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「令和初の春インカレ運営、そして 2年生中心の組織運営に」 

 

富山大学陸上競技部 部長  

福島 洋樹（人発：准教授） 

 

平成から時代は変わり、令和最初の春インカレの選手宣誓は、主将の大和跳治郎（人発 4）が見事

に務め上げました。私もこの年度から北信越学連のヘッドコーチを拝命することとなり、このタイ

ミングで主幹校がまわってくるめぐりあわせに、これからの令和時代の学生陸上を支えていく使命

をあらためて感じた次第です。戦績は男子総合 2 位（97 点）、女子総合 3 位（85点）と久々に健闘

してくれました。また運営に関しても学生諸君の尽力のおかげで、すばらしい競技会になりました。 

学生の頑張りにはいつも感心させられます。春先の 4月は富山大学記録会からスタートしました。

2年目に突入した今年度は全 4回を運営し、初めて小学生の部を開催することができました。自己ベ

ストを更新したという小中学生の声も多く、有意義な取り組みであると感じています。また、春先

から福島聖（人発 2）がグランプリシリーズの 100mに参戦しました。Yoshiokaスプリント（出雲）、

織田記念（広島）、伊勢スプリント（島根）と転戦し、日本学生個人選手権（平塚）をはさみ、日本

選手権（福岡）に挑む密なスケジュールで挑みました。高いレベルでの戦いではありましたが、本人

の思うような結果は得ることができませんでした。試合を絞ったこれまでの調整と違い、試合で仕

上げていく調整方法は勇気を持ったチャレンジでした。この経験を活かし、今後、一層、〈かけっこ〉

に没頭してほしいと思います。7 月に北海道で開催された北日本インカレでは、二宮 秀（都デ 2）

が 800mと 1500mの 2種目で入賞、藤田研太（理 2）が 3000SCで３位、保里風弥（人発 2）が 110Hで

3位、やり投で本田涼太（人発 1）が 3位、吉野竜世（経済 2）が 7位と健闘しました。また、9 月

に開催されました日本インカレでは、宇埜史歩理（看護 4）が実習の合間をぬった厳しい練習環境の

中、走幅跳に初出場し、すばらしい跳躍を見せました。そして 12月の部員総会では、次シーズンへ

向けて重要な時期に就職活動で忙しくなる 3 年生を組織幹部とせず、1 月の時点で 2 年生が中心に

組織運営を進めることが決定されました。学生の「主体性と和」をもった競技部運営の理念は代々

と引き継がれているようです。2020 年東京五輪イヤーの今年は、新潟で日本インカレが開催されま

す。地元、北信越の地でオレンジ旋風を巻き起こしてほしいものです。OB・OG のみなさん、今後と

も一緒に富山大学陸上競技部を応援していきましょう。 
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「温故知新」 

2019年度 主将   

大和 跳治郎   

 

