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後援会のみなさまへ

令和4年度役員

会　　長　谷口　博之（S61 卒 18 期）
副 会 長　渡邊　　学（S62 卒 19 期）
会　　計　鈴木　滉平 (H28 卒 48 期）
監　　査　臼井　宏之 (H14 卒 34 期）
　　　　　橋本　啓紀（H20 卒 40 期）

運営委員　江﨑　茂樹 (S61卒 18 期）
　　　　　倉持三千帆（H5 卒 25 期）
　　　　　菊地まり子（H8 卒 28 期）
　　　　　村田　　宏 (H22卒 42 期）
　　　　　小川　　翼（H23 卒 43 期）
　　　　　平　　健吾（H24 卒 44 期）
　　　　　三渕　和也 (H27 卒 47 期）
　　　　　福岡　大志（H28 卒 48 期）

事務局長　栗山　一弘（H3 卒 23 期）
事務局員　根本　太樹（H28 卒 48 期）
　　　　　稲富　智希（H30 卒 50 期）
　　　　　福島　　優（H30 卒 50 期）
　　　　　井坂　弥紅（R1 卒 51 期）
　　　　　田中　宏明（R1 卒 51 期）
　　　　　米森　心悟 (R1 卒 51 期）
　　　　　菊地由里佳 (R2 卒 52 期）

後援会費納入のご案内

後援会費：5,000 円 / 年（1 口 5,000 円 /1 口以上）
　　＊ 2 口以上お振込みのいただいた方には応援グッズプレゼント
　　　（2 口：RKU タオル　3 口以上：RKU ポロシャツ）

振込先口座１：常陽銀行　竜崎支店
　　　　　　　普通　1826040
　　　　　　　流通経済大学陸上競技部
　　　　　　　後援会事務局　栗山一弘

振込先口座２：ゆうちょ銀行　029 店
　　　　　　　当座　00220-1-105897
　　　　　　　流通経済大学陸上競技部後援会

　　　　　五十嵐伶音 (R4 卒 54 期）

　日頃より後援会活動にご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

　後援会は発足してから10年目と節目の年を迎え、卒業生のご支持をいただき会員数は584名まで

増えより一層、陸上競技部への支援体制ができつつあります。

　また、陸上競技部は今年で創部３７年目を迎えます。本年度の総部員数は１８１名（男子８７名、女子

２７名、駅伝６７名）と力強く感じます。

　後援会の主な活動内容としては、合宿時の差し入れ、備品寄贈、勧誘パンフレット（YEAR BOOK）

制作費支援、応援グッズ制作、大会結果の情報発信を行っております。今年度も会員の皆様のご意見、

ご要望をいただきながら、より良い運営に努めて参ります。

　引き続きご支援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

流通経済大学陸上競技部後援会役員一同
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第 98 回　箱根駅伝予選会　結果報告
2021年 10 月 23 日（土）　陸上自衛隊立川駐屯地

総合結果 

個人結果 

10時53分21秒　　　　　　総合17位

順位 大学 記録
1 明治大学 10時間33分22秒
2 中央大学 10時間37分38秒
3 日本体育大学 10時間39分32秒
4 山梨学院大学 10時間41分15秒
5 神奈川大学 10時間41分57秒
6 法政大学 10時間42分12秒
7 中央学院大学 10時間43分08秒
8 駿河台大学 10時間44分47秒
9 専修大学 10時間44分58秒
10 国士舘大学 10時間45分41秒

11 拓殖大学 10時間46分36秒
～以上が箱根駅伝本戦出場～

12 大東文化大学 10時間48分08秒
13 筑波大学 10時間48分14秒
14 上武大学 10時間49分29秒
15 城西大学 10時間49分32秒
16 立教大学 10時間53分07秒
17 流通経済大学 10時間53分21秒

※学年は2021年度のものです。

大場　麻央（4） 利　　府・宮　城　1.06.18/235位
高橋　登也（4） 名経大学高蔵・愛　知　1.06.18/237位
竹上　世那（4） 小豆島中央・香　川　1.05.11/162位
中根　翔也（4） 埼 玉 栄・埼　玉　1.05.26/179位
宮下 資大（4） 開志国際・新　潟　1.03.51/57位

