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盛夏の候、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、第35回北日本学生陸上競技対校選手権大会、ならびに第74回北海道大学対東
北大学陸上競技定期戦兼第26回北海道大学対東北大学女子陸上競技定期戦の結果や、第64
回全国七大学陸上競技大会兼第24回全国七大学女子陸上競技大会の展望などをお伝えしま
す。
◎第35回北日本学生陸上競技対校選手権大会(6/15~16) ‥札幌円山公園陸上競技場‥
６月15日から16日、北海道の札幌円山公園陸上競技場で、第35回北日本学生陸上競技対
校選手権大会が行われました。北海道での開催にも関わらず数名の選手が出場し、見事男
子4×400mRでは部記録を1秒以上更新する大記録を打ち立てました。入賞した種目をご紹
介します。
●男子400mH
氏名(学年)

順位

記録

柴田 智弘(D2)

７位

55”91

氏名(学年)

順位

記録

岡崎 和貴(4)

２位

7m07(-2.1)

氏名(学年)

順位

記録

高林佑輔(M2)-畑岡進(3)-千葉優人(3)-南共哉(4)

4位

★3’13”33

●男子走幅跳

●男子4×400mR

▲部記録を達成した男子マイルメンバー
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◎北海道大学対東北大学定期戦(6/30) ‥東山公園陸上競技場(岩見沢市)‥
今年の北海道大学対東北大学定期戦は稀に見る晴天となり、熱い日差しの中どの選手も
激闘を繰り広げました。結果は、男子は13連勝、女子も９年ぶりとなる勝利をおさめ、見
事アベック優勝を成し遂げ、今月末に行われる七大戦に向けて男女共に良い流れをつくる
ことができました。また、今大会にはOBである眞山隆徳さんが応援に駆けつけて下さいま
した。本当にありがとうございました。今後もどうぞ温かいご声援をよろしくお願い致し
ます。
☆トラック
男子 100m
１位 宮崎 幸辰(1)
11”21(-4.3)
４位 畑岡 進(3)
11”64(-4.3)
５位 小林 大地(4)
11”68(-4.3)
調子を戻しつつある宮崎の10秒台に期待
のかかる男子100m。宮崎は安定したスター
トを切り、身体ひとつ飛び出た形でトップ
に位置する。そのまま最後まで差を詰めら
れることなくトップを守り切り、一年生な
がら優勝を飾った。畑岡は400mの疲れもあ
ってか前半で宮崎には離されてしまうが、
３～６位は混戦となり、その集団から離れ
ることなく４位に食い込んだ。小林は、ス
タートの飛び出しは良かったものの、中盤
から終盤にかけては伸びがなく、後方集団
に追いつかれてのゴールとなってしまった。

▲一年生ながら優勝した宮崎(1)
女子 100m
１位 中山 なつみ(4) 13”07(-1.8)
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３位 下島 千歩(4)
13”28(-1.8)
５位 千葉 愛里沙(3) 13”65(-1.8)
中山の二連覇が注目の女子100m。中山は
苦手のスタートで少し出遅れてしまうが、
中盤スピードに乗るとみるみる差を詰め、
後半に見事巻き返し、二連覇を果たした。
下島はスタートから流れに乗り、懸命に隣
のレーンの北大選手を追う。中山に追いつ
かれてからも必死に粘りの走りを見せ、３
位を勝ち取った。千葉もスタートの反応は
良かったが、３～５位の団子状態から抜け
出せないままに５位でフィニッシュとなっ
た。
男子200m
１位 宮崎 幸辰(1)
21”67(-0.5)
２位 南 共哉(4)
21”95(-0.5)
６位 小林 大地(4)
23”11(-0.5)
好調な南と宮崎の激突に大注目の男子
200m。宮崎は前半からなめらかなスタート
で飛び出し、トップに躍り出る。そのまま
圧巻のスピードで南との差を引き離し、ダ
ントツの１位であった。見事100mに続く二
冠を達成し、部記録となる21”67を叩き出し
た。南も反応の良いスタートを切ったが、
前半から宮崎に先行され、得意の後半でも
ついていくことができなかった。それでも
きれいなフォームを貫いて２位を勝ち取り、
21秒台の自己ベストをマークした。小林は、
前半は力のある走りを見せたが、後半で疲
れのためか動きが固くなってしまい、上位
の争いに絡めず６位となってしまった。

男子 400m
１位 南 共哉(4)
49”41
２位 畑岡 進(3)
50”37
６位 菅原 大志(2)
52”08
マイルを率いる南と畑岡の１位争いが見
込まれていた男子400m。いちばんアウトレ
ーンの畑岡が前半から攻めの走りをみせ、
南は落ち着いたスタートで畑岡についてい
く。そのまま南は先行されても焦ることな
く自分のリズムを保ったまま300mまで快
調な走りを見せ、ラスト100mでうまく切り
替えて前の二選手を華麗に抜き去り、余裕
の１位でフィニッシュした。一方の畑岡は
200mまでトップを保ったが、200~300mに
かけてやや動きが固くなったように見られ、
300m地点で南を含む２人の選手に逆転を
許してしまう。しかしラスト100mで持ち直
し、北大の選手について行って競り勝ち、
２位に食い込んだ。菅原は前半から飛ばし
ていったが、他選手に並ばれて焦ったため
かフォームが乱れ、粘ったものの後半で大
きく減速してしまう。ラストも競り負けて
６位に終わってしまった。
女子 400m
３位 下島 千歩(4)
61”21
４位 千葉 愛里沙(3) 64”56
房内の棄権により、急遽２人での出場と
なった。下島は前半からしっかりと走って
流れをつくり、外側の選手を追いあげてい
く。300mまでトップ争いをしていたが、ラ
スト100mで北大の一番手の選手に先行さ
れ、北大の二番手の選手との競り合いとな
る。最後まで力強い走りと大きなストライ
ドを崩すことはなかったが、ラスト50mで
少しスピードが落ちてしまい、競り負けて
３位となった。千葉は、一番外側のレーン
で、前半から飛ばしていったが、200~300m
にかけてインレーンの選手に並ばれ、ラス
ト100mの走りはかなり苦しそうであった。
それでも必死で粘って４位を勝ち取った。
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男子110mH
２位 渋谷 知暉(M1) 15”54(-0.5)
３位 向出 周太(4)
15”66(-0.5)
４位 工藤 知央(2)
15”74(-0.5)
実力の拮抗している男子110mH。渋谷は
スタートをそつなくこなすと、無駄のない
ハードリングで中間地点で二番手につける。
そのまま自分のテンポを守って２位でゴー
ル。向出はスタートの反応は良かったが、
助走でスピードに乗りきれていないように
見えた。１台目でハードルにぶつかってし
まうが、持ち直してうまくまとめ３位に入
った。工藤はスタートで少し遅れをとるが、
インターバルの力強い走りで向出を追う。
そのまま離されることなくフィニッシュし
４位となった。
男子 400mH
１位 千葉 優人(3)
53”78
２位 工藤 知央(2)
56”11
３位 増田 俊太郎(2) 57”58
優勝候補の千葉率いる男子400mH。千葉
は前半から他選手を寄せ付けない速さでト
ップに立ち、自分のレースを展開する。走
り、ハードリング共に圧巻の強さを見せつ
け、ダントツの53秒台で優勝した。工藤は
スタートからリラックスした走りで前方の
千葉についていき、ラスト200mでうまく切
り替えて他選手に差をつけ、２位でフィニ
ッシュ。全体的に綺麗に纏まったレース内
容だった。増田もリラックスした大きなス
トライドで、200m付近まではほぼ工藤と並
んだペースで走る。後半は少し疲れがみえ、
動きが小さくなってしまい工藤に差をつけ
られたが、ラストまで粘って３位を勝ち取
った。見事ワンツースリーでゴールした。
男子 4×100mR
１位 42”36
南(4)-宮崎(1)-阿部(1)-小林(4)
七大戦に向け勝利を掴みたい男子四継。

