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1. 現役活動報告 

★ 坂元(高 3)が都総体で優勝！辻(高 2), 石塚(高 1), 髙田真菜(高 3)も南関東大会へ！ 

2018 年 5 月 12, 13, 19, 20 日, 駒沢オリンピック公園陸上競技場にて東京都高校総体が行われた。本校陸上部

からは支部予選の結果, 17 種目でこの大会まで駒を進めることができた。中でも躍動したのは高 3 の坂元である。まず, 1 週

目に行われた 1500m 走で第 2 位に入賞すると, 勢いそのままに翌週の 5000m では優勝した。本校の部員が都総体

5000m で優勝するのは 2008 年の西城(09 年卒)以来 10 年ぶりのことである。また, 同種目において高 2 の辻も第 3

位に入賞し, 南関東大会の切符を手にした。スーパールーキー石塚も 1500m 走を激戦の末 6 位に入賞し, 高 1 ながらこ

ちらも南関東大会への出場を決めた。また, 髙田真菜(高 3)が 400m, 800m でそれぞれ 3 位, 2 位に入賞し, 3 年連続

となる南関東大会出場を決めた。その他, 新上(高 2), 東(高 3), 田畑(高 3)の実力者も好記録をマークしたが, 惜しくも

入賞を逃す結果となった。 

★ IH 出場ならずも髙田真菜, 南関東で 7 位入賞！ 

上記の 4 名は 6 月 15 日から群馬県で行われた南関東大会に出場をした。IH 出場を狙って各々懸命に練習を重ねた

が, 南関東の高い壁に跳ね返される結果となってしまった。しかし, その中でも髙田真菜は女子 800m で第 7 位に入賞, 

石塚は 1 年生ながら 1500m 走で 3 分台をたたき出し, 決勝進出。5000m に出場した坂元・石塚も意地の走りを見せて

くれた。以下が出場選手の詳細である。 

 

★ 東京都中学通信・総体女子 100m で吉雄(中 1)が入賞！ 

7 月の第 2 週, 4 週と酷暑の中行われた通称”中学の都大会”, 通信陸上, 総体において, 鈴木(1 年男子 1500m)

と吉雄(1 年女子 100m)の 2 名が出場し, 吉雄は総体の 100ｍで第 4 位に, 通信の 100m では第 6 位にそれぞれ入

賞した。ラグビーとの二刀流である彼女は総体の準決勝において無風の中, 13”35 で走り抜け, 今後が非常に楽しみであ

る。 

★ 都選抜, 1 年生大会にて, 辻が 5000m で優勝！女子短距離では中村真由が走幅跳びで優勝！ 

7 月 14, 15 日に行われた東京都高校選抜陸上・1 年生大会は最高気温が 35℃を超える過酷な環境の中行われ

た。この暑さの中, 高 2 の辻は 5000m に出場し, 15:20.67 の記録で優勝を果たした。女子短距離種目では高 1 の中

村真由が 1 年生大会に 100m・走幅跳の 2 種目に出場した。100m では強い向かい風に見舞われる不運もあり, 決勝

進出を逃したが, 走幅跳では 5m25 の好記録で優勝を果たした。その他, 新上, 東は 400m・800m でそれぞれ 4 位に

入賞し, 都総体の借りを返す形となった。また, 高 2 山田泰誠も 3000mSC で第 3 位に入賞した。1・2 年生の奮闘が目

立ち, 今後の活躍が非常に楽しみな結果となった。 

男子 1500m 予選 石塚　陽士 高1 3:59.55 -
男子 1500m 予選 坂元　航太 高3 4:06.93 -
男子 1500m 決勝 石塚　陽士 高1 4:00.53 -
男子 5000m 決勝 坂元　航太 高3 14:52.72 -
男子 5000m 決勝 辻　文哉 高2 14:52.38 -
女子 400m 予選 髙田　真菜 高3 57.82 -
女子 800m 予選 髙田　真菜 高3 2:12.94 -
女子 800m 決勝 髙田　真菜 高3 2:12.17 - 第7位