鎌形　駿也（2） 鉾田第一・茨　城　1.05.53/204位
芳口　悠太（2） 流経大付属柏・千　葉　1.06.22/244位

（1） 波　　崎・茨　城　1.07.26/295位長谷川　瑠
森田　蒼太（1） 興 譲 館・岡　山　1.04.55/146位

（1） チェレタ・ケニア　1.01.41/2位サムソン ディランゴ

中川　裕斗（3） 和歌山南部・和歌山　1.09.39/368位

小島　　准（1） 名経大学高蔵・愛　知　1.08.16/335位

天皇賜盃 90回日本学生陸上競技対校選手権　結果報告
2021年 9 月 1 7 日（金）～ 1 9 日（日）　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（埼玉）

女子
●砲丸投

佐野　拓人 (M1) 花　　園・京　都　 14m37 /19位

※学年は 2021年度のものです。

●円盤投
湯澤　秀太 (3)　 盛岡工業・岩　手　 42m60 /27位

●4×100mリレー
　　　　　 (4)　 水戸商業・茨　城　 
　　　　　 (4)　 東　　海・茨　城
木内　颯太 (4)　 秋田商業・秋　田
遠藤　稜生 (3)　 明秀日立・茨　城　 42.02 /予選6着

五十嵐　伶音
千葉　孝太郎

●ハンマー投
大沢　柚月 (1) 　　　　　・埼　玉　 51m92 /17位進 修 館

●やり投
　　　　　 (1) 　　　　　・千　葉　 42m24 /29位流 山 南山下　わか菜

男子
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第 101回　関東学生陸上競技対校選手権大会　結果報告
2022年 5 月 19日（木）～ 22 日（日）　国立競技場（東京）

男子（1部）

2022日本学生陸上競技個人選手権　結果報告
2022年 ４ 月 1 ５ 日（金）～ 1 ７ 日（日）　レモンガススタジアム平塚（神奈川）

●砲丸投
佐野　拓人 (M2) 花　　園・京　都　 16m10 /5位

●円盤投
湯澤　秀太 (4)　 盛岡工業・岩　手　 43m45 /16位

女子
●ハンマー投

大沢　柚月 (2) 　　　　　・埼　玉　 51m89 /13位進 修 館

男子 ●ハンマー投
高科　貴寛 (4)　 東京学館・千　葉　 55m30 /22位

●100m
池嶋　公清 (1)　 　　　　・茨　城　 10.90 /予選6着つくば秀英

●800m
古澤　育己 (2)　 下妻第二・茨　城　 1.55.55 /予選7着

●1500m
鎌形　駿也 (3)　 鉾田第一・茨　城　 4.02.04 /予選18着

●5000m
嶋田　翔太 (4)　 東総工業・千　葉　 14.56.55 /予選18着
三角　隼人 (2) 　　　　　・埼　玉　 14.41.55 /予選17着埼 玉 栄
森川　蒼太 (2) 　　　　　・岡　山　 14.46.80 /予選19着興 譲 館

●10000m
森川　蒼太 (2) 　　　　　・岡　山　 29.56.81 /26位興 譲 館

●走高跳
大橋　駿音 (4)　 富　　里・千　葉　 2m00 /13位

●円盤投
高科　貴寛 (4)　 東京学館・千　葉　 NM
湯澤　秀太 (4)　 盛岡工業・岩　手　 43m70 /10位

●ハンマー投
高科　貴寛 (4)　 東京学館・千　葉　 55m29 /11位
湯澤　秀太 (4)　 盛岡工業・岩　手　 55m53 /10位
鎌田　優斗 (2)　 水沢第一・岩　手　 54m82 /12位

●やり投
重藤　明夫 (3)　 武　　南・埼　玉　 58m92 /16位

●4×100mリレー
　　　　　 (1)　 市立船橋・千　葉　 

田代　令央 (2)　 八　　潮・埼　玉
　　　　　 (3)　 松戸六実・千　葉　 41.63 /予選8着

五十嵐　光雅
池嶋　公清 (1)　 　　　　・茨　城つくば秀英

林 田 　 潤

●4×400mリレー
安岡　茉浩 (2)　 　　　　・高　知 

豊田　恭平 (3)　 作新学院・栃　木
能村　浩平 (2)　 柏　　陵・千　葉　 3.19.54 /予選7着

井上　龍斗 (4)　 美　　原・千　葉
高 知 南

女子　(1部)