一走南はスタートでわずかに北大選手に
遅れをとったが、後半でグングン加速し、
北大との差はほとんどない状態で二走宮崎
へバトンパス。このバトンパスはきれいに
決まり、宮崎はトップスピードにのると北
大の選手との差をさらに詰め、拮抗した状
態のままバトンを三走阿部へとつなぐ。こ
こで、北大が大きくバトンミスをし、阿部
は独走状態となる。追われる展開となるが、
阿部は落ち着いた走りで差を広げ、バトン
をアンカー小林に渡す。このバトンパスも
そつがなく、東北大の勝利は確実となる。
小林は伸び伸びとした走りを保ってゴール
し、42”36のチームベストで勝利を飾った。
女子 4×100mR
２位 51”47
下島(4)-中山(4)-千葉(3)-渡邊(1)
部記録更新に燃える女子四継。
一走下島は思い切りの良いスタートを切
り、北大の選手との差をうまくつけた。カ
ーブもスムーズな走りをみせ、二走中山へ
とバトンをつなぐ。ここでのバトンは少し
詰まってしまったが、中山は追い風に乗っ
た素晴らしい加速で北大選手との差をさら
に引き離した。三走千葉とのバトンはギリ
ギリの絶妙なタイミングで決まり、千葉も
快調な走りで、北大との差をしっかりと保
つ。しかし、アンカー渡邊とのバトンパス
で、バトンが届かず、渡邊が失速してバト
ンをもらう形となってしまった。この時点
でも北大との差はまだあり、渡邊はトップ
を死守しようと懸命に逃げたが、惜しくも
ラスト30mほどで北大の選手に追いつかれ
２着となった。バトンミスがなければ部記
録更新は間違いなかっただろう。七大戦の
レースに期待である。

▲女子四継のエース中山(4)
男子 4×400mR
１位 3’23”75
畑岡(3)-南(4)-菅原(2)-千葉(3)
部記録を更新して勢いに乗っている男子
マイル。一走畑岡はスタートから勢いよく
飛び出し、大きなストライドで加速する。
そのまま300mまで北大選手を引き離し、ス
ピードを保った力強い走りを見せるが、ラ
スト100mでは北大の選手に追い上げられ
てしまう。それでも粘ってトップを守った
ままバトンを二走南へとつなぐ。二走南は、
本日200m、400m、四継をこなしており、
前半は力を抑え、いつになく守りの走りに
見えた。後半でも南にしてはキレがなく疲
れのためかストライドも小さくなっていた。
それでも北大の選手に追いつかれることな
く三走菅原へバトンを渡す。菅原は前半か
ら軽快に飛ばし、速いピッチで飛ばしたが、
後半はストライドが伸びず200mを過ぎて
からは動きの小ささが顕著に見えた。ラス
ト100mで大幅に失速し、北大選手に追いつ
かれてかなり苦しい走りとなってしまった。
さらに、アンカー千葉へのバトンを２回ほ
ど空振ってしまい、北大に30m近く差をつ
けられてしまう。千葉は力強い走りで北大
を追うが、その差は大きく、200mを過ぎた
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地点でも追いつけない。しかし、ラスト
100mで落ち始めた北大選手に対し、千葉は
冷静にラストスパートをかけ、みるみる差
を詰めて、ゴールぎりぎりのところで見事
な大逆転を見せてくれた。東北大のマイル
の底力を見せつけ、大いに観客をわかせて
くれた素晴らしいレース展開であった。

る。二周目から鈴木、宮間は追い上げたが、
トップには追いつけずにほぼ同時の２位と
３位でフィニッシュした。渡邊は出場種目
の多さもあり、後半は苦しそうな走りとな
ったが、最後まで順位を守りきり４位に食
い込んだ。
男子 1500m
１位 三上 和樹(4)
4’02”57
３位 山本 悠平(4)
4’09”53
６位 大野 慎也(2)
4’29”89
主将三上が優勝を狙う男子1500m。一周
目は三上が２位につけ、山本と大野は抑え
て５位と６位に留まる。400mの通過は63
秒。二周目に入ると山本がペースアップし
て先頭集団につけ、三上と山本を含む４人
の先頭集団が形成される。この400mの通過
は67秒。800mを過ぎたあたりから、大野が
ついていけずに他走者との差が開き始める。
ラスト200mで全員が一斉にスパートをか
け、三上が安定した走りで集団を制し１位
を勝ち取った。山本も懸命についていき、
３位に食い込んだ。大野は争いに絡めない
まま６位に終わってしまった。

▲優勝した男子マイルメンバー
男子 800m
２位 三上 和樹(4)
1’56”51
５位 菅野 均(M1) 2’10”99
怪我人の続出により、急遽補欠の菅野が
出場となった。一周目は三上は慎重な走り
で３位につけ、中距離経験の無い菅野は集
団の後方につける。先頭の一週目の通過は
55秒で、２位の北大選手とほぼ並んだ三上
は57秒で通過。ラスト200m付近で三上はペ
ースアップし、２位の選手を抜き去り、１
位の選手とホームストレートでの競り合い
となったが、あと一歩及ばず惜しくも
1’56”51で２位となった。菅野は急な出場で
走り方が分からないながらもしっかりと走
り切って５位でゴールした。
女子 800m
２位 鈴木 絢子(3)
2’25”31
３位 宮間 志帆(2)
2’25”80
４位 渡邊 朝美(1)
2’32”56
中距離選手がいない中、専門ではない３
人が挑む。一周目から北大の選手が飛ばし
ていくが、３人とも乱されることなく２～
４位に並んでそれぞれのペースを守って走