★ 東京都高校新人, 女子短距離陣の大活躍！走幅跳, 400mR で入賞！ 

1, 2 年生の体制となって初めて迎えた都大会, 東京都高校新人は 9 月のシルバーウィークに実施された。この大会で目

立ったのは女子短距離陣である。春の都予選では全種目で敗退し, 都総体出場者ゼロであった女子短距離陣であるが, 夏

場の厳しい練習を超え, 成長した姿を見せてくれた。個人では中村真由が 100m と走幅跳に出場, 100m では支部で

12.48 の好記録をマークしたものの, 惜しくも準決勝敗退, 走幅跳では 5m35 と夏より記録を伸ばし, 第 7 位に入賞し

た。また, 400mR では 1 走：吉村美祐, 2 走：椎野徳香, 3 走：柳橋ひなの, 4 走：中村真由のメンバーで第 5 位に

入賞した。来年度の南関東大会進出へ向けて大きく期待が持てる結果となった。 

★石塚陽士（高 1）が国体で 3 位入賞！ 

 10 月 5 日～9 日、福井県で行われた国民体育大会において、高 1 の石塚陽士（いしづか・はると）が少年 B3000ｍ

に出場し、みごと 3 位に入賞した。石塚はすでに 3000m では早実記録の８分 24 秒 05 をマークしており、今後の活躍が

期待される。以下が本人のコメント。 

★ 東京都高校駅伝, 男子は第 5 位入賞, 関東高校駅伝連続出場記録をまた更新！ 

高校 3 年生第 2 回学力試験の翌日である 11 月 3 日, 快晴の下, 東京都高校駅伝が行われた。午前中の女子であ

るが, 人数も少ない中懸命に練習した成果を発揮してくれた。特に 1 区を走った小俣(高 3)は他校の有力選手が多くいる

中, 見事な走りを見せてくれた。小俣は中 1 から陸上部で人数の少ない女子長距離ブロックに所属していた生徒であり, 今

大会が”早実ラストラン”ということであったが, 有終の美を飾ることができた。 

また, 午後の男子は「都大路」を合言葉に 1 年間練習を積んできており, 各々が気持ちの入った走りを見せてくれた。1 区

を走る辻は区間賞こそ逃すものの, 優勝した駒大高の選手のすぐ後ろを走り, 2 位という順位で襷を後続に渡してくれた。途

中, 坂元・石塚の南関東出場コンビは国学院久我山と熱いデッドヒートを繰り広げ, 見ている人を夢中にさせてくれた。その他

の選手や応援・付き添いの生徒達もゴールする瞬間まで都大路出場に向けて頑張っていたが, 惜しくも 5 位となった。しかし, 

記録自体は昨年の優勝校の記録を上回っており, 東京都全体がレベルアップしていることを実感した。以下が詳細な結果で

ある。 

 

 

 

 

男女 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 備考
辻　文哉 和田　悠都 石塚　陽士 坂元　航太 西　翔太郎 井上　開登 山田　泰誠 2:11:31
30:44(2) 9:20(11) 25:25(4) 24:55(4) 9:16(8) 16:31(10) 15:20(3) 第5位

小俣　杏果 上田　真凜 髙田　真菜 髙田　こはる 高橋　由歌子 1:22:13
22:35(15) 16:13(17) 11:43(16) 11:13(8) 20:29(25) (第14位)