まず、この伝統ある富山大学陸上競技部で主将を務めることができたことを誇りに思います。主

将になった時、これまでの先輩方が繋いできた伝統は大事にしていかなければならないと思いまし

た。しかし、そのままでは現状維持になってしまうので、伝統を大事にしつつ新しいことも取り入

れることができればより良い部になると考えて一年間活動してきました。総会やイベントをもう一

度考えてよりよくできることはないか探したり、富大記録会を開いたり、新しいことにも挑戦して

きました。もちろん、全て上手くいったわけではありませんし、周囲にもたくさん迷惑をかけてし

まいました。しかし、春カレでの部員たちの運営や盛り上がり、競技する姿を見て 1 年間やってき

たことは間違ってなかったと思うことができました。 

 僕は富山大学に入学する前は、正直あまり富大陸上部の印象はよくありませんでした。高校生の

ときは Twitter でいろいろあったりしてどちらかというと悪い印象の方が強かったです。しかし、

入部して最初の春カレに参加する頃にはそんな印象はなくなっていて富大陸上部の一員であること

を誇りに思うようになっていました。高校までの部活とは違い自由な雰囲気で、北信越の大学の中

でも一番自由に盛り上がっていたように感じました。そして、その盛り上がりの中決勝で活躍する

選手たちを見て自分もこのチームで強くなりたいと思いました。 

 とはいえ、僕が一年生の頃は周囲の人からは「富大の陸上部あんま印象よくないけどなんで行っ

たん？」というようなことをよく言われる状況でした。そのたびにこのチームのいいところをもっ

と周囲の人達に知ってほしいと思いました。しかし、1年や 2年の時の僕はたいしたことはできませ

んでした。それでも、西村さんやれーしさんが主将として活動していく中で富山の高校生や先生方

と積極的にコミュニケーションを取ったりしていくことで確実に富大の印象はよくなったように感

じました。 

 そして、僕が主将になったころには富大に来たいという高校生も増え、チームとして成長してい

たように感じました。この成長を自分の代で止めるわけにはいかないと思いもっと富大としてでき

ることはないか考えました。その結果が富大記録会でした。富山には大会が少なく、もっと試合が

あればいいとずっと思っていたので、記録会を開催しました。今までの先輩方が作ってきたチーム

に新しい挑戦をすることで少しはチームの成長に貢献できたかなと思います。後輩たちには、この

記録会を富大の伝統として続けていってほしいと思っています。富大記録会に参加者として参加で

きることを楽しみにしています！ 

 富山大学陸上競技部は素晴らしいチームです。しかし、まだまだ成長していけると思うので、今

年より来年、来年より再来年のほうがいいチームになっていけるよう伝統は大事にしつつどんどん

新しい挑戦をしていってほしいです。成長していくチームの中に入れないのは寂しいですが、陰な

がら応援しています。「You can do it!」 
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「副主将として」 

2019年度 副主将 

古川 智康 

 

 私は副主将として部に何ができただろうか。

実際にやったことを思い返してみると五福の

競技場がつかえない時に他の競技場を探しに

電話をかけたくらいだ。 

 私は就任時に幹部の頭脳になると言ってい

たがその役目も実際に果たせたかどうか今考

えてみると疑問に残る。なぜなら他の幹部であ

る３人がとても優秀であったからだ。私は春カ

レの運営であり通常の部の運営であり他の３

人がいてくれたからこそ、やりきることができ

たのではないかと感じている。なんでもほぼ完

璧に計画や案の形を作ってくれる八巻ちゃん、

メーリスを始め部のみんなに連絡を的確に回

してくれたはなみ、気が利き指示を出してくれ

常にチームのトップに立ってくれた跳次郎、こ

の３人のおかげであるし本当に感謝している。 

 私の副主将としての部報は私が何をやった

かというよりも他の３人がいかに陰で富大陸

部を盛り上げてきてくれたかを感謝の心を持

って、この３人の近くにいた副主将としてみん

なに伝えることで締めようと思う。 

 

 

 

 

 

「副主将を終えて」 

2019年度 副主将 

金田 華実 

 

 初めて企画した引き継ぎの総会を含め、私た

ちの学年なりに考えて 1年間動いてきた。活動

的になれたのは、やはり大和主将・八巻主務の

お陰である。私が貢献できたことは微量である

が、彼らと共に今年度の富山大学陸上競技部の

先頭を走れたことが素直に嬉しかった。後輩の

何人かに、｢今の 4年生、本当に好きなんです

よね～｣と言われたことがある。その言葉を聞

けた時、安堵の気持ちが大きかったし、少ない

ながらも一緒に頑張ってきた学年のメンバー

の一員として部に携わることが出来て良かっ

たなと思った。 

 副主将を務めさせて頂いてからの 1年で、そ

れまで気付けなかった他ブロックや後輩、多く

の人の頑張りを見ることが出来た。そして過去

の先輩方の偉大さも分かった。組織を動かすと

いうのは、簡単ではない。だからこそ、オレン

ジの一人ひとりの存在が富大陸部に欠かせな

いものであるということを、後輩たちに少しで

も伝わっていたら嬉しい。これから更にオレン

ジの円陣が大きくなってくれることを願う。 

1年間、ありがとうございました。 

跳治郎、古川、未来、お疲れ様でした。 
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「主務を引退して」 

2019年度 主務 

八巻 未来 

 