▲1500mで優勝した三上(4)
男子
２位
４位
５位
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3000mSC
深渡 慎一郎(4) 9’34”54
碓井将也(2)
9’58”57
南雲信之介(2) 10’08”12

レース序盤から北大の二選手が飛び出し
ていき、それを追いかける深渡を含めた３
人が先頭集団、その後方で碓井と南雲は２
人で集団を形成し走る形となった。深渡は
1000mを3’07で通過し、その後前にいた北
大の選手をかわし２位に浮上した。碓井、
南雲は安定して４位、５位のままレースを
進める。七大戦に向けて優勝を飾りたい深
渡は、２位に甘んじることなく懸命にトッ
プを追いかけたが、惜しくも及ばず２位で
ゴールした。碓井は終盤で追い上げ、３位
の選手を追い詰めたが僅差で４位となった。
南雲はラストに粘り切れず５位であった。
女子 3000m
１位 宮間 志帆(2)
10’25”18
３位 塩谷 美菜子(2) 10’59”96
５位 梶山 あずさ(2) 11’13”08
大本命の鈴木不在の中、２年生３人の出
場となった。序盤から全員が集団となって
互いに牽制し合う展開となる。1000mの通
過は3’33。その後塩谷と梶山は集団につい
ていけず、徐々に遅れをとる苦しい走りと
なる。宮間はトップにしっかりと食らいつ
いていき、残り600m付近で満を持してのス
パートをかける。そのまま逃げ切り、見事
１位でゴールした。塩谷は、落ちてきた選
手を追いぬいていく堅実な走りで３位に入
った。梶山も終盤まで粘ったが、順位をあ
げることはできず５位でフィニッシュした。
男子 5000m
１位 藤澤 萌人(4)
15’08”42
３位 本間 涼介(1)
15’20”20
４位 出口 武志(1)
15’23”59
新戦力の１年生２人が登場。レース序盤
は出口が先頭を引っ張り、本間が３番手、
藤澤は様子見で５番手につけ、1000mの通
過は2’59。1600m付近で藤澤がペースをあ
げ、数人を抜き去って２番手につける。
2000mの通過は6’04。ここまで３人とも非
常に安定した走りを見せる。2500m付近で
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藤澤が出口をかわし、先頭に立つ。本間も
藤澤、出口とほぼ並んだ状態で３人共に
3000mを9’13で通過。そこからは３人の掛
け合いが始まり、先頭が順に入れ替わる。
3300mから藤澤が意地を見せ、前に出てい
き、本間、出口と差が開き始める。藤澤は
そのままペースを落とさず一気に後方との
差を広げ、15’08”42で見事優勝した。本間、
出口も最後までしっかりフォームを保ち、
それぞれ15’20”20で３位、15’23”59で４位
に入り好記録をマークした。
☆フィールド
男子 走高跳
２位 奥 裕之(4)
1m86
５位 佐藤 颯真(1)
1m75
６位 藤井 翼(M1) 1m70
要である山田、岡部を欠いた男子走高跳。
混成選手である藤井は、1m65から挑戦し、
一発で難なくクリア。続く1m70では、一本
目はスピードが足りず、うまく踏み切りに
つなげなかった。惜しくもバーは落ちてし
まった。二本目は、ケガが気になるのか、
恐る恐る跳んでいるように見え、クリアに
は至らなかった。最後の跳躍に期待したが、
やはり迷いが見え、思い切りの良い跳躍が
出来なかった。1m65の６位に終わった。
１年生の佐藤は1m75からの挑戦。一本目
は助走のスピードに負け、うまく踏み切れ
ずバーにぶつかってしまった。続く二本目
は、やはり勢いのある助走を見せたが、突
っ込みすぎて踏み切りにつなげず、クリア
できなかった。最後の三本目は、これまで
同様上体が突っ込んでしまったが、持ち前
のバネで高さがあり、何とかクリアした。
続くバーの高さは1m80。その一本目は、力
が入ったのか突っ込んでしまい、バーは落
ちてしまった。二本目は、先ほどより力は
抜けていたが、助走が合わず、身体がバー
を越えていない。最後の跳躍は、流れはよ

かったが踏み切り角度が浅く、クリアは出
来なかった。
ベテラン奥は1m80からの挑戦。これは一
発できれいにクリアしてみせた。続く1m83
は、一本目はわずかに足がかすって惜しく
も失敗。クリアランスが遅いようだ。二本
目では、助走を抑えた丁寧な跳躍。まだハ
マってはいないようだが、しっかりと跳び
越えた。さらに高さは上がり、バーは1m86。
力んだのか間延びして、上体が突っ込んで
いるように見えたが、意地を見せて一発で
クリアした。続く1m89は、越えれば奥にと
ってベストとなる。一本目は、固さのある
跳躍で腰が入っておらず、バーを落として
しまった。二本目は高さはあったが、足が
残って跳びきれなかった。奥のいつものパ
ターンである。最後の跳躍は、勢いのある
助走だったが、スピードに負けてつぶれて
しまい、踏み切れずにバーにぶつかってし
まった。惜しくもベスト更新はならず２位
となった。
女子 走高跳
１位 渡邊 朝美(1)
1m45
２位 下島 千歩(4)
1m40
３位 星 麻沙美(4)
1m35
大量得点の見込まれる女子走高跳。３人
とも1m30からの挑戦。競技歴が長く実績も
ある渡邊、星はそつなくクリアした。一方
経験の浅い下島は、力みすぎて２回バーを
落とすが、３回目でうまく修正してクリア
した。続く1m35、渡邊は難なく一発クリア。
星は、練習不足のため感覚がつかめなかっ
たのか一回目はバーにぶつかってしまう。
二回目の跳躍では意地を見せ、ギリギリで
クリアした。下島はコツを掴んだのかスピ
ードのある力強い踏み切りで一発クリアし
た。1m40は、渡邊はやはり余裕のある一発
クリア。下島もうまく合わせてクリアした。
星は、急なエントリーで思うように勘を取
り戻せず、1m40を越えることはできずに残

