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全国七大学対抗陸上競技大会
・4 年ぶり 2 回目の男子総合優勝！！
・女子総合 4 位！優勝校、名古屋大学と僅か 2 点差！
・柳澤邦彦(4)、男子円盤投で 47m17、男子砲丸投で 14m09 の W 大会記録で 2 冠達成！！
円盤投 4 連覇、砲丸投 3 連覇達成！！
・及川まりや(4)、女子 3000m で 10’06”10 の部記録樹立！！
・千葉優人(2)、男子 400mH で優勝！！
・深渡慎一郎(3)、男子 3000mSC で 2 連覇達成！！
・山田健太郎(2)、男子走高跳で優勝！！
・高橋理寛(4)、男子棒高跳で 2 連覇達成！！
・中山なつみ(3)、女子 100m で優勝！！
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猛暑の候、会員の皆様にはますますご発展のほどお喜び申し上げます。
今号では、主に第 63 回全国七大学陸上競技大会兼第 23 回全国七大学女子陸上競技大会
の結果をお伝え致します。
＃第 34 回北日本学生陸上競技対抗選手権大会 (7/27〜29) 於 仙台市陸場競技場
7 月 27 日から 29 日に仙台市陸上競技場にて北日本インカレが行われました。七大戦を目
前に控え、出場を見送る学部生も多くいましたが、今年は仙台での開催ということで例年以
上に部員が出場しました。結果の一部を紹介します。
種目

氏名(学年)

順位

記録

男子 400m

高林 佑輔(M1)

3位

48”38

男子 10000m

田辺 明(3)

7位

35’05”98

男子 400mH

柴田 智弘(D1)

8位

54”92

4位

3’14”58

男子 4×400mR 高林(M1)-千葉(2)-佐藤(1)-南(3)
男子棒高跳

白井 孝明(D1)

2位

4m60

男子三段跳

大村 祐大(M2)

4位

14m60

男子円盤投

柳澤 邦彦(4)

2位

44m16

男子やり投

杉本 和志(M1)

2位

62m94

男子十種競技

岩崎 辰哉(M2)

8位

5050 点

＃第 63 回東北地区大学体育大会陸上競技 (8/11,12) 於 仙台市陸場競技場
8 月 11 日から 12 日にかけて仙台市陸上競技場にて、東北大学主幹で東北総体が行われま
した。結果の一部を紹介します。
種目

氏名(学年)

順位

記録

男子 200m

南 共哉(3)

5位

22”37

男子 400m

南 共哉(3)

3位

49”53

男子 1500m

三上 和樹(3)

3位

4’06”18

辻川 優祐(4)

7位

4’10”66

男子 110mH

工藤 知央(1)

7位

15”72

男子 4×100mR

南(3)-杉浦(2)-千葉(2)-畑岡(2)

6位

43”29

男子走高跳

岡部 大輝(2)

4位

1m85

奥 裕之(3)

6位

1m80

男子棒高跳

佐藤 裕貴(3)

5位

3m80

男子ハンマー投

田附 遼太(4)

8位

32m07

男子やり投

伊藤 泰彬(2)

8位

54m14

女子走幅跳

中山 なつみ(3)

5位

4m94
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＃第 63 回全国七大学対抗陸上競技大会
兼第 23 回全国七大学対抗女子陸上競技大会 (8/4,5) 於 博多の森陸上競技場
8 月 4 日、5 日に福岡県の博多の森陸上競技場にて七大戦が行われました。男子は見事総
合優勝。女子は 4 位でした。たくさんの OB・OG の方々が応援にいらっしゃいました。あ
りがとうございました。
・男子総合結果

・女子総合結果

順位

大学

得点

順位

大学

総合得点

1位

東北大学

90.5 点

1位

名古屋大学

15 点

(T：37 点(3) F：53.5 点(1))

2位

大阪大学

15 点

2位

京都大学

88 点

3位

京都大学

14 点

3位

東京大学

73.5 点

4位

東北大学

13 点

4位

大阪大学

64 点

5位

名古屋大学

39 点

5位

東京大学

11 点

6位

九州大学

36 点

6位

北海道大学

9点

7位

北海道大学

7点

7位

九州大学

3点

(T：10 点(3) F：3 点(5))