 多岐にわたる業務を、3年生になってからは

ほぼ毎日、夜遅くまで続けたことも沢山ありま

した。しかし、不思議なことに「頑張った」「苦

労した」とは感じません。それはおそらく、部

の運営に関わるあらゆる業務が、実は好きだっ

たからではないかと思います。大学でこれだけ

主体的に取り組めることに出会えるとは考え

ていなかったので、主務を任せて頂けたことに

心から感謝していますし、部長、幹部、マネー

ジャーの支えがなければ務められなかったこ

とと思います。この場を借りて深く御礼申し上

げます。本当にありがとうございました！ 

 役割分担が明確化され、今後は人数が大きく

なるのに、より「個」が重要な組織になってい

きます。でも、与えられた任務を 1人 

で完璧にこなせる必要はないと思います。新幹

部には、多くの「個」を活かして、欠点を補い

合いながら、よりよい組織づくりを進めていっ

てほしいです。いつでも力になります。応援し

ています！ 
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～6年生(M2)・5年生(M1)コメント～ 

 

「春カレを終えて」 

西村 顕志（人発 M2) 

短距離 

 

6回目の北信越インカレは富山開催でした。こ

れは、大学 1年生の時以来で、地元で始まり地

元で終われることは恵まれていたと思います。

その間に、100m（優勝 1回）、4×100mR（優勝

3回）を毎年入賞することができました。特に

4×100mR は 6 年間表彰台に乗せてもらい、一

緒に走ってくれたメンバーに感謝しかありま

せん。北信越 5県を巡って富山に戻ってくる間

に酸いも甘いも知りました。この経験は何ごと

にも代えられません。また、北信越インカレ初

日（100m3本＋リレー2本）を 6年間走りきっ

たことが自慢です。大体怪我するので今後は日

程を見直してほしいと思います。 

僕はインカレで成長することができました。も

う出場することできないのを寂しく思います。

インカレという特別な雰囲気で競技ができた

ことを感謝して、自分も次の目標に向けて頑張

っていきたいと思います。6年間応援してくれ

た方々ありがとうございました。 

（100m、200m、4×100mR出場） 

 

 

 

 

「大学生活を振り返って」 

笠松 直生（理工 M2) 

短距離 

 

私の大学生活は 6年と長いものだった。その全

てで陸上競技部に在籍していたものの後半の

3年間はほぼ名前だけの存在であった。6年間

の競技記録では 2 年生の頃から綺麗な右肩下

がりの結果となり、修士 1年に出場した富山大

学記録会では 100m を走るのに 12 秒を超えて

しまった。このままでは退化しておっさんまっ

しぐらなので冬に少しの練習を行い、学生生活

最後の記録会に臨んだ。最後に出場した修士 2

年時の富山大学記録会での記録は 11.99 秒と

ギリギリ 11秒台に滑り込んだ。レベルの低い

話ではあるが少しでも記録が上昇する喜びを

久々に感じることができた。記録以外でも 6年

間陸上部に所属し多くの喜びを私は得られた。

陸上競技は個人種目でそれゆえに個性豊かな

仲間達と出会うことができた。これから過ごす

長い人生の中のたった 6年間かもしれないが、

仲間達に囲まれて過ごした 6 年間はとても充

実して色濃く記憶に残るものである。 
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「無知を知ったこと」 

加古 雄一（理工 M2) 

中距離 

 

私は今年度の秋インカレをもって陸上競技を

引退しました。ここでは競技生活と通じて得た

ものについて述べます。私は精一杯、陸上競技

と向き合ってきたつもりです。それなりに知識

も身に着けて、競技力も向上しました。しかし、

どこまでいっても十分な満足感は得られませ

んでした。知れば知るほど未知に出会い、競技

力が向上しても自分よりも上がいました。さら

には、自分自身のことも理解できていなかった

様に思います。自分はどんな走りをしていて、

どの様な性格をしているかも分かっていませ

んでした。そこで初めて自分の無知を自覚しま

した。しかし、これを受けて落胆したりするこ

とはありませんでした。意外にも、以前より前

向きに競技と向き合うことができました。自分

自身の課題や立ち位置が、より明確になったか

らだと考えられます。今後、陸上競技とは距離

を置きますが、「無知を知る」ことは何事にも

通じて重要なことだと思います。学生の間にこ

のことを知り、身をもって感じたことは貴重な

体験でした。これからも自分の無知と向き合っ

て生きていきます。 

 