念な結果となった。続く1m45は、渡邊は一
発クリアしたが、下島は３回とも跳躍角度
が浅く、突っ込む形となって失敗した。踏
み切り位置をもう少し遠ざければ、七大戦
では記録を更新できるだろう。この時点で
優勝が決まった渡邊も、続く1m50では疲労
のためか本来の跳躍力を発揮できずにクリ
アならなかった。それでもワンツースリー
に入り、女子の総合優勝に大きく貢献した。
男子 棒高跳
１位 高橋 拓実(1)
4m50
NM 工藤 航平(1)
ルーキー高橋に注目の男子棒高跳。高橋
は4m30からの挑戦。一本目から助走もしっ
かりと走れていて、ポールがやわらかく感
じられる美しい跳躍を見せ、余裕のクリア。
続いては4m50に挑戦。これもまだまだ余裕
を感じさせる一発クリア。ここで一気に高
さは上がり、4m70への挑戦。一本目は気合
が入りすぎたか、うまく上に身体を持って
行けずに流れてしまった。続く二本目は、
助走にスピードがあり、踏み切りで若干詰
まったように見えた。あと一歩で越えられ
そうであったが、惜しくもバーは落ちてし
まった。最後の跳躍も、きれいにまとめて、
跳べたかと思われたが、わずかにかすって
クリアはならなかった。見事優勝を飾った。
混成経験者の工藤は3m00から挑戦。一本
目は流れはよかったが、身体の頂点が合わ
ずバーを落としてしまった。二本目は、高
さのある跳躍で、惜しかったが、助走のリ
ズムが悪く越えられなかった。最後の跳躍
は、今までで一番良く、身体はバーを越え
ていたのだが、ポールが引っかかってしま
い、記録を残すことができなかった。
男子 走幅跳
１位 岡崎 和貴(4)
7m00(+1.6)
３位 田中 悠貴(4)
6m68(+1.5)
４位 平野 いさむ(3) 6m45(-0.5)
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全カレを決めた岡崎に期待の男子走幅跳。
岡崎は、一本目は余裕をもって無難に跳び、
6m66。続く二本目で、助走からスピードに
のり、大きな跳躍を見せて7m00を記録する
と、その後の跳躍はパスする余裕を見せ、
わずか２回の跳躍で優勝を手にした。
田中の一本目の跳躍は、助走が慎重にな
りすぎた。もう少し後半のテンポアップが
欲しい。それでも跳躍には伸びがあり、記
録は6m37。続く二本目は、足を合わせるた
めに助走の後半間延びしてしまい、記録は
伸びず6m04であった。三本目の跳躍は、強
い追い風の影響を受け、足が合わずファー
ルとなってしまった。四本目の跳躍は、助
走、跳躍ともにいまひとつキレがなく、
6m34と一本目の記録を更新できない。続く
五本目は、スタートでつまづいて助走をや
り直すなど疲れが見えた。13歩目から不自
然な助走になってしまい、6m09と記録も振
るわなかった。最後の跳躍は、これまでの
助走を払拭する完璧な助走で、空中でのタ
メもしっかりあり、一番良い跳躍であった。
記録も6m68と、グンと伸ばしてベストを叩
き出し締めくくった。
平野の一本目は、踏み切りが25cmほども
手前で5m85。向かい風の影響を受けたのか
もしれない。続く二本目は、助走の後半で
極端にスピードが落ち、またチョコチョコ
した走りになってしまっていた。記録は
5m91と少し伸ばした。三本目も、やはり助
走が課題で、最後詰まって浮いてしまって
いた。記録は二回目と同じ5m91。四本目は、
空中動作がうまくできず、身体がバラけて
しまっていた。記録は5m94。五本目の跳躍
は、助走が乗り切れず踏み切り動作にうま
く移れず、逆足での踏み切りとなってしま
った。記録も4m83とかなり落ち込んだ。最
後の跳躍は、助走がかなり改善され、滑ら
かな跳躍で、全体的にうまくまとめられて
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いた。記録も段違いに伸びて6m45をマーク
し、４位となった。

▲男子走幅跳で優勝した岡崎(4)

女子 走幅跳
２位 渡邊 朝美(1)
4m98(-0.2)
４位 中山 なつみ(4) 4m96(0.0)
５位 後藤 文子(2)
4m29(+0.7)
渡邊は一本目は助走の途中で転びかけ、
記録は残したものの跳躍にならなかった。
多種目に出場したため、疲れが見受けられ
る。続く二本目は、スピードのある良い助
走だったが、わずかに足が出てファール。
三本目は、滑らかな助走からうまく踏み切
って、4m84の好記録をマーク。続く四本目
もスピードにのった良い助走ができていた
が、四分の一足長ほどファールしてしまっ
た。五本目の跳躍は助走も踏み切りも流れ
のある良い跳躍だった。足もピッタリ合っ
て、4m98のシーズンベストを残した。最後
の跳躍は、助走に疲れが見え、ファールと
なったが、僅差で２位を勝ち取った。
中山は、一本目から助走の流れが良く、
4m92の好記録でスタート。しかし、足が板
に乗っていないのでもったいなかった。続

く二本目は一歩目でやや詰まったが、先ほ
どより踏み切りを合わせ、4m96と記録を伸
ばした。三本目は、やはりきれいな加速を
活かした良い跳躍を見せたが、踏み切り板
を踏んでいないことが気になる。記録は
4m90。四本目は助走位置を調整して臨んだ
が、ほんの僅かにファールしてしまった。
助走はスピード感がある。五本目は、板か
らかなり前の位置での踏み切りとなり、
4m74であった。最後の跳躍は、助走から踏
み切りまでの流れは素晴らしかったが、最
後まで足は板にのらず、4m91と記録を伸ば
すことはできなかった。足の合わなさに苦
しんだが、それでも4m90台を連発したこと
は底力を感じさせる。
後藤は一本目は風が強かったこともあり、
助走に乗り切れずファールとなった。続く
二本目は、踏み切り位置は改善出来ていた
が、助走の後半での減速が目立ち、4m29
と振るわなかった。三本目は、向かい風に
助走が負けてしまっており、スピードが出
ずにファール。四本目は、先ほどよりしっ
かり走れていたが、半足長ほど足が出てし
まい、もったいなかった。五本目でも、う
まく調整できずに大きくファールしてしま
った。六本目は、最もスピードのある助走
だったが、やはり足が少し出てしまいファ
ールとなった。結果として五回もファール
をしてしまい、もったいなかった。