～主将挨拶～
OB・OG の皆様。たくさんの応援やサポート、本当にありがとうございました。私が主
将として掲げた 2 大目標である「全日・全女予選会の突破」と「七大戦総合優勝」。予選会
は惜しくも目標に届きませんでしたが、もう一つの目標である七大戦総合優勝を果たすこと
ができました。皆様の支援があったからこそと思っております。本当にありがとうございま
した。
今年の七大戦は例年にない接戦となりました。男子は 2 位と 2.5 点差の優勝。女子は 1 位
と 2 点差の 4 位という結果でした。男子の優勝はもちろんですが、女子の成長にも目を見
張るものがあります。最終種目の 4×100mR まで、東北大学がトップという状況でした。
しかし、その最終種目で逆転負け。これはまるで、昨年の男子の結果を見ているかのようで
した。1 年間、その悔しさを噛みしめながら練習に励み、総合優勝を掴み取ることができま
した。1 年間、主将として培った経験を後輩たちに伝え、来年は男女共に優勝できるようチ
ームに貢献していきたいと考えております。
主将として 1 年間、様々な人と関わり、支えられ、多くのことを学ぶことができました。
ご助言等くださった先輩、同輩のみなさんには本当に感謝しております。1 年間ありがとう
ございました。これからは新主将の三上、新女子主将の中山が新しい東北大学陸上競技部を
創っていきます。
今後とも東北大学陸上競技部をよろしくお願い致します。
東北大学陸上競技部
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主将

藤井翼

どんどん伸び、後ろを引き離す。最後は流
す余裕をみせ、しっかりと決勝を決めた。
房内は 400m から間もなくのレース。ス
タート直後から離され、前についていけな
い。後半も挽回かなわず、6 着。

トラック
男子 100m 予選
1-4 4 着 伊藤 亮輔(4) 10”82(+5.1) q
2-7 5 着 畠山 真慈(4) 11”22(+1.8)
3-4 4 着 小林 大地(3) 11”26(+1.6)
1 組目はレベルの高いレースとなった。伊
藤の左右の選手が速く、序盤置いていかれ
るも、その後の加速でみるみる差をつめ、4

女子 100m 決勝
1 位 中山 なつみ(3) 12”77(+2.3)
中山予選トップで決勝に臨んだ。やや遅
れ気味のスタートとなったが、慌てず順調

着。プラスで決勝へ。
畠山はまずまずの反応だが、前のスピー
ドについていけず 5 着に終わった。
小林は良い位置で競り合ったが、最終的
に 4 着に終わり、決勝を逃した。

に加速。次々に前の選手を追い越し、80m
付近でトップに。見事優勝を果たした。

男子 100m 決勝
8 位 伊藤 亮輔(4) 11”08(+2.0)
エース伊藤が 3 年連続で決勝へ進出。昨
年同様、得点が期待される。
伊藤はスタートから出遅れ苦しいレース
となった。中盤以降も必死に前を追ったが、
差は広がっていく。8 位に終わった。
写真：先頭を走る中山
男子 200m 予選
1-4
2-7
3-7

女子 100m 予選
1着
6着

中山 なつみ(3)
房内 まどか(4)

22”85(+2.8)
22”67(+1.5)

伊藤は前半、周りに差をつけられてしま
う。後半は遅れを取り戻そうと頑張ったが、
前との差は大きく 5 着に終わった。
畠山は低い姿勢からの良いスタート。コ
ーナーを抜けた時点で後方だったが、その
後の伸びでどんどん前へ。自己ベストを記
録したが、惜しくも決勝は逃した。

写真：決勝で前を追う伊藤

1-5
2-3

5 着 伊藤 亮輔(4)
3 着 畠山 真慈(4)
DNS 小林 大地(3)

12”66(+2.1)
13”39(+3.1)

男子 400m 予選

1 度フライングがあったが、中山はしっか
りスタート。すぐに先頭に立った。後半も
4

1-7

4着

杉浦 弘樹(2)

50”91

2-3
3-6

5着
2着

佐藤 洋介(1)
南 共哉(3)

51”60
50”24 Q

杉浦は落ち着いたペースでスタートし、
200m を通過。その後、ギアを切り替えるも、
前も選手も速くなかなか差は縮まらない。
ラスト 100m も頑張ったが、その差は大き
く 4 着に終わった。
佐藤は最も内側の 3 レーンからのスター
ト。前半から置いていかれる苦しい展開と
なった。後半はペースを上げたが、前半で
の差が大きかった。5 着でフィニッシュ。

