
- 1 -

早実陸友会通信早実陸友会通信早実陸友会通信早実陸友会通信

2017年５月１５日発行 第５号

年々発行が遅くなってゆき、申し訳ありません。編集者多忙につき、今回はやや力の抜けた形式になって

しまいました。しかし、ＨＰの開設など、嬉しい報告もございます！お楽しみ頂ければと思います。

現役活動報告

★『宍倉健浩（高３）、髙田真菜（高１）が共に２種目南関東大会進出！』

第６９回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会

（駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 ５／１４～２２）

東京都高校総体において、１５００ｍに出場した宍倉健浩がラスト勝負で敗れるも3:59.24で４位。ま

た、５０００ｍにおいても優勝を狙い積極的なスパートを掛けたが逃げ切れず15:08.02で２位、長距離２

種目での南関東大会進出を決めた。女子では髙田真菜が400ｍ、800ｍに出場し１年生ながら、２種目で南

関東進出を決めた。タイムは400mが57:05、800mが2:10.64の好タイムで、それぞれ６位、２位入賞を果た

した。

★『髙田真菜が女子８００ｍでインターハイ進出！』

第６９回全国高等学校陸上競技対校選手権大会南関東地区予選会

（駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 ６／１７～２０）

都大会を好タイムで勝ち抜いた髙田真菜が関東高校総体の８００ｍで予選を組１着で通過し、決勝では

2:11.12 の記録で３位に入賞しＩＨ出場を決めた。４００ｍにも出場したが予選56.46、決勝55.81という

驚異的な記録にも関わらず惜しくも８位と上位大会進出は叶わなかった。また、男子で出場した宍倉健浩

は１５００ｍを棄権し５０００ｍに懸けるも、15:18.05と本調子には遠く及ばず、１０位とまさかの南関

東大会敗退となった。

★『岡山インターハイ！髙田真菜８００ｍで好走するも準決勝敗退。』

秩父宮受賜杯第６９回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

（岡山シティライトスタジアム ７／３０～８／２）

７月末から８月にかけて行われた全国高等学校陸上競技対校選手権大会において髙田真菜が予選を2:0

8.87の好タイムで通過した。同日に行なわれた準決勝では2:12.44と予選の疲れも見え敗退。予選のタイ

ムは早実新記録で２０１６年度高校ランキング９位の記録であった。立派な記録であり、今後の活躍が期

待される。

★『都選抜大会男子マイルリレー入賞！１年生も多種目で活躍！』

第３７回東京都高等学校選抜陸上競技大会 兼 東京都高等学校陸上競技１年生大会

（駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 ７／１６～１７）

都選抜大会に多種目において出場した。その中でもマイルリレー男子チーム（古林①-石本②-野澤①-武

田②）は決勝まで駒を進め、見事８位に入賞した。１、２年生のチームだけに来年が楽しみである。他に

は西村琴葉（高２）が１００ｍで８位、髙田真菜が４００ｍで３位、藤崎紗羅（高２）が８００ｍで５位

に入賞するなど実力を見せた。また１年生大会においては男子３０００ｍに出場した坂元航太（高１）が

8:53.94で8位に入賞、男子走幅跳で田畑陸斗（高１）が6m68で２位に入賞し高校での練習に上手く軌道を

合わせられた結果となった。今後の活躍に期待したい。
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★『東京都新人陸上、髙田真菜が２冠、里吉佑太（高２）が走幅跳で３位入賞！』