 

 

 

「お疲れさまでした」 

中島 基来（理工 M2) 

跳躍 

 

自分が陸上部員だと思っていなかった中島で

す。一応高校から 9年間陸上競技をしていまし

たが、試合に出ていたのは学部 2年生までだっ

たと思います。そんな僕が昨年の 7月に市民運

動会の陸上競技に出なければいけなくなり、4

年の夏から M1夏までの 1年間はほぼ練習して

いませんでしたが、M1 の夏から 1 年間練習に

参加させてもらいました。それまでの 1年間は

運動と言ったら、ライブで騒ぐくらいだったの

で最初は全然走れませんでした。ですが、同期

の行方君や竹内君とウエイトトレーニングや

陸上部の練習に参加させていただき、7月の本

番では 100ｍは 1位、走り幅跳びでは 2位にな

ることができ地元に貢献することができまし

た。今年、また練習をサボっているのでただの

デブになりつつありますが、4月になったらま

た絞ろうかと思っています。 

陸上部の 6 年間で出会った仲間は一生の仲間

だと思っているので、皆バラバラになりますが

これからもよろしくお願いします。 

追伸、今同じアパートに住んでいる西村君とは

来年から隣の市に住みます。 
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「陸上競技部しかなかった 6年間」 

竹内 漱汰（理工 M2) 

投擲 

 

 4年間の大学生活を終え，これをさらに 2年

延長しましたが，ついに 2019年の秋インカレ

で引退を迎えました。6年前の入学式では，富

山大学陸上競技部が私にとってこんなにも大

切なものになると思っていませんでした。蓋を

開けてみれば，常に陸上部の人と行動を共にし

ており，大学では陸上部以外の友人ができませ

んでした。富山大学陸上競技部の一員として過

ごした 6年間では，様々な人との出会いと別れ

を経験しました。1 年生，2 年生，3 年生では

先輩を見送り，4年生では同期を見送り，修士

1 年ではついに後輩を見送りました。そして，

ようやく私が見送られる側となりました。今後，

富山大学陸上競技部との関わりが薄くなるこ

とをとても寂しく思いますが，今後の後輩の活

躍を陰ながら応援したいと思います。さらに，

陸上を通じてできた友人，特に同期とは今後も

友人でありたいと考えています。私に素晴らし

い時間を与えてくれた富山大学陸上競技部に

深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

「陸上部での活動を振り返って」 

依田 大輝（薬 M2) 

長距離 

 

あなたは次の日に歩くのすら困難になるく

らいまで走ったことがありますか？吐くまで

走ったことがありますか？肺に穴があくまで

走ったことがありますか？たぶん多くの人は

いいえと答えるでしょう。でも陸上部ならこの

経験がある人は少なくないのではないでしょ

うか。 

 もう私は引退をしてしばらく経ちますが、あ

の辛くもあり、楽しくもあった練習の日々を思

い出しては感傷に浸っています。なぜでしょう

ね、あの頃はつらくてつらいだけだったはずな

のに。いつもの呉羽山ジョグ、10ｋｍコースジ

ョグ。キロ 6ペースでゆっくり行こうって言っ

ていたはずなのに気がついたらかなり速いペ

ースになっているんですよね。この人たちは阿

呆なのかなって思いながら必死についていき

ました。いつものペース走も中盤あたりからき

つくなってきて呼吸もできないほど苦しくて

死にそうになりながら走りました。いつものイ

ンターバル走もいつものレペもいつもの筋ト

レも、辛くて何度やめようと思ったことでしょ

うか。 

 いつもだったはずのことがいつもじゃなく

なったときにやっと気付くんですよね。あの

日々が楽しかったんだって。そしてそんな日々

はもう帰ってこないんですよね。だからこそ今

部活をやっている人は存分に苦しんで楽しん

でください。今は辛いかもしれないですけどき

っと何らかの形で自分に返ってくると思いま

す。 

 

 私は現役の頃ほどストイックにやるかはわ

かりませんが陸上は続けます。まだフルマラソ

ンでサブスリーは達成してないですし全国 47
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都道府県のハーフ orフルマラソンを走ってみ