その後徐々にペースが落ち始める。ラスト
は懸命に粘ったが、前との差は広がり 4 着
で、惜しくも決勝を逃した。
下島は落ち着いたペースでレースを展開。
200m 通過後徐々に前へ。ラストも前との差
を詰めたが、追い越すことはできなかった。
女子 400m 決勝
8 位 下島 千歩(3) 63”25
予選、房内に 0.05 秒差で勝利し、8 番手

南は自分のペースで 200m を通過、その
後徐々に前へ。ラスト 100m で一人越して 1
着争い。無理せず流し 2 着を確保し決勝へ。

で決勝に臨んだ下島。
予選同様、序盤は自分のペースを守る。
200m 付近でギアを入れかえ懸命に前を追
ったが、ラストは粘れず内側の選手にかわ
され 8 位。予選よりタイムを縮め奮闘した。

男子 400m 決勝

5 位 南 共哉(3) 50”83
今季目覚しい成長をみせた短距離 PC 南
男子 800m 予選
が決勝へ臨んだ。8 レーンからのスタート。
1-3 5 着 長谷川 遼平(4) 2’01”75
前半から内側の選手に差をつけられるも、
2-4 3 着 大野 良輔(4)
1’58”41 q
慌てずに自分のペースでレースを展開。い
3-7 4 着 辻川 優祐(4)
2’03”22
つものように 200m 過ぎから差をつめ、ラ
長谷川は先頭集団につけ、400m を 3 番手、
スト 100m で更にふんばり、順位を上げる。
60 秒で通過。2 周目のバックストレートで
5 位入賞を果たした。
も先頭につくが、その後は粘りきれない。
最終的に 2 人に追い越され、5 位に終わった。
大野はスタートから先頭でレースを引っ
張る。京大の選手と争いながら 60 秒で 1 周
目を通過。500m 付近で先頭を譲るも、ラス
ト 150m でスパート。流し気味に 3 着でゴ
ール。決勝を決めた。
辻川は 100m 過ぎで先頭に立ち、レース
を引っ張る。その後 1 人に追いつかれるも、
2 位で 400m を通過。ラスト 250m で再び
先頭に立ちスパートをかけたが、最後の直
線に入る手前で失速。4 位に終わった。

写真：ラストを走る南
女子 400m 予選
1-8
2-3

4着
3着

房内 まどか(4)
下島 千歩(3)

63”65
63”60

男子 800m 決勝
4 位 大野 良輔(4) 1’58”28
1 周目は全選手で集団を形成。大野はその

q

房内は序盤から積極的なレース。快調な
ペースを保ったまま、200m を通過。しかし、

後方につける。2 周目で徐々に集団がバラけ
はじめる。大野はラスト 200m でスパート
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るも見事 3 位入賞。三上も懸命に粘り、5
位。金子は徐々に集団から離れる苦しいレ
ース。三上の連覇こそならなかったが、複
数人入賞でチームに良い流れをつくった。

し、前の選手を追う。大混戦のホームスト
レートで競り合い、見事 4 位を勝ち取った。
女子 800m 決勝
4 位 鈴木 絢子(2) 2’21”11
5 位 宮間 志帆(1) 2’21”99
鈴木、宮間の 2 人が出場。2 人とも上位が
狙えるだけに、得点の期待が高まる。
鈴木 3 位、宮間 4 位で 100m を通過。先
頭 2 人は大きく飛び出した状態で、鈴木は 2
位、宮間は少し離れた 5 位集団の先頭で 1
周目を通過。ラスト 200m 以降、4 番手の選
手が上がり鈴木は追い越される。宮間もラ
ストで上げて鈴木に追いつく勢いだったが、
結局鈴木 4 位、宮間 5 位でレースを終えた。

写真：前を狙う三上(右)と菅野(左)
女子 3000m 決勝
2位
3位

及川 まりや(4) 10’06”10
鈴木 絢子(2)
10’11”62

女子長距離を引っ張ってきた及川と、部
記録保持者鈴木が出場。大量得点を狙う。
及川が先頭の名大の選手につき、鈴木は
第 2 集団で走る。1000m 過ぎで及川が先頭
に離され、鈴木は第 2 集団を引き続き引っ
張る。その後、及川は単独でのレースとな
ったが、しっかり走り抜き、フィニッシュ。
見事部記録で 2 位入賞を果たした。鈴木は
熾烈な 3 位争いを征した。