男子

女子

 昨年、国体の少年 B3000m に出場させて頂きました石塚陽士と申します。今回、一年前から目指していた国体に出場させてもらい、中学時

代のものや都大会とは違うレース展開・奥深さをしみじみと実感させられました。特に感じたことは、トラックレースに長距離らしさを求め

てはいけないということです。今国体は 3000m という比較的短い距離であるとはいえ、ラスト一周が 60 秒を切るという経験は今までしたこ

とがなく、全く対応することができませんでした。自分の展開予想が甘かったからです。その未知の経験ができたという意味では、今後のレー

スに活かせるいいレースだったと思います。しかし、まだまだ経験したことのない展開、想像もできない展開はたくさんあるはずです。それら

の展開をどのように対応していくかを、考えていくべきだと感じました。 

 今シーズン、茨城国体や沖縄インターハイに出場し、これらの経験を活かしていけるように練習を積み重ね精進していきたいと思っていま

す。そして、その経験を部内に少しでも貢献できればと思っています。応援、ありがとうございました。今後もよろしくお願い致します。 



★ 関東高校駅伝, 辻が 30 分切り！都駅伝の記録を上回る！ 

11 月 18 日, 関東高校駅伝が埼玉県の熊谷市で行われた。都駅伝で 5 位入賞を果たした男子チームが参加したが, 

総合で 23 位という結果に終わった。しかし, 1 区の辻は 10km30 分を切る, 29:59 の快走, 石塚・山田もいい走りを見せ

るなど, 1・2 年生が躍動し, 長距離も今後が楽しみである。以下が詳細である。 

 

★ 東京都中学駅伝, 中 1 鈴木, 1 区で躍動！3km10 分切り！ 

関東高校駅伝が行われた日と同じ日, 荒川の河川敷では東京都中学駅伝が行われた。当日は各々が自己ベスト以上

の走りを見せてくれ, 目標としていた記録を上回ることができた。特に中 1 鈴木は有力選手が多くいる第 1 区に中 1 ながら出

場, それまで 3km で 10 分を切ったことはなかったが, 見事 10 分切りを果たした。以下が詳細である。 

 

これ以外の大会でも多くの選手たちが活躍をしてくれた。スペース的にすべてを載せることができないので, 残りはホームペー

ジをご覧ください。                                           陸上競技部顧問 宗雪 史弥 

 

2. 合宿報告 

春合宿：春合宿は、例年通り早実・本庄・学院の 3 校合同で、茨城県ひたちなか市の阿字ヶ浦クラブに宿泊し、笠松運

動公園や砂浜で練習を行いました。笠松運動公園のメイン競技場は改修中で、サブトラックを使っての練習でした

が、問題なくこなせました。 

夏合宿：夏の本合宿は、早実・本庄・学院の 3 校合同で、例年通り菅平高原のホテル・ゾンタックに宿泊し、サニアパーク

陸上競技場や峰の原クロスカントリーコースなどを使って練習を行いました。例年参加している慶応志木が、日程の

都合で不参加だったのが残念です。昼間はハードな練習をこなしつつ、夜は肝試しや花火で盛り上がり、メリハリのき

いた楽しい合宿となりました。 

長距離 2 次合宿：高校男子長距離は、こちらも例年参加している桧原湖の合同合宿に参加しました。那須拓洋・白鳳

大足利・市立船橋・順天など強豪校も多数参加する強化合宿で、他校の刺激を受けながら十分な走り込みを行

いました。 

 

３. OB・OG の皆様から頂いたコメント 

   ★今年はハガキを同封しません。近況メッセージは、早実陸上部ＨＰ（早実陸友会ＨＰも兼ねています）のお問い合 

    わせフォーム（https://wasedajgtf.com/contact/）に投稿して頂けると幸いです。 

松田弘文 S４１卒 

 現在東京都の還暦軟式野球チームに入り毎週水曜日、土曜日に運

動して体を鍛えています。この歳でも走力が大事だと痛感しております。

発足１００周年と知り陸上部出身者として誇りに思います。都大路の

切符を祈っております。 
 

鶴田秀男 S４３卒 

元気！！ 
 
 
 
 

