優勝 

森下 舜也（4年） 

第99回関東学生陸上競技対校選手権大会 

3000mSC 

優勝 

第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 第4位 

村竹 ラシッド（1年） 

第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 110ｍH 優勝 

U20全国陸上競技大会 110ｍH 優勝 

出口 晴翔（1年） U20全国陸上競技大会 400mH 優勝 

 

 

三浦 龍司 3000mSC 8:19.37 

本田 怜 100mH 13.95 

【栄章審査基準】 

 

勲功章   各陸上競技協会などにて輝かしい功績を残された方（役員：評議員・会長・副会長など） 

オリンピック大会・世界選手権大会・アジア大会に出場した方 

日本陸連秩父宮章または勲功章を受章された方 

指導章   中学校・高等学校などで指導者として全国大会クラス競技会で優勝者を育成された方 

日本陸連高校優秀指導者章または中学優秀指導者章を受章された方 

学術文化章  学術論文作成、学位取得または著書等を発刊された方 

特別賞   本会が特別に認めた方 

 

男子最優秀選手章 

令和 2 年度  学生栄章受章者 

女子最優秀選手章 

優秀選手章 

最優秀新人章 

順大記録章 

令和 2年度 OB・OG 会栄章 受章者 



 

月 日 曜日 内容 大学・陸上競技部行事等

下旬予定 第一回幹事会

下旬予定 第一回会報発送

12～16 水～日
第73回インターハイ（エコパ・静岡）

懇親会

23 日

セイコーゴールデングランプリ（国立競技場・東京）

草野誓也（H23卒）：100m 予選

木下裕貴（4年）：200m 第7位

林貴裕（R1卒）：800m 第8位

村島匠（H30卒）：800ｍ 第9位

村竹ラシッド（1年）：110mH 第2位

藤井亮汰（Ｈ30卒）：110mH 第5位

松下裕樹（Ｈ25卒）：400mH 第5位

菊池梨紅（R1卒）：800m 第7位

下旬予定 第二回幹事会

下旬予定 第二回会報発送

11～13 金～日 第89回日本IC（デンカビックスワン・新潟）男子総合4位、女子総合17位

26～27 土～日
第104回日本陸上競技選手権混成（長野市営・長野）

田上駿（M1）:十種競技 第3位

26 土 第26回関東大学女子駅伝（印西・千葉）総合2位

9～11 金～日 第99回関東IC（ギオンスタジアム・神奈川）

1～3 木～土

第104回日本陸上競技選手権（デンカ・新潟）

梅谷健太（H30卒）：800m 第4位

根本大輝（3年）：800m 第7位

泉谷駿介（3年）：110mH 第3位

津藤広夢（2年）：走幅跳 第8位

来間弘樹（H29卒）：棒高跳 第1位

菊池梨紅（R1卒）：800m 第8位

藤森夏美（H29卒）：円盤投 第3位

16～18 金～日

第104回日本選手権リレー（日産スタジアム・神奈川）

村冨浩太朗（4年）・山﨑稔侍（2年）

葛西蔵輝（1年）・松岡知紀（2年）

4×400mR 第3位

9～13 金～火
第75回国民体育大会（鴨池・鹿児島）

懇親会
第75回国民体育大会（鴨池・鹿児島）延期

23～25 金～日

U20全国陸上競技大会（広域公園・広島）

村竹ラシッド（1年）：110mH 第1位

出口晴翔（1年）：400mH 第1位

中野隼斗（1年）：棒高跳 第3位

森澤翔尉（1年）：三段跳 第7位

岡田大輝（1年）：ハンマー投 第8位

山口光（2年）：800m 第1位

井上紗耶加（1年）：走高跳 第3位

加藤綾乃（2年）：三段跳 第7位

24～25 土～日 第99回関東IC 3部・OP

24 土
第7回木南道考記念陸上競技大会（ヤンマースタジアム長居・大阪）

池崎愛理（4年）：800m 第7位

25 日
第42回北九州陸上カーニバル（北九州本庄・福岡）

中村紗華（3年）：三段跳 第7位

25 日 第38回全日本大学女子駅伝（仙台・宮城）総合11位

1 日

第52回全日本大学駅伝（伊勢・三重）総合8位

三浦龍司（1年）：区間新記録（1区 1位）

野村優作（3年）：区間新記録（4区 3位）

3 火

Denka Athletics Challenge Cup 2020（デンカ・新潟）

梅谷健太（H30卒）：800m 第1位

井上駆（H30卒）：400mH 第2位