●砲丸投
中堂　妃菜 (2) 　京都西山・京　都　 11m61 /13位

●ハンマー投
加藤　理華 (3) 　帯広農業・北海道　 45m71 /14位
大沢　柚月 (2) 　　　　　・埼　玉　 52m43 /5位進 修 館

●やり投
　　　　　 (2) 　　　　　・千　葉　 43m75 /11位流 山 南山下　わか菜



第 106回　日本陸上競技選手権大会　結果報告

2022年 6 月 9日（木）～ 12日（日）　ヤンマースタジアム長居（大阪）

女子

OB

●U20ハンマー投
大沢　柚月 (2) 　　　　　・埼　玉　 54m26 /2位  PB進 修 館

●男子ハンマー投
奥村　匡由 (49期)　 奥村造園・滋　賀　 61m00 /18位

北亦　将成 (51期) 　　　　　・和歌山　 59m72 /19位W A S

●女子ハンマー投
多田　一葉 (50期) 　　　　　・鳥　取　 53m35 /12位まなびや園
小舘　充華 (52期) 　　　　　・茨　城　 60m91 /3位染 め Q
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天皇賜盃 91回日本学生陸上競技対校選手権　結果報告

2022年 9 月 9日（金）～ 11日（日）　たけびしスタジアム京都（京都）

●砲丸投
佐野　拓人 (M2) 花　　園・京　都　 16m27 /4位

●円盤投
湯澤　秀太 (4)　 盛岡工業・岩　手　 43m45 /16位

男子

●走高跳
田野　禎貴 (4)   済　　美・愛　媛　 2m10 /12位

●ハンマー投
高科　貴寛 (4)　 東京学館・千　葉　 56m09 /29位
湯澤　秀太 (4)　 盛岡工業・岩　手　 57m47 /24位

女子

●ハンマー投

　　　　　 (1) 　タ　イ　王　国　 53m27 /18位コンポン•ミンガモン
大沢　柚月 (2) 　　　　　・埼　玉　 55m25 /9位進 修 館

●やり投
　　　　　 (2) 　　　　　・千　葉　 36m24 /33位流 山 南山下　わか菜

流通経済大学陸上競技部後援会の会員の皆様、日頃より陸上競技部に対
しまして、多大なるご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
これまで、田簑先生が陸上競技部を永らく引っ張って参りましたが、大学の
要職に着任された事を機に、陸上競技部を離れ、私が今年度より陸上競技
部の総監督として着任する事になりました。伝統ある陸上競技部をより発展
する為に尽力致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、2022年度は陸上競技部も強化部に指定され、大学からも多大なる支
援を受けて活動する事になりました。これは偏に、会員の皆様がこれまで尽
力されてきたお陰かと存じます。このように強化部に指定された事により、新
たなスタッフも加わる事となりました。菱沼篤志氏は日本ウェルネススポーツ
大学陸上競技部で指導にあたっており、流通経済大学陸上競技部では女
子監督・短距離ヘッドコーチとして、指導にあたってもらいます。駅伝部では、
新たに、長谷孝治氏（流通情報学部教授）が監督に就任し、田村博史氏が
駅伝ヘッドコーチに就任されました。
この様に2022年度陸上競技部は新たな体制でスタートする事になりました。
新型コロナウィルスが蔓延し、３年目となりますが、これまで無観客という状
態で主要な大会が開催されてきましたが、今年度は、３年ぶりに関東インカ
レは有観客での開催となりました。結果は、無得点、２部降格となりましたが、
コロナ禍の中で多くの選手が目標を定めるのが難しい状況が続いており、２
部降格とはなってしまいましたが、新たな気持ちで１部に戻ってくるという明
確な目標が出来たと思います。
６月に開催されたU－２０日本選手権大会では大沢柚月（進修館）が52m 26
の自己ベストで２位入る活躍を見せました。これまで、新型コロナの影響で
制約がある中の活動が続いてきましたが、多くの選手が自己ベストを更新
するなど、来シーズンに期待が持てる状況になってきました。
最後に、７月からミンガモン・コンポン（ニックネーム：テン）さんがタイ王国より
本学に入学してきました。テンさんは、これまでタイ王国ハンマー投げ代表と
して活躍してきており、何度も本学で合宿も行ってきました。これらの交流を
する中で、彼女のキャリアなどを考え、日本で勉学、競技を続けたいという意
思で本学に来ました。アジア大会出場を目指し、日本でトレーニングを行って
いきますので、会員の皆様には、温かく見守って頂ければと存じます。