写真：上位を争う鈴木(右)と宮間(左)
男子 1500m 決勝
3位
菅野 均(4)
4’01”79
5位
三上 和樹(3) 4’04”33
19 位 金子 修平(3) 4’25”48
北大戦で好タイムを記録した菅野、金子、
そして昨年優勝者の三上の 3 人が出場。
序盤は菅野、三上が集団の中位、金子は
後方に位置して 400m を通過。その後、三
上、菅野が前に出てレースを引っ張る。
1200m 付近で京大の選手がスパートし、2
人も必死についていく。菅野はラスト 100m
で 2 位まで上がり、ゴール直前でかわされ

写真：表彰台に乗る及川(左)と鈴木(右)
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レベルの高い 1 組目に出場した工藤だが、
序盤から攻めのレース。2 番手でハードルを
越えていき、勢いそのままに 300m を通過。
その後は粘りきれずに 2 つ順位を落とした
が、プラスで決勝進出を決めた。
千葉は 1 台目を先頭で越える。その後も
どんどん後続を離し、ラストでは大きくス
ピードを緩める余裕をみせ決勝へ。
向出は積極的なレース展開。しかし強風

男子 5000m 決勝
8位
深渡 慎一郎(3) 15’41”02
15 位 菅野 均(4)
16’17”01
18 位 石代 剛之(4)
16’27”04
4 年生の石代、菅野、3 年生の深渡の 3 人
で臨んだ。深渡、菅野は他種目で好成績を
残した後でのレース。
スタート後、2000m 付近まで石代、深渡
の順で先頭集団を走る。菅野は 1500m の疲

の影響か、5 台目以降徐々にペースダウン。
ラストも粘りきれず 6 着に終わった。

労の影響か、第 2 集団に位置する。その後、
石代、深渡ともに徐々に集団から離れてし
まう。深渡は必死にくらいつくが、2600m
付近で再び離され、ゴールまで単独のレー
スで 8 位となった。菅野は最後までペース
が上がらず、石代はペースを落とし続ける
苦しいレースとなった。

男子 400mH 決勝
1 位 千葉 優人(2) 53”22
7 位 工藤 知央(1) 56”13
優勝候補の千葉と、55 秒台の自己記録をも
つルーキー工藤が決勝へ。
千葉は快調なスタートで、九州大学の選手
と並ぶように先頭で 1 台目を越える。200m

男子 110mH 予選
1-3 5 着 向出 周太(3) 15”68(+1.1)
2-4 4 着 渋谷 知暉(4) 15”52(+0.6)
3-3 3 着 工藤 知央(1) 15”67(+1.8)
向出はまずまずのスタートで、先頭数名
の少し後ろでハードルを越えていく。しか
し、後半少し動きがばらばらになった。差
は埋まらず 5 着。
渋谷は 3 番手で 1 台目を越える。前半か
らハードルをぶつけ、徐々に失速。最終的

過ぎから単独 1 位になると、その後は独走
態勢。ラスト 100m ではさらに後ろを引き
離し、見事優勝を果たした。
工藤は予選同様攻めのレース。5 番手を
争うようにラスト 100m へ。しかし、その
後失速し、順位を落とす。7 位で得点を逃し
たが、今後の活躍に期待がもてるレースで
あった。

に 4 位に終わり、昨年 2 位の選手が決勝を
逃す悔しい結果となった。
工藤は良い反応をみせたが、周りも速く、
4 番手を走る。良いリズムでハードルを刻み、
徐々に前との差を詰めていく。10 台目を越
えたあとで 1 つ順位を上げた。決勝こそ逃
したものの、自己ベストを記録した。
男子 400mH 予選
1-6

4着

工藤 知央(1)

56”43

q

2-5
3-8

1着
6着

千葉 優人(2)
向出 周太(3)

55”70
59”86

Q

写真：先頭でゴールを目指す千葉
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る。見事に競り勝ち、3 位入賞を果たした。