第６８回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会

（駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 ９／２２～２５）

９月に行われた新人大会において髙田真菜が４００ｍと８００ｍで共に優勝を飾り２種目で関東新人大

会出場を決めた。また、里吉佑太（高２）も走幅跳において６ｍ９６（＋２．４）の記録で第３位となり

関東大会進出を決めた。他にも個人では藤崎紗羅が８００ｍで６位、鈴木茜音（高２）が女子三段跳で７

位に入賞した。さらに男女共にマイルリレーで入賞するなど活躍が見られた。

★『国民体育大会 髙田真菜が少年女子Ｂ８００ｍで第４位！』

第７１回国民体育大会

（北上総合運動公園陸上競技場 １０／７～１１）

１０月に岩手で行われた国体に髙田真菜が東京選手団の一員として参加。少年女子Ｂ８００ｍに登録され

た。予選を2:10.92の組３着で通過、決勝では2:11.37と自己ベストには及ばぬ走りで第４位。ギリギリのと

ころで国体の表彰台を逃した。この悔しさは来シーズンにぶつけて欲しい。

★『関東新人陸上 髙田真菜が８００ｍで貫禄の優勝！！』

第２０回関東選抜新人陸上競技大会

（熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 １０／２２～２３）

１０月に埼玉で行われた関東新人に髙田真菜が８００ｍに出場した。2:13.24で貫禄の優勝を飾った。来

年度のトラックシーズンにも期待したい。男子では里吉佑太が走幅跳に出場したが６ｍ５７（－０．５）で

１３位にとどまった。

★『男子は２区でトップに立つも第４位、女子は３年連続の第８位。男子が関東進出！』

第６７回全国高等学校男子駅伝競走大会東京都予選／

第２８回全国高等学校女子駅伝競走大会東京都予選

（荒川緊急河川敷道路 １１/３）

１１月３日に行われた東京都高校駅伝。多くのＯＢ／ＯＧ・応援委員会・保護者・在校生が応援にかけ

つけて下さった。関東駅伝を目指した女子であったが、６位とは少し差を開けられ８位。女子は上位６校

が固定化し始め、６位以内に食い込むのがなかなか難しい状態が続く。しかしながら、３年連続で８位入

賞は立派な成績であった。また、都大路を目指した男子は１区エース宍倉がまずまずのスタートを見せ、

吉野が２区で一時トップにたったが長距離区間で粘れず悔しくも４位。来年のリベンジに期待したい。

男子 12:30スタート 42.195km 2時間12分 45秒 第 4位

第 1 区 10.0km 第 2 区 3.0 ㎞ 第 3 区 8.1075km 第 4 区 8.0875km 第 5 区 3.0km 第 6 区 5.0km 第 7 区 5.0km

宍倉 健浩 (3) 吉野 理玖 (2) 坂元 航太 (1) 黒田 賢 (3) 茂木 凜平 (2) 新村 晃平 (3) 室伏 祐吾 (2)

ｼｼｸﾗ ﾀｹﾋﾛ ﾖｼﾉ ﾘｸ ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ ﾓｷﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ ｼﾝﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾑﾛﾌｼ ﾕｳｺﾞ

(2) 30:53 (1) 39:55 (4) 1:05:50 (4) 1:31:55 (4) 1:41:10 (3) 1:56:54 (4) 2:12:45

(2) 30:53 (6) 9:02 (5) 25:55 (4) 26:05 (4) 9:15 (2) 15:44 (4) 15:51

女子 10:00スタート 21.0975km 1時間 17分 57秒 第8位

第 1 区 10.0km 第 2 区 3.0 ㎞ 第 3 区 8.1075km 第 4 区 8.0875km 第 5 区 3.0km

篠原 理子 (2) 小俣 杏果 (1) 髙田 真菜 (1) 髙田 こはる (1) 藤崎 紗羅 (2)

ｼﾉﾊﾗ ﾘｺ ｵﾏﾀ ｷｮｳｶ ﾀｶﾀ ﾏﾅ ﾀｶﾀﾞ ｺﾊﾙ ﾌｼﾞｻｷ ｻﾗ

(12) 21:51 (12) 37:02 (11) 48:01 (8) 58:57 (8) 1:17:57

(12) 21:51 (11) 15:11 (9) 10:59 (7) 10:56 (11) 19:00

★『関東高校駅伝 都駅伝のタイムを上回り２７位。１区の宍倉が好走！』

男子６９回関東高等学校駅伝競走大会

（伊勢崎市陸上競技場周回コース １１／１９）

近年急激にレベルが上がっている、関東高校駅伝に１０年連続での出場を果たした。戦力を客観的に見
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れば厳しいレースになるのは明らかであったが、その中でも全国トップクラスの学校と懸命に競い合って