▲９年ぶりに優勝した女子四年生
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男子三段跳
１位 田中 悠貴(4)
13m78(+0.1)
２位 岡崎 和貴(4)
13m77(-0.1)
３位 須藤 海(1)
13m76(0.0)
田中は一本目の跳躍は、ホップが特に良
く、踏み切りは5cmほど手前で13m68。二
本目の跳躍は、先ほどより伸びを感じたが、
踏み切りの手前でドタバタしてしまったこ
とがもったいなかった。記録は一本目と同
じ13m68。三本目の跳躍は足を合わせるこ
とに集中しすぎ、上方向に上がりすぎてし
まった。また、助走の中間疾走がぎこちな
く見える。記録は13m44。四本目の跳躍も、
中間疾走が安定せず、毎回バラバラであっ
た。ホップ～ステップまでは良い流れだっ
たが、記録は伸ばせなかった。五本目の跳
躍はステップまではうまくのれているのだ
が、スピードが足りないせいかジャンプが
いまひとつであった。それでも記録は伸ば
し、13m78を残した。最後の跳躍も、やは
りジャンプが課題である。記録は13m72で、
見事、岡崎、須藤との1cm差の競り合いを
制した。
岡崎は一本目は踏み切り板の30cmほど
手前で踏み切り、助走がうまく噛み合わず
に13m14であった。続く二本目は、10cmほ
どファール。三本目でようやく助走が流れ
にのってきたが、足がわずかに出てしまい
ファールとなった。ステップで若干ブレー
キがかかってしまっている。四本目も、後
半に間延びしてしまいファール。五本目は、
持ち前のスピードを活かした良い助走だっ
たが、ステップとジャンプの段階でややつ
ぶれてしまう。それでも13m77と記録を大
幅に伸ばした。最後の跳躍は向かい風がひ
どく、思うようにスピードが出せず13m50
であった。田中に1cm及ばず２位となった。
一年生の須藤は一本目から13m76の好記
録。助走の後半でスピードが上がらなかっ
たが、踏み切りはぴったりでうまくまとめ

た。しかし、続く二本目では大きくファー
ルしてしまった。風の影響を受けたのかも
しれない。三本目も足が合わず、ファール
となった。腰がしっかりと入ってなく、ジ
ャンプでつぶれてしまっている。四本目の
跳躍は、何とか踏み切りを合わせたが、助
走が噛み合わずに13m08と振るわない記録
になってしまった。五本目は、踏み切り位
置を調整したが、わずか1cmほどファール
してしまった。最後の跳躍は跳んでいると
きにバランスをくずし、思うように記録を
伸ばせなかった。結局、一本目の記録で３
位に入った。
男子 砲丸投
３位 酒井 利晃(3) 9m73
５位 石川 遼(3) 9m47
６位 佐藤 雄也(1) 9m10
酒井は一投目から三投目までいまひとつ
砲丸に力を込められず、５位の状態で順位
決定戦へ。五投目でグライドの足運びがう
まくいったが、身体を活かせず腕投げにな
ってしまっていた。それでも後半の投擲で
しっかり記録を伸ばし、３位を勝ち取った。
石川は、全体として握力がなくなってし
まい、砲丸にうまく力を伝えることができ
なかった。投げ方をいろいろと模索してい
たが、ステップ投げでの投擲がいちばん調
子が良かったようである。投げ方は安定し
ていなかったが、それでも酒井に迫る記録
を残し５位となった。
佐藤は一投目から三投目までは調子よく
投げていたが、四投目以降は疲れが見え、
後半に記録を伸ばせなかった。まだまだス
ピードや動きのスムーズさなど課題は多そ
うだ。また、砲丸を突き出す勢いがもっと
欲しい。しかし記録は9m前後に安定してき
ており、伸びしろはまだまだある。

▲力いっぱい砲丸を投げる石川(3)
女子 砲丸投
１位 渡邊 朝美(1) 8m48
３位 下島 千歩(4) 7m80
渡邊は大学初となる投擲。持ち前の筋力
を活かし、スムーズな動作で砲丸の押し出
しにも勢いがある。本人は楽しんで投げて
いる様子で、難なく優勝した。もう少し練
習を積み、ウェイトをこなしていけば10m
台も出ることだろう。
下島も専門種目ではないが、体幹がしっ
かりしており、投げは安定している。身体
の使い方もうまく、砲丸にしっかり力を伝
えて、見事自己ベストを出し３位に入った。

▲砲丸を投げきった下島(4)
男子 円盤投

11

１位 石川 遼(3) 33m29
３位 山崎 大志(4) 30m34
５位 須藤 海(1) 27m63
石川は疲れが見え、握力が弱まったため
かあまり円盤を引っ張ることが出来なかっ
た。それでも、安定した伸びのある投擲を
見せ、33m29で１位となった。
山崎は、円盤をうまく下半身の動きと合
わせて振り切っていた。しっかりとした動
作で30m台の好記録をマークし３位を勝ち
取った。
須藤は、終始ターンが安定せず、思うよ
うに記録を伸ばせなかったが、専門外なが
らも健闘した。
男子 ハンマー投
１位 酒井 利晃(3) 32m24
２位 田附 遼太(M1) 30m11
４位 山崎 大志(4) 28m18
酒井は練習よりも動作がぎこちなく感じ
られた。二投目はうまく決まっていたが、
惜しくもベストに届かなかった。それでも
先輩の田附を抑えて１位となった。
田附はターンに加速がなく、２ターン目
の右足のつく位置が投擲と噛み合っていな
いように見受けられた。試合の中で改善で
きればよかったが、記録はいまひとつ伸び
なかった。
山崎は、ハンマーを左半身で引っ張りす
ぎ、遠心力をうまく利用出来なかった。上
半身だけの投げになってしまってもったい
なかった。

５位 中道 和輝(4) 46m44
伊藤は肘の痛みに耐えながらの投擲。助
走スピードも上がらず、いつものような勢
いが感じられなかった。ケガを治すことが
先決と思われる。そんな中でも、54m64ま
で記録を伸ばし、２位となった。最後の投
擲は明らかにもっと飛ばしていたが、わず
かにファールしてしまいもったいなかった。
工藤は一年生ながら全体的に流れの良い
投擲を見せた。まだまだ細かく修正できる
点はあるが、思い切りがよく安定した投げ
が出来るので、今後も記録を伸ばしていく
可能性は十分ある。
中道は助走はしっかりとスピードにのれ
ていたが、そのスピードをうまく投げにつ
なげられず、やりに勢いの感じられない投
擲が多かった。上半身と下半身の連動、振
り切り、リリースに課題の残る試合内容で
あった。七大戦ではさらに記録を伸ばして
くれることを期待する。