男子 3000mSC 決勝
1 位 深渡 慎一郎(3) 9’28”50
2 位 尾形 翔平(4)
9’31”43
高校時代から切磋琢磨してきた深渡と尾
形が出場。それぞれ昨年の 1 位、5 位である。
深渡がスタートから大きく飛び出し、尾
形は第 2 集団を引っ張る。ハイペースで進
めた序盤に比べ、深渡は中盤でペースを落
とす。尾形はそれに追いつき、先頭を交代
する場面も。2000m 過ぎで深渡がスパート
をかけ、独走態勢に。尾形は熾烈な 2 位争
いを繰り広げるが、ラスト１周で単独 2 位
に躍り出る。そのまま最後まで走り抜き、
見事ワン、ツーフィニッシュを決めた。

写真：表彰を受ける四継メンバー
女子 4×100mR 決勝
6 位 51”49
房内(4)-中山(3)-金子(2)-下島(3)
女子最終種目。優勝がかかった大切なレ
ースとなった。
1 走房内は前に多少離される必死に食ら
いつく。最小限のビハインドで 2 走に。
2 走中山は素晴らしい加速で前との差を
縮める。3 走とのバトンはかなり詰まり気味。
3 走金子は懸命に走ったが、周囲の選手に
差をつけられてしまう。
4 走下島は懸命に 4 着を目指したが、及ば
ず 6 位となった。

写真：水濠を越える深渡(前)と尾形(後)
男子 4×100mR 決勝

男子 4×400mR 決勝

3 位 42”52
南(3)-伊藤(4)-畠山(4)-小林(3)
今季既に 41 秒台をマークしているだけに、
上位入賞の期待が高まる。
1 走南は落ち着いたスタートから、スムー
ズな加速。先頭と並ぶようにバトンパス。
2 走伊藤も伸びのある加速でエースを駆
け抜ける。3 走とのバトンは少し遠め。
3 走畠山は滑らかなコーナーワークで前

2 位 3’21”46
畑岡(2)-杉浦(2)-千葉(2)-南(3)
今季のロングスプリントは好調な選手が
揃っており、マイルでは優勝を狙って臨む。
1 走畑岡は快調なスタート。先頭を争い、
並ぶように 1 番手でバトンを繋いだ。
2 走杉浦は前半後続を大きく離す積極的
なレース。200m 通過後から詰められるが、
1 番手で最後まで走る。しかし、3 走とのバ

との差を詰めていく。3 番手でアンカーへ。
4 走小林は 3 番争いを最後まで繰り広げ

トンは少し遠く、少しロスしてしまった。
3 走千葉は先頭を守りつつも自分のペー
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ス。300m で 7 チームが塊になる。その後縦
長になり、千葉は東大と競りながら先頭で
バトンパス。
4 走南は前半で 2 チームに先行を許すが、
落ち着いて走る。後半スパートをかけ、前
へ。2 位争いに競り勝った。

女子走高跳決勝
2 位 安倍 英理奈(2) 1m50
6 位 星 まさみ(3)
1m50
昨年優勝者の安倍と、今季高記録をマー
クした星とで臨む。
星は 1m40 からの挑戦。ここは高さに余
裕をもち、成功。続く 1m45 もまだ余裕の
ある跳躍で一発クリア。この高さから安倍
も登場。いつものような高さは出ていない

フィールド
男子走高跳決勝

ものの、1 回で成功。続く 1m50、星は高さ
を出せずに 2 本失敗。集中力を高めて臨ん
だ 3 本目で見事に成功。自己ベストをマー
クした。得点には及ばなかったが 6 位入賞。
安倍の 1m50 は、まだ余裕をみせて 1 発ク
リア。1m53 は 1、2 本目に脚が引っかかり
失敗。3 本目も修正できずに終わったが、2
位入賞を果たした。

1位
山田 健太郎(2) 1m98
2位
岡部 大輝(2)
1m95
15 位 奥 裕之(3)
1m80
昨年同様奥、岡部、山田の 3 人が出場。
奥は 1m75 から挑戦。余裕をもってクリ
ア。続く 1m80、腰を引っ掛け 2 本失敗した
が、3 本目で高さを合わせ成功。1m85 はう
まく合わせられず失敗した。
ここから岡部、山田が登場。岡部は 1m90
まで難なくクリア。1m95 の 2 本目、マット
から落ちそうなほど勢いのある跳躍で成功。
1m98 では腰をぶつけて失敗したが、見事 2
位となった。
山田はいつものように高さのある素晴ら
しい跳躍で、1m98 まで 1 本で成功。ここで
優勝が確定。2m01 には高さが足りなかった
が、見事ワン、ツーを決めた。