流通経済大学陸上競技部　総監督　田畑　亨

U20女子ハンマー投に出場した大沢柚月です。
今回の試合では、54m26でベストを更新し2位という結
果でした。
ベストを出した投げの感覚は正直言ってしっくりくるもの
ではなかったです。
ですが、その分自分に伸びしろを感じました。

「この投げでベストが出たなら、上手く投げれたらもっと
投げれるんじゃないか」と思いました。
また、こんな大きな大会でベスト更新できた事もいい経
験となりました。
今後さらに練習で自分の体力、メンタル全てを追い込み
、来年には日本選手権で戦えるような選手になれるよう日
々の積み重ねを大切にしていきたいと思っています。
今回たくさんの応援をしてくれた、コーチ、チームメイト、家
族、たくさんの方に感謝し、今後より良い選手になり日本
で輝けるハンマー投選手になれるよう努力を積んでいき
たいと思います。

大沢　柚月
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第 99 回　箱根駅伝予選会　結果報告
2022年 10 月 15日（土）　陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園

総合結果 

個人結果 

11時15分58秒　　　　　　総合30位

順位 大学 記録
1 大東文化大学 10時間40分39秒
2 明治大学 10時間41分41秒
3 城西大学 10時間42分09秒
4 早稲田大学 10時間42分29秒
5 日本体育大学 10時間43分34秒
6 立教大学 10時間46分18秒
7 山梨学院大学 10時間46分55秒
8 専修大学 10時間46分56秒
9 東海大学 10時間47分03秒
10 国士舘大学 10時間48分55秒

11 神奈川大学 10時間49分29秒
～以上が箱根駅伝本戦出場～

12 中央学院大学 10時間51分25秒
13 日本大学 10時間52分02秒
14 麗澤大学 10時間52分40秒
15 筑波大学 10時間53分50秒
16 日本薬科大学 10時間55分00秒
17 東京農業大学 10時間55分01秒
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

拓殖大学
駿河台大学

芝浦工業大学
上武大学

明治学院大学
育英大学

亜細亜大学
関東学院大学
慶應義塾大学
桜美林大学

東京経済大学
平成国際大学
流通経済大学

10時間55分44秒
10時間56分07秒
10時間59分27秒
11時間02分29秒
11時間02分49秒
11時間03分36秒
11時間04分06秒
11時間06分30秒
11時間07分02秒
11時間08分23秒
11時間08分49秒
11時間12分53秒
11時間15分58秒

尾関　耀匡（4） 中部第一・愛　知　1.09.50/383位

鎌形　駿也（3） 鉾田第一・茨　城　1.09.43/378位
西谷　陸斗（4） 流経大付属柏・千　葉　1.07.46/312位

（2） 波　　崎・茨　城　1.03.32/34位長谷川　瑠

中川　裕斗（4） 和歌山南部・和歌山　1.06.46/253位

森田　一希（2） 岡山商科大付属・岡　山　1.07.52/318位

鎌田　歩夢（3） 作新学園・栃　木　1.08.30/342位
杉本　　翔（3） 春日部東・埼　玉　1.07.29/303位
森　いつき（3） 皇 學 館・三　重　1.07.01/269位
佐藤　俊介（2） 流経大付属柏・千　葉　1.08.31/344位
中川　　力（2） 浜松商業・静　岡　1.10.31/400位

鈴木　　稜（1） 三浦学苑・神奈川　1.08.48/355位

箱根駅伝本選に関東学生連合として、2年生の長谷

惜しくも本選出場には至りませんでしたが、今後のチ
ーム全体の活躍に期待が高まります。
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新学生スタッフ紹介

　7月23日に流通経済大学陸上競技部の代替式を行いました。
　石井光一から佐野拓人へ主将が代わり、新体制でのスタートを切りました。

役　　職 旧学生スタッフ 新学生スタッフ

主 将

主 将 ( 駅 伝 )

副 主 将

副 主 将 ( 駅 伝 )

短距離ブロック長(100)

短距離ブロック長(400)