たいですし岐阜県選手権に出場して教師をや

っている高校の頃の陸上部の同期を驚かせた

いですし雄山マラソンで偉大な先生方に負け

たくないですしやりたいことは山積みです。と

りあえず来年のいっちゃんリレーマラソンに

は出ようと思うのでよろしくお願いします。 

 

最後になりますが富山大学杉谷キャンパス

の陸上部に入れて幸せでした。これまで私たち

を支えてくださった先生、先輩、後輩、最強の

キャプテンふわ、最強の脳筋わっか、最強の天

然あおたく、最強マネージャーすみれちゃん、

最強の元先輩たんぼさん、今まで本当にありが

とうございました。これからも皆さんのご健闘

をお祈りしています。 
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～4年生コメント～ 

 

「短短ブロック長を終えて」 

金田 華実（人発) 

短距離 

 

 短短・短長には分かれていましたが、そこに

こだわらず短距離としてまとまって活動して

きました。関係なく朝早くから集合し、ああで

もない、こうでもないと言いながら中々決まら

なかったメニュー会議。誰もが早く終わりたい

と思っていたに違いありません。でもそんな言

い合いが出来るのは、今の短距離ブロックがそ

れぞれが目標を持っている、個がしっかりして

いることの表れなのでは、と感じていました。

練習となればいつも競り合えるし、お互いで意

見を言い合える。速くなることへの追求には年

も性別も関係ない。こんな空間で練習が出来る

雰囲気を自然と作ってくれる皆に、私自身学ぶ

ことが沢山ありました。 

 冬季練習を乗り越え、迎えた春カレ。男女と

もに多くの人が自己ベストや入賞を果たして

いる姿を見て、皆で費やした時間は無駄ではな

かったんだなと。特に男子のリレーがインカレ

を決めた瞬間は、本当に感動しました。個が役

割をきちんと果たしたからこその結果だと思

います。あの瞬間に立ち会えたことは、一生忘

れないでしょう。 

 富大陸部を盛り上げるのは、やはり短距離ブ

ロックです。最強世代を築き上げてくれること

を願っています。1年間、ありがとうございま

した。 

 

「4年目の春カレ」 

「富山で春カレを迎える」ことがすごく楽し

みだった。アットホームな空間で試合ができる

なんて。一方で、前日準備で思いの外エネルギ

ーを消費してしまったような･･･。良いパフォ

ーマンスが出来るか若干の不安もあった。これ

に限らず様々な不安はあったが、この 2日間の

為にマネージャーを初め、沢山の部員が準備し

てきてくれたことを振り返ると、私たち選手が

結果で恩返しするしかない!これに尽きると思

った。総合結果として、男子２位、女子 3位で

終えることができた。このチームとしての 1年

間の集大成であるように感じた。特に女子は少

数精鋭で頑張ったと思う。４年として、皆を引

っ張らなくてはと思いつつ、下級生の頑張る姿

に励まされた部分も大きい。 

 個人の結果として 4 種目全てで表彰台に立

つことが出来たことは嬉しい反面、この春カレ

に懸けていた分参考記録になった 100ｍは悔

しさの方が大きい。それでも、狙った大会、皆

が支えてくれたレースの中でベストに近いパ

フォーマンスが出来たことは本当に嬉しかっ

た。幸せな環境で、仲間と戦えているんだなと

終始感じながら過ごせた 2日間であった。部員

への感謝の気持ちでいっぱいだ。 

（100ｍ，200ｍ，4×100ｍR，4×400ｍR出場） 
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「最後の春カレ」 

杉澤 美帆（人発) 

ハードル 

 