岩﨑崇文（R1卒）：400mH 第8位

22 日 第99回関東IC 競歩

下旬予定 第三回幹事会兼栄章審査会

下旬予定 第三回会報発送

12 30 水
富士山女子駅伝（富士・静岡）総合11位

花田咲絵（4年）：区間賞（3区 1位）

1 金

第69回元旦競歩

住所大翔（3年）：20km 第1位

立岩和大（3年）：20km 第7位

林奈海（3年）：10km 第4位

2～3 土～日 第97回箱根駅伝　総合7位

3 日 OB・OG会総会

未定 第四回幹事会

21 日
第104回日本陸上選手権大会・20km競歩（甲南大学・兵庫）

住所大翔（3年）：20km 第8位

27 土

第104回日本陸上選手権大会・クロスカントリー競走（海の中道海浜公園・福

岡）

三浦龍司（1年）：10km 第1位

未定 陸上競技部謝恩会

11 木 スポーツ健康科学部卒業式

下旬予定 支部代表者会

21 日

第15回日本学生20km競技選手権大会（能美・石川）

住所大翔（3年）：20km 第3位

林奈海（3年）：20km 第1位

村上藍（2年）：20km 第8位

21 日

第45回全日本競歩能美大会（能美・石川）

住所大翔（3年）：20km 第5位

林奈海（3年）：20km 第2位

21 日

第1回大学対抗男女混合駅伝大会（長居公園・大阪）総合1位

伊豫田達弥（2年）：3区 1位

二川彩香（2年）：4区 1位

野口雄大（4年）：5区 1位

3

1

※新型コロナウイルスの拡大に伴い、入学式、四大学対校戦は中止となりました。

令和2年度活動報告
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5

9
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月 日 曜日 内容  大学・陸上競技部行事等

4 17 土 四大学対校陸上 

２０～２３ 木～日 第100回関東IC（相模原ギオンスタジアム・神奈川）

下旬予定 第一回幹事会

下旬予定 第一回会報発送

4～6 金～日 2021日本学生陸上競技個人選手権（レモンガススタジアム平塚・神奈川）

6 日～月 Denka Athletics Challenge Cup 2021（デンカ・新潟）

１２～１３ 土～日 第105回日本陸上競技選手権混成（⾧野市営・⾧野）

２４～２７ 木～日 第105回日本陸上競技選手権（⾧居・大阪）

２４～２７ 木～日 第37回U20日本選手権（広域公園・広島）

未定 第8回日中韓3か国交流（中国予定）

未定 六大学対校（Shonan BMW・神奈川）

３０～８ 金～日 第32回夏季オリンピック（国立・東京）

7/28～8/1 水～日
第74回インターハイ（9.98STU・福

井）懇親会（開催未定）

下旬予定 第二回幹事会

下旬予定 第二回会報発送

１０～１２ 金～日 関東学生新人・学生リレー（相模原ギオンスタジアム・神奈川）

１７～１９ 金～日 第90回日本IC（熊谷・埼玉）

9/25～10/5 土～火

第76回国民体育大会（三重交通Gス

ポーツの杜伊勢・三重）　　　懇親

会（開催未定）

第76回国民体育大会（三重交通Gスポーツの杜伊勢・三重）

下旬予定 第26回関東大学女子駅伝（印西・千葉）

10 日 第33回出雲全日本大学選抜駅伝（島根）

２２～２４ 金～日 第105回日本選手権リレー（愛媛県総合・愛媛）

未定 箱根駅伝予選会（立川・東京）

31 日 第39回全日本大学女子駅伝（仙台・宮城）

7 日 第53回全日本大学駅伝（伊勢・三重）

下旬予定 第三回幹事会兼栄章審査会

下旬予定 第三回会報発送

12 30 木 富士山女子駅伝（富士・静岡）

1 土 元旦競歩（東京）

２～３ 日～月 2～3 日～月第98回箱根駅伝

3 月 OB・OG会総会

2 未定 第四回幹事会

未定 陸上競技部謝恩会

未定 スポーツ健康科学部卒業式

下旬予定 支部代表者会

※行事予定はコロナウイルスの状況等により大幅に変更となる場合があります。
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令和3年度活動予定
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2021年度 陸上競技部新入部員 

 

 

 

 

 

 