山平学 S４９卒 

 私は S49 年卒業後、東京農工大学に入学し、陸上部に入部。皆さ

んが利用している府中 G で練習しておりました。大学卒業後は電電公

社に入社し国内外の仕事に従事し退職後も関連会社に勤務していま

す。早実陸上部時代には中長距離を除く色々な練習をしておりまし

た。専門的には１００～４００ｍ、４００ｍH でしたが、具体的な

成績は記憶があいまいです。当時は少数精鋭のチーム作りで３年生は

全員東京都入賞の経験をもっていたと記憶しています。 
 

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 備考
辻　文哉 西　翔太郎 石塚　陽士 山田　泰誠 伊藤　陸人 和田　悠都 井上　開登 2:10:15
29:59(13) 9:18(38) 24:32(10) 25:13(17) 9:32(39) 15:50(31) 15:51(29) (第23位)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 備考
鈴木　貴広 湯澤　航一 宇治野　有起 岩﨑　寛知 沼澤　泰平 小林　勇輝 1:03:36
9:51(33) 10:07(23) 11:08(67) 11:09(54) 11:16(59) 10:05(12) (第35位)



石川二郎 S５０卒 

 昨年６０歳の還暦を迎えたのを機に会社を辞め、小説一本でやって

いくことにしました。ペンネーム石川渓月（けいげつ）。ただし、全く食べ

ていけないので週２でアルバイトをしています。 
 

横倉成昭 S５０卒 

 昨年の３月に３８年間務めた福生市役所を退職（定年）いたしま

したが、以降、再任用として引き続き勤務しています。 
 

香取淳一 S５８年卒 

 陸上部同期で数年ごとに集まっています。 
 

松崎聡男 S５８卒 

 大学駅伝を中継する日テレ勤務ですが、青学グリーン旋風を是非、え

んじ色で STOP させて下さい。 
 

佐々木潤 S５９卒 

 創部１００周年おめでとうございます。私は最近は駅前の２４時間

ジムで走るくらいの程度で、少しでも長く運動ができるように励んでおりま

す。 
 

湯本晴彦 S６３卒 

 実家の旅館を経営しております。旅行の折にでもお使いください。 

渋温泉 春蘭の宿 さかえや https://e-sakaeya.jp 
 

園部敏洋 H２卒 

 １８年間の勤務弁護士経験をもとに去年独立開業しました。飯田

橋でやっています。（園部法律事務所） 
 

和田智樹 H８卒 

 東南アジア勤務から日本帰任しました。 
 

原田正彦 H９卒 

 第１子誕生。H29.11.29 

 日体大柏高校 駅伝部顧問 
 

西川康司 H１８卒 

 ２０１６年から北海道へ転勤して、２０１７年は結婚して家庭を

持ちました。なかなか東京へ帰れるチャンスがなく早実の仲間と会えませ

んが、札幌へ遊びに来た際にはおもてなししますので是非お声かけ下さ

い。また、スバルの新車をご検討の際はぜひお声かけ下さい。 
 

武田凛太朗 H 卒 

 今年は怪我無く充実した練習ができています。来年のニューイヤー駅

伝に向け日々、努力いたします。 
 

白間海渡 H 卒 

 一昨年、昨年に行われた全日本ボウリング選手権にて準優勝、３位

という結果を残しました。今年こそ優勝できるよう日々練習しています。 
 

村山知輝 H２７卒 

 大学でマラソンに向けて走っています。 
 

牧野航大 H２７卒 

 現在大学３年目。研究室選びで大変です。陸上とは遠ざかっていま

す。 
 

木村綾愛 H２７卒 

 大学でトライアスロンチームノースウエストと早稲田スポーツ新聞会に所

属しています。トライアスロンでは今年度も全国大会に出場し、香川でレ

ースをしてきました。現在は２０１９年にスイスで開催される世界選手

権にむけて練習しています。早稲田スポーツ新聞会では早稲田の体育

会を取材し、記事を書き新聞掲載を行っています。競走部に所属して

いる早実陸上部 OBOG の選手も記事を書かせて頂いております。 
 

西田毅晃 H２８卒 

 大学ではクリケットを始めました。 
 

平野公基 H２８卒 

 元気にやっています。 
 

増田湧輝 H２８卒 

 公認会計士を目指しています。 
 