男子 やり投
２位 伊藤 泰彬(3) 54m64
４位 工藤 航平(1) 47m74

▲やりを投げようとする中道(4)
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◎宮城県陸上競技選手権大会ほか
７月13～14日に宮城スタジアムで宮城県陸上競技選手権大会が行われ、我が部からは多
くの選手が出場・入賞し、ミニ国体の出場権を得た選手も多数いました。
その他の各県で行われた選手権大会でも入賞者が続々と出ておりますので、紹介します。
・宮城県選手権(7/13~14)

…宮城スタジアム…

種目

氏名(学年)

順位

記録

男子400m

南

5位

49”97

男子110mH

向出 周太(4)

5位

15”76(-1.0)

男子4×400mR

高林(M2)-岡崎(4)-南(4)-畑岡(3)

2位

3’14”90

男子走幅跳

岡崎 和貴(4)

1位

7m15(+1.5)

男子三段跳

岡崎 和貴(4)

2位

14m25(+1.0)

田中 悠貴(4)

8位

13m47(+1.0)

男子棒高跳

白井 孝明(D2)

3位

4m60

女子200m

中山 なつみ(4)

6位

25”97(+0.3)

女子走幅跳

中山 なつみ(4)

6位

5m09

女子円盤投

青木 千景(1)

2位

30m45

・岩手県選手権(6/21~23)

共哉(4)

…岩手県営運動公園…

種目

氏名(学年)

順位

記録

男子200m

宮崎 幸辰(1)

2位

22”07(+0.8)

・山形県選手権(7/5~7)

…NDソフトスタジアム山形…

種目

氏名(学年)

順位

記録

男子400m

千葉 優人(3)

3位

49”25

男子110mH

渋谷 知暉(M1)

3位

15”19(-0.7)

工藤 知央(2)

4位

15”39(-0.7)

男子400mH

千葉 優人(3)

2位

53”35

男子3000mSC

菅野 均(M1)

6位

9’42”01

男子三段跳

須藤 海(1)

4位

14m09

・秋田県選手権(7/5~7)

…秋田県立中央公園総合運動場…

種目

氏名(学年)

順位

記録

男子3000mSC

深渡 慎一郎(4)

3位

9’22”32

尾形 翔平(M1)

4位

9’26”60

種目

氏名(学年)

順位

記録

男子走高跳

山田 健太郎(3)

1位

1m97

・青森県選手権(7/5~7)

・愛媛県選手権(7/13~14)

…愛媛県総合運動公園…

種目

氏名(学年)

順位

記録

男子円盤投

石川 遼(3)

4位

36m74

13

◎七大戦の展望 in 2013
いよいよ待ちに待った七大戦の季節がやってきました。今年の会場は大阪府の長居第二陸
上競技場です。男女共に総合優勝を目指して頑張りますので、是非応援にお越し下さい。
主将、女子主将によるOBの皆さんへ向けた意気込みと、今年のそれぞれの種目の出場メ
ンバー(変更の可能性あり)、また各PCの視点から見た七大戦の展望を掲載致します。
★主将の意気込み …三上 和樹…
主将の三上です。いよいよ七大戦が近づいてきました。僕が主将になってからのこの1
年間、やはりこの七大戦を一番に見据え、日々練習に励んできました。今年も昨年同様、
京都大学が圧倒的な力を持っています。表面的に見たら優勝は遠いように思われるかもし
れません。ですが我々の武器は爆発力だと思っています。七大戦当日、あの日だけは何が
起こるかわかりません。今までの3年間、僕は普通では考えられないような光景を何度も見
てきました。競技者当人も自分で驚くようなパフォーマンス。一言で言ってしまえば奇跡。
それを起こせる環境、雰囲気があるチームが強いチームだと思っています。これが僕の思
う少し具体的な【チーム力】です。お互いがお互いを信頼し認め合い、ポテンシャルを引
き出しあう。不安になった時、自分は一人じゃない、後ろには仲間たちがいる。そんな状
態で当日を迎えたいと思っています。普段から応援を頂いているOB、OGの方々にも、当
日はこういうチームとしての東北大学陸上競技部を見せられたらなと思います。楽しみに
していてください。
★女子主将の意気込み …中山 なつみ…
こんにちは。女子主将を務めております、中山なつみです。いよいよ、現チームとして
臨む最後の大会、七大戦が近づいて参りました。四年生の中には、これが引退試合になる
人もいます。一年生から参加して四回目となる今大会、感慨深いものがあります。
私たち女子チームは、この一年間（前女子主将の房内さんの代から数えると二年間）、「七
大戦総合優勝」を掲げてきました。昨年の結果は四位です。ただ、昨年の優勝校との差は
わずか二点でした。勿論悔しさもあり、まだまだだという思いもありましたが、一方で最
後まで優勝争いに絡めたことは自信にも繋がりました。
そして、今年です。今年の東北大学陸上競技部女子チームの力を見ますと、非常にバラ
ンスが良いと感じます。走・跳・投全種目において得点圏内（四位以内）に入れる力を付
けた選手が揃いました。これは今までには無かったことだと思います。私が在籍する四年
間の中では、人数・実力ともに一番だと自負しております。楽しみにしていただきたいと
思います。
ただ、一方で他大学も強いのを忘れてはいけません。私たちも力を付けてきたとはいえ、
それは他も同じです。七大戦での勝負は決して楽なものではないでしょう。一番になるこ
とはそう簡単ではありません。油断せずに、というよりは、挑戦する気持ちで全員が望む
ことが必須だと考えます。
それではどんな戦い方を展開すれば、優勝することが出来るのでしょうか。これは、あ
くまで個人的な意見ですが、東北大学の戦い方としては、いかに多くの種目で多くの人が
得点できるかが鍵だと思います。名前こそ出しませんが、強豪大学の一つに、優勝する力
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のある選手が２～３人いるという特徴を持ったチームがあります。そのように、大きな点
数を取っていくという方法ではなく、例え１点や２点でも得点をコツコツ取って勝機を掴
むのが、私たちのスタイルだと思っています。いわゆる「総合力」で勝負して参ります。
ここまで、得点について申し上げました。勿論得点が優勝を左右しますし、それを意識す
ることは大切です。ですが、優勝に必要なことはそれだけではありません。対抗選手だけ
で戦うわけでは決してありません。補欠になった選手も、オープンに出場する選手も、怪
我をして試合に出られない選手も、マネージャーさんも、皆が気持ちを一つにして、全力
で競技・応援・サポートすることで、初めて勝つことが出来るのだと思います。更に言え
ば、女子だけで戦うわけではありません。そして現役生だけで戦うのでもないと思います。
一緒に練習・チーム作りをしてきた男子の皆さん、これまで伝統を築いて下さり、今もな
お応援して下さるＯＢ・ＯＧの皆様、全員の方々の気持ちを力に、戦うつもりで参ります。
最後になりましたが、いつも私たちを支えて下さり、本当にありがとうございます。部
員一同全力で頑張りますので、七大戦の応援をどうぞよろしくお願いいたします。
●男子100m
小林大地(4) 佐々木優人(2) 宮崎幸辰(1)
一年生ながら、優勝候補の宮崎(1)に期待
がかかる。ルーキーらしからぬオーラで北
大戦も優勝し、勢いがある。佐々木(2)、小
林(4)も実力はあり、うまく調子をあげて決
勝進出を狙いたいところである。
●男子200m
南共哉(4) 小林大地(4) 宮崎幸辰(1)
北大戦で部記録を達成した宮崎(1)に期
待。一年生ながら既にベストに近い走りを
している。また、歴代4位の記録を出した南
(4)も上位に絡む力がある。400との両立も
あるが、今年の短距離のエースである。
●男子400m
南共哉(4) 畑岡進(3) 杉浦弘樹(3)
優勝候補の南(4)に期待が高まる。安定し
て49秒前半を出している。マイル部記録メ
ンバーの畑岡(3)、昨年正選手だった杉浦(3)
も得点の可能性が十分ある。東北大の400
チームの層の厚さをみせてほしい。
●男子110mH
向出周太(4) 本間大輔(3) 工藤知央(2)
向出(4)は今季ベスト付近の記録を安定
して出しているが、まだ一発はまっていな
い模様。大幅ベスト更新と入賞を期待。