 富山大学で陸上を始めて 4度目の春カレ。過

去を振り返れば様々な競技をやっていきまし

た。中学時代は駅伝と 800ｍ、高校では 400ｍ、

そして大学では 400ｍ、100ｍH、100mと、なん

とも一貫性のないスタイルだったと思います。

100mH や 100m に手を出した理由は、リレーに

貢献すること、400m を速く走ることの 2 つで

した。しかし、3 年次に取り組んだ 100m が思

いのほか楽しくて、最後の春カレも 100mを選

んでいました。ただ、最後の最後で結果は残せ

ませんでした。それはやるべきことと、競技を

両立させようと思う自分の意志の弱さが原因

だったと思います。やはり、最後に結果を残せ

る人は、意志の固い人だと実感しました。 

 自分自身は不甲斐ない結果でしたが、富大の

オレンジが活躍する姿や、練習の成果が出て喜

ぶ姿を見ると、私も嬉しかったです。これから

もオレンジ集団を応援しています。 

（100m，4×100mR，4×400mR出場） 

 

 

 

 

 

 

 

「感謝感激」 

大和 跳治郎（人発) 

ハードル 

 

 まず初めに、この場をお借りして同期のみな

さんに感謝の気持ちを伝えさせてください。入

部したときから人数が少なく一人一人の負担

が大きかったりして大変なことがたくさんあ

ったと思います。僕が主将になってからも嫌な

顔をせず仕事を手伝ってくれ、裏でたくさん支

えてもらいました。人数は少ないですが、素晴

らしい同期たちに恵まれて 4 年間やってこら

れました。本当にありがとうございました。大

きい人から小さい人、派手好き、海外行っちゃ

う人などなど個性的な方々が揃っていたとは

思いますが、みんな仲間想いの人ばかりで、居

心地のいい学年でした。 

 そろそろ恥ずかしくなってきたので最後に

富山大学陸上部への感謝の気持ちを書いて終

わりにします。陸上部に入部して先輩や後輩、

同期、先生に出会い 4年間でたくさんのことを

経験させていただきました。この 4年間は僕の

10 年間の陸上人生で一番濃く楽しい期間にな

りました。富山大学陸上競技部に入って本当に

よかったです。 

   「富山大学陸上競技部バンザイ！」 
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「陸上から学んだこと」 

林 侑平（工) 

中距離 

 

高校で最後にしようと思っていたにもかかわ

らず、気づいたら陸上部に入部してもう 4年が

経ちます。1 年、2 年と結果が出ず、3 年にな

って授業の関係上、あまり参加できなくなるた

めやめようと考えていましたが、たまにいく部

活や先輩や後輩、同期との関係、純粋に走るこ

とが楽しくてやめるという考えがなくなりま

した。記録面からいうと、中学時代と同じくら

いの記録しか残せず悔しい気持ちもあります

が、中学、高校の時と違い、目標に向かって自

分たちで考えて、努力して陸上をすることで純

粋に陸上競技を楽しむことができたかなと思

います。 

陸上はつらい練習が多いです。何度もやめよう

と思いました。それでも続けることができたの

は、楽しむことができたからだと思います。辛

いことの中に何か楽しいことを見つけること

が大事だと陸上で学び、辛い辛い研究室の中で

よりいっそう大事なことだと身にしみました。 

 

 

 

 

 

 

 

「基礎作り」 

 古川 智康（人発) 

長距離 

 

 私は任期の一年間の目標を“当たり前のこと

を当たり前にできる集団にすること“にしまし

た。勝つ集団を作るための第一歩になると考え

たからです。例えば競技面では体幹トレーニン

グや距離踏みなどポイント練習する以前に必

要なこと、生活面では無断欠席、遅刻などをし

ないことや締切を守ることなどです。 

 初めの頃は私の実力不足のせいでうまくま

とめることができませんでしたが下級生や同

級生がアイディアを出してくれたり率先して

動いたり手伝ってくれたおかけで最後の方に

は皆自然とやるべきことを淡々とこなせるよ

うな集団になれたのではないかと感じていま

す。下級生や同級生には感謝してもしきれませ

ん。 

 長距離ブロックは予選会を始め、大きな大

会がたくさん残っています。新しいブロック

長の元、やるべきことをした上で何が不足し

ているか考えさらなる努力を重ね満足いく結

果を残してくれることを期待します。 

 

 

 

 

 

 



14 

 

「富大陸上部での四年間」 

山本 真輔（経済) 

長距離 

 