いた。特に１区の宍倉健浩が健闘し最高のスタートを切った。以降は層の厚い、関東強豪校の力を見せつ

けられる結果になったが、前半区間上位でレースをした者にとっては貴重な経験になったに違いない。都

大会のタイムを上回る２時間１１分２６秒の記録で南北総合２７位でゴールした。

男子 12:00スタート 42.195km 2時間 11分 26秒 第27位

第１区 10.0Km 第２区 3.0Km 第３区 8.1075Km 第４区 8.0875Km 第５区 3.0Km 第６区 5.0Km 第７区 5.0Km

宍倉 健浩 (3) 吉野 理玖 (2) 黒田 賢 (3) 新村 晃平 (3) 小林 一喜 (3) 室伏 祐吾 (2) 茂木 凜平 (2)

ｼｼｸﾗ ﾀｹﾋﾛ ﾖｼﾉ ﾘｸ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｼ ｼﾝﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾑﾛﾌｼ ﾕｳｺﾞ ﾓｷﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ

(3) 29:37 (10) 38:37 (26) 1:04:47 (26) 1:30:26 (27) 1:39:54 (27) 1:55:30 (27) 2:11:26

(3) 29:37 (22) 9:00 (40) 26:10 (28) 25:39 (43) 9:28 (22) 15:36 (35) 15:56

★『宍倉健浩が都道府県対抗駅伝で東京都代表として４区を快走！！』

天皇盃 第２１回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会

（広島平和記念公園周辺コース １／２１）

毎年、広島で行われる都道府県対抗男子駅伝に東京都高校生代表として宍倉健浩が選ばれ参加。当日

は高校生区間である４区（５ｋｍ）を任され、１４’３４”の区間４位の走りで順位を大きく上げた。

全国トップレベルの高校生が集まる大会において大いに健闘したと言える。最終的に東京チームは７位

という結果で下位入賞を果たした。来年以降も宍倉の活躍と共に、東京チームの躍進に期待したい。

（顧問 北爪 貴志）

卒業生活動報告

2014年卒業の杉原有美さんが、２月19日に行われた京都マラソンに出場し、３時間00分53秒で６位に入賞

しました。中等部（現在は「中学部」ではなく「中等部」です）より陸上競技部に所属し、数少ない女子長

距離部員として頑張りました。現在は大学の同好会で活動しています。以下、本人のコメントです。

私は中高６年間、陸上部長距離に所属していました。中学時代は同期女子が１人で寂しく入部当初は何

度も辞めたいと思っていました。しかし、先輩方の優しさや長距離女子のアットホームさに惹かれて、続

けることができました。今ではあの時辞めずにいて本当に良かったと思っています。６年間、個人として

大きな結果は残していませんが、高校時代に２度関東駅伝に出場できました。初めて関東駅伝出場が決ま

った時のことは今でも忘れられず、一生の思い出でです。

引退後は趣味として走ることを続けようと思い、大学では陸上競技同好会に入りました。入会していざ

練習に参加すると、周りのレベルや意識の高さに驚き、ジョギング程度で続けるつもりが気づいたら自分

もトラックを走っていました。部活時代と異なり、毎日練習するわけでもなく、箱根の山登りjogや都内

巡りjogなど様々なイベントに参加することで楽しく続けることができました。

大学１年の秋、同好会のみんなで富士山マラソンに参加することになりました。元々スピードがなく長

距離を走ることの方が好きだったため、興味本位でフルマラソンに出場しました。走っている最中はもう

絶対フルなんて走らない、と思うのにゴール後の達成感に惹かれ、その後も何度かマラソンに出場しまし

た。そして今年２月、５度目のフルマラソンとして京都マラソンに参加しました。京都に住む両親の祖父

母が応援に来てくれることもあり、記録というよりも楽しく京都を走りたいと思っていました。後半の辛

くなる辺りで親戚や祖父母が応援してくれたこともあり、自己ベストを４分更新して６位に入賞すること

ができました。ベスト更新や入賞はもちろん、大好きな京都で大好きな祖父母の前で結果を出せたことが

嬉しかったです。

今後は大学院に進学予定で、練習時間も限られてきますが、勉強の息抜きに走ることを続け、全国各地

の大会に観光を兼ねて参加したいと思っています。私に陸上を続けようと思わせてくれ、今も変わらず連

絡をくださる先生や先輩方には心から感謝しています。
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頂いたコメント