工藤(2)は山形県選でベストを大幅に更
新し、一気に決勝ラインまでこぎつけた。
その勢いそのままに、本番でも更なるベス
ト更新で入賞が期待できる。
本間(3)は今季からトッパーをはじめて
おり、伸び代がある。現段階の記録では勝
負は厳しいが、一気に記録を伸ばせる楽し
みな選手であり、本番ではその成長に注目。
●男子400mH
千葉優人(3) 工藤知央(2) 増田俊太郎(2)
千葉(3)は今季は安定して53秒台を計測
しており、優勝候補。更にマイルのラップ
も去年より上がっており、走力もアップし
ている。本人的にはまだまだかもしれない
が、着実に成長しており、優勝に加えて大
会記録も狙ってほしい。
工藤(2)はヨンパーでも高校以来のベス
ト更新し、ついに54秒台を記録した。トッ
パーと二種目出場で疲労もあるだろうが、
経験豊富なヨンパーは問題ないだろう。先
輩千葉とのダブル表彰台を期待。
増田(2)は去年の記録を約一秒更新し、高
校時代の記録に徐々に戻してきた。400の走
力自体を伸ばしてきており、本番では自己
ベスト更新を狙えば自ずと決勝進出が見え
るだろう。
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●男子800m
三上和樹(4) 金子修平(4) 竹原大(2)
三上(4)は北大戦でベストに近い走りを
しており調子を上げている。金子(4)も今春
にベストに近い記録を残している。竹原(2)
は正選手の中で最もスピードがあり積極的
なレース展開を期待できる。各々がベスト
な走りをすれば、決勝進出・入賞が狙える。
●男子1500m
三上和樹(4) 山本悠平(4) 朝比奈祐弥(2)
優勝経験のある三上(4)は今季安定した
結果を残しており、持ち前の勝負強さで上
位を狙える。今季ベストを出している山本
(4)も得点に絡んだ走りが期待できる。三上
に迫るベストタイムをもつ朝比奈(2)も調
子を上げており、積極的なレースを展開し
てほしい。
●男子3000mSC
深渡慎一郎(4) 碓井将也(2) 南雲信之介(2)
実力が拮抗しているため、当日走る2人は
未定。現在2連覇中の深渡(4)に3連覇の期待
がかかる。全競技の中で最初に行われる種
目で、今年もチームに勢いを与える活躍が
望まれる。力のある2年生も調子を上げてき
ていて、かなり期待の持てる状況である。
今年は混戦が予想されるので、初の七大戦
での入賞というチャンスは十分にある。昨
年はワンツーフィニッシュを勝ち取って優
勝への足掛かりとなったので、今年も大量
得点でよい流れを作りたい。
●男子5000m
藤澤萌人(4) 高橋佳希(2) 出口武志(1)
本間涼介(1)
実力が拮抗しているため、当日走る3人は
未定。5000mはこの5年間点が取れていない
上に、今年はかなりレベルが高くなってい
るため、厳しい戦いが予想される。しかし、
東北大は4人とも最近のレースでは安定し
た結果を残しており、調子は上向きである。
ランキングで上位に入る者はいないが、入
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賞ラインと大差はない。力を出し切れば入
賞も可能であり、上位陣が崩れれば大量得
点も望める。
真夏の大阪の暑さを考えると、ベストタ
イムだけではなく精神力や当日の体調も重
要になる。当日までの調整をうまくすれば
下馬評は覆せる。
●男子4×100mR
南共哉(4) 小林大地(4) 畑岡進(3) 佐々
木優人(2) 宮崎幸辰(1) 阿部耕大(1)
2走宮崎を中心に、どこまで京大に迫れる
かが見所。スムーズなバトンパスと、個人
のベストパフォーマンスに期待がかかる。
●男子4×400mR
南共哉(4) 千葉優人(3) 畑岡進(3)
杉浦弘樹(3) 新田翔太(3) 竹原大(2)
昨年２位のメンバーが全員残って挑む今
年の七大戦。部記録を達成し、七大学最高
タイムを出し、もはや優勝しか見えてない。
●男子走高跳
奥裕之(4) 山田健太郎(3) 岡部大輝(3)
昨年山田(3)、岡部(3)が1、2フィニッシュ
を果たした種目。二人共今年度はケガに悩
まされているが、その中でどれだけ記録を
伸ばせるか。奥(4)も十分得点可能圏内にい
るのでがんばってもらいたい。複数人入賞
が見込めるも、全体のレベルの底上げがさ
れている種目であり厳しい戦いとなりそう。
●男子棒高跳
佐藤裕貴(4) 高橋拓実(1) 工藤航平(1)
毎年七大戦で好成績を残す高橋が卒業し、
大幅な戦力ダウンが危惧されていたが、東
北インカレで4m60cmの好記録を残した大
型ルーキー高橋(1)の加入により一躍、大量
得点が見込める種目となった。昨年5位入賞
のベテラン佐藤(4)、今年加入の期待のルー
キー工藤(1)の跳躍にも期待したい。
●男子走幅跳
岡崎和貴(4) 増村巧(4) 平野いさむ(3)