男子棒高跳決勝
1位
高橋 理寛(4) 4m50
5位
佐藤 裕貴(3) 4m20
11 位 藤井 翼(4)
3m80
いつも通りの 3 人で挑む。昨年優勝の高
橋には期待が高まるところ。
藤井は 3m60 からの挑戦。1 本目、流れ気
味の跳躍となり、足でバーを蹴ってしまっ
たが、徐々に改善し 3 本目でクリア。
3m80 では頂点がずれて 2 本失敗するも、
3 本目に勢いのある跳躍で見事成功。自己ベ
ストをマークした。この高さから佐藤が登
場。しっかり踏み切れずに 1 本失敗したが、
次で難なくクリア。
4m00、藤井は最後にスピードが落ちる助
走が続き、勢いが出せずにこの高さを超え
られなかった。佐藤は余裕をもって 1 回で
成功。この高さから高橋も登場し、こちら
も余裕をもって一発クリア。
佐藤は 4m20 の 2 本目、高さはギリギリ

写真：華麗な跳躍を決める山田
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だがうまく頂点を合わせる跳躍で成功。自
己ベストをマークし、この記録で見事 5 位
入賞を果たした。
高橋は 4m40 まで一発クリア。続く 4m50
は助走が合わずに 2 本失敗。臨んだ 3 本目、
しっかり合わせ見事に成功。優勝を決めた。
男子走幅跳決勝
2位
7位

安井 令(4) 7m10(+5.1)
藤井 翼(4) 6m80(+4.8)

19 位 増村 巧(3) 6m12(+1.7)
安井、藤井の 4 年生コンビと 3 年生の増
村が出場。3 人とも今季好調である。
増村の 1 本目はバランスを崩してファー
ル。2 本目は力強さが今一つながら記録を残
す。3 本目、追い風に乗ったいい助走からの
跳躍だったが、ベスト 8 には残れなかった。
藤井の 1 本目、踏切、着地ともに素晴ら
しい跳躍でベスト記録の 6m73 をマーク。

女子走幅跳決勝
4位
中山 なつみ(3) 5m21(+1.4)
10 位 金子 奈緒(2)
4m70(+3.0)
昨年と同じく中山、金子で挑む。今年は
非常に水準が高い試合が予想される。
金子は 1 本目、わずかにファール。2 本目
は踏切前に若干スピードが落ちたものの、
4m70 をマーク。3 本目は記録を伸ばせずベ
スト 8 には残れなかった。
中山は 1、2 本目と安定した跳躍でともに
5m 台をマーク。3 本目、助走のラストまで
スピードが落ちず、良い跳躍。5m21 をマー
クし、ベスト 8 に。4 本目は板を踏めず、5
本目はファール。6 本目も記録は伸ばせなか
ったがきれいにまとめた。結果、3 本目の記
録で 4 位入賞を果たした。
男子三段跳決勝

ベスト 8 を決める。5 本目までファールが続
く。臨んだ 6 本目。若干合わせ気味の踏切
となったが、伸びて 6m80。僅かに得点には
及ばないものの、7 位入賞を果たした。
安井は 1、2 本目と足が合わずファール。
3 本目、無理に合わせるような踏切だったが、
7m10 の大ジャンプで 2 位に躍り出る。それ
以降記録を伸ばせなかったが、順位は変わ
らず見事 2 位入賞を果たした。

3位
田中 悠貴(3) 14m32(+4.6)
6位
岡部 大輝(2) 14m10(+1.4)
15 位 工藤 知央(1) 12m84(+1.4)
記録を伸ばしている田中、実力者の岡部、
補欠出場だが勢いのある工藤の 3 人が出場。
工藤は 1 本目に 12m84 の自己ベストをマ
ーク。その後は記録を伸ばせなかったが、
奮闘した。
岡部は 1 本目、置きにいった跳躍で確実
に記録を残す。2 本目で 13m72 まで伸ばす
と、この記録でベスト 8 に。4 本目、しっか
りまとめて 14m10 をマーク。この記録で 6
位となった。
田中は 1 本目で記録を残し、2 本目はファ
ール。ベスト 8 がかかった 3 本目、それま
でとは明らかに違う 14m32 の大ジャンプ。
その後はジャンプで潰れて記録は伸ばせな
いものの、安定して 14m 前後の跳躍。結局、
3 本目の記録で見事に 3 位入賞を果たした。