宍倉健浩 H２８卒 

 箱根駅伝出場目指して毎日練習に励んでいます。 
 

吉野理玖 H２９卒 

 同好会で走るのを続けています。 
 

室伏祐吾 H２９卒 

 この春、早稲田大学に入学し、競走部で競技を続けています。今のと

ころ怪我無く元気にやっています。 
 

佐藤恵介 H２９卒 

 僕が早実を卒業し、早稲田大学競走部に入部してから六か月が経と

うとしています。環境の変化に苦悩しながらも今は多くの方々の支えられ

ながらマネージャーとして精進しております。その甲斐あって１年生ながら

副務に就任致しました。これからの早実陸上部の活躍を祈念しておりま

す。 
 

西村琴葉 H２９卒 

 早稲田大学競走部で陸上を続けています。 
 

小林一喜 H２９卒 

 ９月５日より１年間イタリアのパドヴア大学に留学中です。 
 

安藤美咲 H３０卒 

 全然走っていませんが、毎日楽しく生きています。新しい世界“よさこ

い”や舞台の裏方に今は夢中です。



4.役員会よりお知らせ 

 ★第 3 回総会報告 会長 木村哲久 

2018 年 11 月 3 日、池袋「にっぽん市」（こちらの店長も早実 OB だそうです）にて、第 3 回総会が行われました。この度

は駅伝の東京都予選会の日に合わせて行いましたので、日中荒川河川敷で応援をしてから、総会に参加して下さった方も多く

いらっしゃいました。参加者は昭和 44 年卒の大先輩から卒業して半年の大学 1 年生まで、計 36 名の皆様にご参加頂き

ま、世代を超えた交流ができたことは大変喜ばしいことでした。総会ではこの 3 年間の活動報告、会計報告を行い、また、皆様

より、引き続き会長としてのご信任を頂きました。その後、髙部先生のご発声のもと一同乾杯し、懐かしいメンバーと思い出話に

花を咲かせました。 

正式な総会は３年に一度ではありますが、毎年の都総体や駅伝に足を運び、現役選手への応援・激励と OB 間の活発な

交流をお願いします。今後とも早実陸上部の発展のため、また、卒業生の皆様の親睦を図るため、さらに充実した活動を目指

して行きたいと思います。皆さん、一言でいいので、近況のメッセージなどをお願いします。 

※総会のお知らせに「設立 100 周年」と書きましたが、確認したところ「最初の部員が卒業したのが 1919 年（大正 8 年）

3 月」ということでしたので、陸上部の設立はその数年前、ということになります。お詫びして訂正いたします。 

 

 ★会費納入のお願い 

  会の維持・会員への連絡・現役への支援などのために、皆様から 3,000 円の会費を頂いております。昨年までコンビニ振込を

使っておりましたが、手数料が高く皆様からのご厚意が無駄になってしまう率が高いことと、準備・処理に少々手間がかかること、近

年はネットバンキング等があり、振込にさほど手間がかからないことなどの理由により、支払い方法を銀行振込に変えさせて頂きま

す。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れば幸いです。

なお、誠に勝手ながら、手数料は振込者負担でお願いいたします。 

また、振込者を迅速に確認できるように、「1985 キムラノリヒサ」というように、お名前の前に卒業した年を西暦で入れて頂ける

と幸いです。 
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収入

前年度繰越金 247242

OB会費(コンビニ振込にて42名分) 113688

OB会費(口座に直接振込) 39000

利息(2017.08-2018.05) 1

計 399931

支出

1月24日 プロバイダ料金 11800

2月15日 ラベルシート 1560

4月9日 封筒代 820

4月9日 のり 490

6月20日 発送料 28071

6月20日 振込手数料 108

陸上部へ寄付 50000

計 92849

預金 307082

２０１７年度　早実陸友会　会計
収入

11月3日 総会会費 170000

（社会人5000円×31人、学生3000円×5人）

計 170000

支出

11月3日 飲食代 177710

残金 -7710
（なお、不足金は本会会計より補填させて頂きました。）

早実陸友会　第３回総会　会計