・ 毎年後輩たちの活躍楽しみにしています。また是非総会など参加できればと思います。みなさん怪我のないよう頑張ってく
ださい。 （昭和49年卒 ⾦沢 永三 様）

・ 早実陸友会通信を通じて、現役⽣やOB・OGのご活躍を知ることができ、いつも楽しみにしています。
（平成2年卒 岩﨑 俊治 様）

・ 早実陸友会通信は⼤変良い出来になっていると思います。個⼈活動や団体活動がどのようになったかを数値ベースでき
ちんと理解できるようになっていると思います。何卒よろしくお願いします。 （平成17年卒 ⾕⼭ 毅洋 様）

・ 2016年度より早実の教員(数学科)になりました。現在は硬式野球部の副顧問を務めています。陸上部の現役⽣徒
達をいつも間近で⾒ながら応援しています。 （平成19年卒 宗雪 史弥 様）

・ コメントを寄せているOB・OGの中に、自分が高校⽣のときにお世話になった先輩がいらしたので懐かしく感じました。
（平成26年卒 ⽥邉 康介 様）

役員会よりお知らせ

★ホームページを★ホームページを★ホームページを★ホームページを開設開設開設開設しますしますしますします！！！！

これまで、部員の作ったホームページ（長短別）はありましたが、クラブの公式ページはありませ

んでした。この度、クラブの公式ページを作りましたので、是非ご覧になって下さい。現役生の試合

結果も随時更新していきます。また、早実記録の確認やＯＢ会のお知らせ等にも活用していきたいと

思っています。ホームページのアドレスはこちらです。

https://wasedajgtf.com/

★★★★会費納入会費納入会費納入会費納入のおのおのおのお願願願願いいいい

社会人社会人社会人社会人のののの方方方方からからからから会費(年3000円)会費(年3000円)会費(年3000円)会費(年3000円)をををを徴収徴収徴収徴収させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きききき、、、、会員相互会員相互会員相互会員相互のののの親睦親睦親睦親睦やややや現役生現役生現役生現役生のののの活動援助活動援助活動援助活動援助にあてていにあてていにあてていにあててい

ますますますます。2016。2016。2016。2016年度年度年度年度のののの会費会費会費会費をををを、、、、６６６６月30日月30日月30日月30日までにまでにまでにまでに、、、、同封同封同封同封のののの払込用紙払込用紙払込用紙払込用紙にてコンビニでにてコンビニでにてコンビニでにてコンビニで払込払込払込払込みみみみ頂頂頂頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願

いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。用紙用紙用紙用紙に５に５に５に５月31日月31日月31日月31日までとまでとまでとまでと書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、過過過過ぎてもぎてもぎてもぎても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです。。。。

なお、６月30日を過ぎてしまった方は、東京三菱ＵＦＪ銀行国分寺支店 普通口座０１１３５１１（早実陸友会）まで、

直接お振り込み頂けると助かります。（コンビニ振込用紙も使えるには使えますが、手数料の関係で大変効率が悪くなります。

10日間の中で１名しか振込者がいない場合、1704円しかこちらに入りません。）また、振り込みの際にはお手数ですが、「198

5キムラノリヒサ」というように、お名前の前に卒業年を入れて頂けると助かります。

★2015年度会計報告

早実陸友会通信 第５号 2017.5.8

発行／早実陸友会事務局

北爪貴志

鈴木雅隆(陸上競技部副顧問)

早実陸友会事務局

suzumasa@wasedajg.ed.jp

※本誌掲載事項の無断転載を禁じます

収入

前年度繰越金 198744

OB会費(コンビニ振込にて46名分) 122208

OB会費(銀行振込にて3名分) 9000

第２回総会残金 25400

利息(2015.08-2016.07) 34

計 355386

支出

4月11日 ポストカード 1166

4月12日 封筒 5022

4月21日 印刷 14904

5月16日 発送料 25505

4月27日 お手伝い謝礼 11020

陸上部へ寄付 80000

計 137617

預金 217769

２０１５年度　早実陸友会　会計