写真：大ジャンプを決める安井
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投擲が多く、記録を伸ばせなかった。
安倍は 2 投目で 7m73 をマーク。この記
録でベスト 8 に。沈み込みが足りず、立っ
た状態での投擲が多く、記録は伸ばせず 6
位となった。
男子円盤投決勝
1 位 柳澤 邦彦(4) 47m17
9 位 石川 遼(2)
32m75
NM 山崎 大志(3)
自己ベストを更新した石川、投擲 PC 山崎、
そして 4 連覇を目指す柳澤の 3 人が出場。
山崎は力が入り、2 投続けてファール。3
投目にはビックスローを狙うも、残念なが
らファールで記録を残せなかった。
石川は 1 投目から大きな投擲。エイトラ
インに残るかと思われたが、9 位に留まる。
2 投目、円盤に力が伝わる良い投擲だが、足
が出てしまいファール。3 投目も記録を伸ば

写真：田中の上位を目指す跳躍
男子砲丸投決勝
1位
柳澤 邦彦(4) 14m09
9位
藤井 翼(4)
10m32
19 位 酒井 利晃(2)
8m95
記録を伸ばしてきている藤井、酒井、そ
して 2 連覇中の柳澤の 3 人で挑む。
酒井は 1 投目、10m ラインを越える投擲
をみせるが、足が出てファールに。これを
引きずったか、その後はグライドに勢いが
なく、19 位に終わった。
藤井は走幅跳との競技時間が重なり、や
や疲労を残した状態での試技。2 投目で 10m
台にのせるも、練習のような投擲ができず、
惜しくもベスト 8 に残れなかった。
柳澤は円盤投の直後。2 投目で 13m 台に
のせると、順調に記録を伸ばす。そして手

せず、惜しくも 9 位に終わった。
柳澤の 1 投目、ターンスピードを落とし
て確実に記録を残す。少しずつターンのス
ピードを上げ、記録を着実に伸ばしていく。
手拍子を求めた 6 投目、速いターンから思
い切り振り切った円盤は風に乗り、47m17
の部記録、かつ大会記録で優勝を飾った。

拍子を求め臨んだ 6 投目、14m を越える素
晴らしい投擲。見事 14m09 の部記録、かつ
大会記録をマークして優勝した。
女子砲丸投決勝
6 位 安倍 英理奈(2) 7m73
7 位 下島 千歩(3)
7m53
砲丸投は専門ではない 2 人だが、得点を
目指し出場。

写真：ターンに入る柳澤

下島は 1 投目で 7m を越える投擲。この
記録でベスト 8 に残るも、流れがよくない
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男子やり投決勝
3位
伊藤 泰彬(2) 57m80
5位
高橋 航(3)
54m48
18 位 中道 和輝(3) 41m07
強い向かい風の中、3 年生の高橋、中道と
優勝を目指す伊藤とで臨む。
中道は向かい風の影響か 2 投目まで槍が
なかなか飛ばず。3 投目は勢い余り足を滑ら
すが、なんとか止まり 40m ラインを越える。

男子ハンマー投決勝
2位
柳澤 邦彦(4) 42m85
5位
八柳 暁(4)
39m27
10 位 田附 遼太(4) 32m30
4 年生 3 人で高得点を目指す。
田附はゆっくりとしたターンから堅実な
投擲。安定して 30m ラインを越えたが、一
歩及ばず 10 位に終わった。
八柳は、1 投目、投擲後にのけぞるような
姿勢になる。しかし上手く軌道修正して 2
投目で 37m 台をマーク。ベスト 8 に残り、
臨んだ 4 投目、スピード感のある投擲で
39m27 の自己ベスト。結局、この記録で 5
位入賞を果たした。
柳澤は 1 投目から自己ベストを 2m も越
えるビックスロー。しかし、1 位の選手とは
大差がつく。全体応援も加わり、力強い投
擲で更に 2m 伸ばし、42m 台にのせたが一