近年稀に見るハイレベルな争いとなるで
あろうこの種目。先日行われた東北インカ
レで7m33cm(部記録)のビッグジャンプを
見せてくれたエース岡崎(4)が優勝を狙う。
7mのPBを持つ平野(3)、この試合で引退と
なる増村(4)の跳躍にも期待したい。
●男子三段跳
岡崎和貴(4) 田中悠貴(4) 須藤海(1)
走幅跳で活躍するエース岡崎(4)、昨年の
七大戦において追参ながら14m台のジャン
プをし、みごと3位入賞を果たした勝負師田
中(4)、14m60cmのPBを持つ期待のルーキ
ー須藤(1)が試合に挑む。全員が得点可能圏
内にいるため大量得点が見込める。
●男子砲丸投
酒井利晃(3) 佐藤雄也(1) 箕輪純尚(1)
なかなか得点が厳しそうな種目であるが、
期待の1年生2人の伸びに期待したい。10m
を超える投擲ができれば得点が狙える。
●男子円盤投
山崎大志(4) 石川遼(3) 佐藤雄也(1)
今年、大幅にレベルが下がったため石川
(3)は得点が狙える。北大戦で30m34のベス
トを出した山崎(4)も期待できる。表彰台ラ
インは34m50。得点ラインは32mと予想。
●男子ハンマー投
山崎大志(4) 酒井利晃(3) 石川遼(3)
4月から記録を伸ばし調子に乗っている
酒井(3)が得点を狙える。山崎(4)も技術の高
い投擲をみせており一伸びに期待したい。
得点ラインは36mと予想される。
●男子やり投
中道和輝(4) 伊藤泰彬(3) 工藤航平(1)
伊藤(3)は2年連続3位の実績があり、今年
は少し出遅れるもしっかり七大戦にあわせ
ており、表彰台を狙える投擲に期待したい。
中道(4)は去年から着実に記録を伸ばして
おり、エイトに残る一発が期待できる。表
彰台ラインが59m。レベルが上がっており、
55mを超える投擲ができると得点が狙える。
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●女子100m
中山なつみ(4) 千葉愛里沙(3)
中山(4)は今期も200で25秒台を出すなど
調子を戻しており、二連覇が期待される。
しかし他大の選手も力をつけてきており、
昨年より厳しい戦いとなるだろう。千葉も
13秒台前半のタイムを残しており、決勝に
進出できるかという位置につけている。
●女子400m
下島千歩(4)
下島(4)は今期安定して61秒台を出して
おり、表彰台争いに十分絡める。しかし全
体的にレベルは上がっており、決勝でいか
に力を出し切れるかが勝負のカギとなりそ
うだ。60秒切りに期待したい。
●女子800m
鈴木絢子(3) 宮間志帆(2)
鈴木(3)、宮間(2)ともに実力があり、十分
得点は狙えるが、二人共3000mにもエント
リーしており、その兼ね合いが難しいとこ
ろ。また中距離専門ではないので、いかに
スピード練を積めるかがカギとなりそうだ。
●女子3000m
鈴木絢子(3) 宮間志帆(2)
800m同様、昨年３位の鈴木(3)、宮間(2)
共に表彰台が狙える。名大の鈴木(4)を相手
にどこまで粘れるかが勝負所となりそうだ。
●女子4×100mR
中山なつみ(4) 下島千歩(4) 千葉愛里沙
(3) 後藤文子(2) 渡邊朝美(1)
レースのたびにタイムを伸ばしている女
子四継。北大戦では惜しくもバトンミスに
より部記録を逃したが、個々の実力からい
えば50秒台は出ると思われ、表彰台に乗る
可能性は十分にある。本番で実力を発揮で
きるか見どころである。
●女子走高跳
下島千歩(4) 渡邊朝美(1)
毎年1m50cmあたりで入賞争いがされて
いるこの種目。1m59cmのPBを持ち、今期

1m50cmを跳ぶ渡邊(1)が優勝を目指す。
100m、400mにおいて好記録を残す下島(4)
も十分得点可能圏内にいるためがんばって
もらいたい。
●女子走幅跳
中山なつみ(4) 渡邊朝美(1)
昨年この種目で4位入賞した中山(4)、5m
近い記録を出している期待のルーキー渡邊
(1)が試合に挑む。今期は好記録を残せてい
ない二人だが実力は十分にあるのでがんば
ってもらいたい。当日は二人共他種目にエ

ントリーしており疲労との戦いとなるであ
ろう。
●女子砲丸投
青木千景(1) 渡邊朝美(1)
毎年専門選手がいない種目であるが、今
年は10m台の自己ベストをもつ青木(1)と
渡邊(1)の加入により、一気に大量得点が見
込める種目となった。砲丸投はどの学校も
選手層が薄いので、うまくいけば二人で表
彰台に乗る可能性も十分ある。

◎自己記録更新者一覧(6/1~7/16)
・女子 100m
下島 千歩(4) 13”28(北大戦)

・男子400mH
工藤知央(2) 54”64(山形県選手権)

・男子 200m
岡崎 和貴(4) 22”72(北大戦)

・男子1500m
早坂 謙児(1) 4’19”09(仙台市記録会)

南 共哉(4) 21”95(北大戦)
・女子200m
中山 なつみ(4) 25”97(宮城県選手権)
・男子110mH
工藤 知央(2) 15”39(山形県選手権)

・男子3000mSC
菅野 均(M1) 9’42”01(山形県選手権)
・男子走幅跳
田中悠貴(4) 6m68(北大戦)
・女子砲丸投
下島 千歩(4) 7m80(北大戦)

◎今後の予定
・7月27~28日 七大戦

…長居第二(大阪)

・9月6~8日

…国立競技場(東京)

全日本インカレ

◎編集後記
北大戦が終わり、早いもので七大戦はもう目前に迫っています。部員たちの日々の練習
にも緊張感が漂っています。今年は、男子はもちろん、女子も北大戦での９年ぶりの優勝
を果たし、七大戦でのアベック優勝も夢ではありません。OB、OGのみなさんもぜひ応援
にいらして下さい!!!皆さんの応援が力になります!!!
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