中・長距離ブロック長

跳 躍 ブ ロ ッ ク 長

投 擲 ブ ロ ッ ク 長

混 成 ブ ロ ッ ク 長

主 務

主 務 ( 駅 伝 )

高科　貴寛 東京学館・千　葉

田野　禎貴 済　　美・愛　媛

遠藤　稜生

巨　　摩・山　梨佐野　立弥

高取　由征 済　　美・愛　媛

鴨志田直樹

高科　貴寛 東京学館・千　葉

高取　由臣 済　　美・愛　媛

久保香菜子

新　康生 鎮西学園・長　崎

新スタッフ紹介

木下　祐介 　　　　・和歌山紀 央 館

泉田　虎男 　　　　・青　森青 森 北

泉田　虎男 　　　　・青　森青 森 北

木下　祐介 　　　　・和歌山紀 央 館

出居　時 　　　　・栃　木佐 野 東

福田　圭佑 早　　鞆・山　口

花屋龍ノ介 日体大柏・千　葉

敦賀気比・福　井高島　捺綺

高藤　陽樹 飯　　山・長　野

西谷　陸斗 　　　　・千　葉流経大付柏

池嶋　将汰 　　　　・千　葉我 孫 子

敦賀気比・福　井木下　広夢

敦賀気比・福　井木下　広夢

長谷川　瑠

佐藤　俊介 　　　　・千　葉流経大付柏

中川　力 浜松商業・静　岡

◎藤原　庸介　(部長 / スポーツ健康科学部 准教授）
◎田畑　   亨　（総監督 / スポーツ健康科学部 教授）
◎長谷　孝治　（駅伝監督 / 流通情報学部 教授）
◎菱沼　篤志　（女子監督・短距離ヘッドコーチ / スポーツ健康センター職員）
◎田村　博史　（駅伝ヘッドコーチ / 課外活動推進室）
◎井上　雅喜　（スカウト / 課外活動推進室）　
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発行　流通経済大学陸上競技部後援会

流通経済大学　田畑研究室
TEL 0297-60-1919
http://www.rku-track-field.com

科　　　　　目 金　　額

）A（ 計合入収期当 552,551

）B（ 計合出支期当 311,871

Ⅲ  次期繰越金（Ａ）－（Ｂ） 240,680

科　　　　　目 金　　額

）A（ 計合入収期当 740,680

）B（ 計合出支期当 500,000

Ⅲ  次期繰越金（Ａ）－（Ｂ） 240,680

2022年度流通経済大学陸上競技部後援会に
係る事業予算書

2021年度流通経済大学陸上競技部後援会に
係る事業収支計算書
自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日

流通経済大学陸上競技部後援会
（単位：円）

自　2022年4月1日　　至　2023年3月31日

流通経済大学陸上競技部後援会
（単位：円）

Ⅱ  支出の部
　１ 事業費
　　　会議費
　　　強化練習支援に関する事業費
　　　大会支援に関する事業費
　　　贈呈品
　　　応援グッズ作成に関する事業費
　　　会報誌作成に関する事業費
　　　勧誘パンフレットに関する事業費

　２ 管理費
　　　事務費
　　　通信郵送費

　　　雑費

22,374
35,000
99,000

50,000

74,727

770

－
－

－

　　　広告宣伝費 30,000

　　　慶弔費

－

－

Ⅰ  収入の部

　１ 会費収入
　２ 繰越金
　３ 応援グッズ収入
　４ 利息収入
　５ 寄付金収入

5,000＊47口 235,000
317,051

500
－
－

Ⅰ  収入の部

　１ 会費収入
　２ 繰越金
　３ 応援グッズ収入
　４ 利息収入
　５ 寄付金収入

5,000＊90口 450,000
240,680
5,000
－
－

Ⅱ  支出の部
　１ 事業費
　　　会議費
　　　強化練習支援に関する事業費
　　　大会支援に関する事業費
　　　贈呈品
　　　応援グッズ作成に関する事業費
　　　会報誌作成に関する事業費
　　　勧誘パンフレットに関する事業費

　２ 管理費
　　　事務費
　　　通信郵送費

　　　雑費/予備費

30,000
40,000
100,000

50,000

80,000

20,000

10,000
50,000

60,000

　　　広告宣伝費 30,000

　　　慶弔費

20,000

10,000

今後とも流通経済大学陸上競技部への
ご支援とご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。