18 位となった。
高橋は 2 投目に槍がうまく飛び、54m48
の自己ベストをマーク。その後は記録を伸
ばせなかったが見事 5 位入賞を果たした。
伊藤の 1 投目、助走のリズムが噛み合わ
ない中で 3 位につける。その後もリズムを
立て直せず、ファールが続く。6 投目、うま
く合わせて記録を伸ばす。順位は変わらな
かったが、見事 3 位入賞。

歩及ばず 2 位となった。

写真：優勝校発表の瞬間

写真：表彰を受ける柳澤
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応援に来て下さった先輩方(敬称略)
宮崎鉄男 佐藤源之 眞山隆徳 久保友明
中嶋啓太 野崎莉代 八木洋光 吉田愛子
今泉卓真 落合裕規 金子勇介 柴田智弘
鈴木貴幸 新沼啓 箭内正輝 蟻坂まなみ
鈴木一輝 高林佑輔

千葉雄司 吉川雄朗 永井雅人 川口亮平
加藤聡 佐藤佳祐 田中裕二 中野一誠
白井孝明 望月明人 阿部佑亮 岩崎辰哉
赤平和紀 荒木佳那子 工藤佑馬 杉本和志

この他にも多くの OB・OG の方々が応援に来て下さいました。全員のお名前を把握しき
れず申し訳ありません。千葉雄司さん、今泉卓真さんには投擲選手に氷等たくさんの差し入
れをいただきました。また、杉本和志さんはじめ、H24 卒のみなさんにもたくさんの氷を
いただきました。応援、ありがとうございました。
今回、新たに大会新記録が生まれましたので、七大戦での大会記録保持者を掲載します。

七大戦記録保持者
男子 1500m
男子 5000m
男子砲丸投
男子円盤投
男子やり投

橘 明徳
橘 明徳
柳澤 邦彦
柳澤 邦彦
杉本 和志

3'52"23
14'38"98
14m09
47m17
65m85
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第 55 回(2004)
第 55 回(2004)
第 63 回(2012)
第 63 回(2012)
第 62 回(2011)

＃自己記録更新者一覧(7/27〜8/12)
男子
・200m
南 共哉(3)
22”33
(東北総体)
畠山 真慈(4)
22”67
(七大戦)
・400m
高林 佑輔(M1) 48”38 (北日インカレ)
・110mH
工藤 知央(1)
15”67
(七大戦)
・3000mSC
南雲 信之介(1) 10’00”10
(東北総体)
・男子棒高跳
佐藤 裕貴(3)
4m20
(七大戦)
藤井 翼(4)
3m80
(〃)
・男子走幅跳
藤井 翼(4)
6m73
(七大戦)
・男子三段跳
田中 悠貴(3)
13m97
(七大戦)
・男子砲丸投
柳澤 邦彦(4)
14m09
(七大戦)
酒井 利晃(2)
10m07 (北日インカレ)
＃今後の予定
8 月 18〜19 日 東北選手権
8 月 27〜29 日 二十二大戦
9 月 10〜11 日 全日本インカレ
9 月 28〜30 日 個人選手権
10 月 6 日
OB 戦

・男子円盤投
柳澤 邦彦(4)
石川 遼(2)
・男子ハンマー投
柳澤 邦彦(4)
八柳 暁(4)
山崎 大志(3)
・男子やり投
高橋 航(3)
・男子十種競技
岩崎 辰哉(M2)
女子
・女子 800m
鈴木 絢子(2)
・女子 1500m
榊原 真璃子(1)
・女子走高跳
星 まさみ(3)

47m17
(七大戦)
34m80 (北日インカレ)
42m85
39m27
29m05

(七大戦)
(〃)
(東北総体)

54m48

(七大戦)

5050 点 (北日インカレ)

2’21”11

(七大戦)

5’20”14

(東北総体)

1m50

(七大戦)

秋田県営陸上競技場
仙台市陸上競技場
国立陸上競技場
仙台市陸上競技場
評定河原

＃編集後記
七大戦は男子総合優勝という素晴らしい結果を収めることができました。OB・OG の方々
の支えがあって成し遂げられました。本当にありがとうございました。
頼もしかった 4 年生も抜け、新体制となります。自分も学部生最高学年として、三上主将、
畑岡短距離 PC の支えとなれるよう頑張ります。今後ともご支援、ご声援のほどよろしくお
願い申し上げます。
文責
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副務

保坂佑斗