氏名 ブロック 出身校 氏名 ブロック 出身校

【男子】

青山 昇也 短距離 岐阜県私立聖徳学園 保曽井 翔馬 長距離 埼玉県立春日部東

浅井 皓貴 長距離 愛知県私立豊川高校 堀越 翔人 長距離 群馬県私立前橋育英

油谷 航亮 長距離 千葉県私立八千代松陰 前田 徹平 長距離 愛知県私立豊川

新井 諒大 障害 茨城県立下館第一 宮部 灯哉 跳躍 千葉県立八千代

有田 和麻 中距離 東京都立石神井 森田 祐生 跳躍 埼玉県立不動岡

池田 和史 短距離 福島県立磐城 八木 優気 障害 広島県県立広島皆実

石川 弾 短距離 福島県立郡山 矢口 直利 短距離 北海道立北見北斗

磯野 英知 投擲 千葉県柏市立柏 矢崎 裕大 短距離 静岡県立袋井

井田 翔眞 短距離 埼玉県立松山 矢原 孝太郎 長距離 東京都立雪谷

伊藤 俊明 短距離 群馬県私立前橋育英 吉岡 悠輝 跳躍 香川県私立四国学大香川西

井上 瑞葵 短距離 鳥取県私立鳥取中央育英 吉沢 剛 短距離 埼玉県私立伊奈学園総合

岩島 共汰 長距離 岐阜県立益田清風 吉田 大輝 投擲 埼玉県立寄居城北

岩本 大亮 跳躍 福岡県立八幡 吉本 吏玖 短距離 徳島県立城南

海老澤 憲伸 長距離 栃木県立那須拓陽 米澤 碧 長距離 東京都立東大和

海老澤 蓮 短距離 千葉県私立西武台千葉 米山 聖雅 長距離 千葉県立佐原

鬼澤 大樹 長距離 千葉県立佐原 和田 倖明 長距離 徳島県立つるぎ

神谷 青輝 長距離 福岡市立大牟田

河本 侑磨 短距離 岡山県立岡山一宮 【女子】

越川 大樹 跳躍 千葉県私立千葉黎明 伊藤 麻衣 投擲 千葉県立成東

小島 駿矢 短距離 岐阜県私立麗澤瑞浪 出雲 爽 長距離 静岡県私立静岡雙葉

小林 央芽 跳躍 千葉県私立成田 稲葉 茉莉 跳躍 茨城県立下妻第一

齋藤 諒 跳躍 香川県立善通寺第一 今村 美緒 中距離 埼玉県立所沢西

眞田 勝己 中距離 富山県私立富山第一 岩井 彩澄 跳躍 東京都私立東京

杉本 陸 障害 新潟県私立中越 岩渕 珠羽 跳躍 神奈川県立川和

世古宗 祐真 短距離 静岡県立浜松湖東 梅野 倖子 競歩 福岡県立宗像

瀬下 怜司 跳躍 埼玉県立熊谷 影山 悠 投擲 静岡県立吉原

高木 陸 短距離 茨城県立土浦湖北 鬼頭 このみ 長距離 山梨県私立山梨学院

高野 康太 投擲 千葉県立匝瑳 絹村 莉子 跳躍 埼玉県立羽生第一

田代 紘大 跳躍 栃木県立真岡 熊谷 優香 長距離 秋田県立大曲

田中 隆太郎 跳躍 大阪府私立摂津 小出 佳奈 競歩 奈良県私立智辯学園奈良カレッジ

棚原 そら 跳躍 東京都私立明星学園 小暮 真緒 長距離 埼玉県立所沢西

谷井 海翔 短距離 茨城県立下館第一 髙橋 こと子 マネージャー 愛知県私立愛工大名電

土屋 稜翔 投擲 山梨県立甲府南 髙橋 遙香 マネージャー 秋田県立秋田南

中田 朝陽 長距離 岐阜県立益田清風 武井 凜 跳躍 千葉県立印旛明城

中村 有志 短距離 新潟県立高田 土岐 優花 中距離 静岡県私立日大三島

中山 敬 混成 熊本県立熊本西 永生 彩乃 投擲 富山県立砺波

野本 唯人 跳躍 愛媛県立松山北 丹羽 瑞希 長距離 三重県立四日市商

服部 壮馬 長距離 京都府私立洛南 松下 凜歩 投擲 静岡県立浜松南

服部 悠平 競歩 兵庫県立西脇工業 松原 珠央 跳躍 沖縄県立那覇西

濱田 真伯 中距離 静岡県立韮山 松本 采弥 トレーナー 香川県立高松第一

廣畑 来夢 短距離 京都府立向陽 山際 夏芽 長距離 広島県立世羅

藤島 幹大 長距離 千葉県私立専修大松戸 寄松 二葉 跳躍 東京都立文京



 

 

部長挨拶 青木 和浩 

 

 

4 月より、陸上競技部 10 代目の部長に拝命いたしました。1952 年の創部以来多くの

諸先輩方の築かれた数々の栄光により、日本インカレでは 28 回の男子総合優勝をはじ

め、今や日本を代表する大学陸上競技部として君臨し、その歴史と伝統の重さに身の引

き締まる思いでございます。 

男子部では、大学スポーツの最高峰の日本インカレでの総合優勝し、女子部では、最

上位を目指し、全ての部員が、4 年間充実した学生生活を送れるように教育的配慮もあ

るチームでありたいと考えております。山崎監督をリーダーとして、スタッフ間の「和」

を大切にして、「不断前進」の精神で、新しい歴史を築けるよう部の統括をしていく所存です。 

これまで以上に OBOG の皆様の変わらぬ、お力添えを頂ければ幸いです。 

 

 

 

事務局より 

現在事務局では経費削減のためＯＢＯＧ会ホームページを利用した会報の配信を順次、進めております。 

会費および駅伝寄付の納入者リスト、関東インカレ代表選手等に関するお知らせはホームページに後日掲載さ

せていただきます。 

また、会報の内容によりファイルにパスワードを設定する場合がございます。パスワードを以下の通りお知ら

せいたします。パスワードは年度ごとに変更し、変更後は年度はじめの会報にてお知らせいたします。 

 

 
 