 富大陸上部での四年間は、とても中身の濃

い、充実した期間だった。 

競技については、正直つらいことが多かっ

た。過酷な暑さの中での走り込み。記録が伸

び悩んだ時期。ライバルに負けた悔しさ。し

かし、そんな経験があったからこそ、それら

を乗り越え自己ベストを更新したときのあの

感動は今でも忘れることができない。 

競技以外でも、審判や大会の運営など、た

くさん貴重な経験をすることができた。最後

の春カレでの最後の用器具の仕事。自分の指

示で皆がしっかり動いてくれた。大会が終わ

った時の達成感は今まで以上に大きかった。 

そしてなによりも、四年間、富大陸上部の

仲間と一緒に陸上に打ち込めたことが一番の

思い出だ。素晴らしい仲間がいたおかげでこ

んなに充実した時間を過ごすことができた。

感謝しかない。 

最後に。皆さんにはどんなことがあっても

四年間陸上を続けてほしい。やり切ったとき

に得られるものはとても大きいと感じるか

ら。 

 

 

 

「春カレを終えて感じたこと」 

山﨑 真祐子（人発) 

長距離  

  

 4年生の最後の春カレでしたが、見ていて応

援することしかできず、情けないという思いで

いっぱいです。春カレ四度目という実感はわき

ませんが、選手のみんなは本当に輝いていて、

目に焼き付けられてよかったです。過酷なレー

スの中でも１点を取ろうとする強い意志の感

じられる走りや、ラスト 100ｍで驚くほどの力

が出ている走り、これまでの積み重ねによって

できるものなのだなあと改めて思いました。ま

た、応援の力はやっぱりすごいと感じました。

大学ごとに集まって応援しているときは、近く

にいる人は圧倒されてしまうくらいで、選手だ

けでなく同じチームの者としても心強くなる

なあと思いました。自分のことのように喜んだ

り悲しんだりしてくれる仲間がいることはす

ごいことだし、そんな環境でこれまでやってく

ることができたことは今思うと幸せなことだ

ったと感じます。来年再来年も、オレンジにパ

ワーをもらいたいです。 

（5000ｍ 出場） 
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「1年間を振り返った部活への思い」 

葛井 隆志（工) 

長距離 

 

この 1年はほとんど研究室に行く必要があり、

部活に行けませんでした。行きたいと思ってい

てもでやるべきことや疲れなど多くの影響で

行けなくて残念でした。 

いつも LINEでの連絡を見ているとしっかりと

部活が運営されているのが分かったり、大会や

部内のイベントでの写真などを見てみんなが

楽しそうに部活をやっているのだと分かって

うれしいです。 

一度だけ長距離の駅伝予選会の応援で見に行

きましたが、1年生も含め自分たちが走ってい

た時よりも記録が大きく伸びており、驚いてい

ました。一人一人が走ることを楽しみながらも

他大学の選手に勝ちたいという意思でやって

いるのを感じて感動していました。 

最初にも書いたようにほとんど部活には行っ

てなかったので個人的な感想になってしまう

が、陸上部のみんなは陸上のためにとにかく努

力をしているのだと思ってうれしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

「陸上生活を振り返って」 

森 将太（人文) 

 跳躍 

 

 9 年間続けてきた陸上競技をふと振り返っ

てみると、実に幸せな現役生活を送ることがで

きたと思う。中学から始めた走り幅跳びは試合

ごとに記録を更新することができ、二年生の時

にはジュニアオリンピックに出場することが

できた。三年次には怪我に苦しみ、幅跳びでは

思うような記録を残せなかったが、冬季には駅

伝部に入部し長距離に取り組んだ。受験勉強と

の両立は大変だったが、それ以上に走ることが

楽しかった。それほど陸上が好きだった。高校

では環境にも恵まれ、1年生から東海大会に出

場し、三年次にはインターハイ出場を果たすこ

ともできた。IH での結果は満足のいく結果で

はなかったがそれ以上にやり切った思いが入

り、大学でも陸上を続けようか迷っていた。少

なくとも、大学選びの基準に陸上は関係なかっ

た。 

本大学に入学した時も未だ迷っていたが練習

風景を見て入ることを決めた。この選択は間違

っていなかったと今でも思う。様々な競技レベ

ルの人たちが集まりながらも全員がお互いを

尊重し合うこの部活が私は大好きだ。２年次か

らは実質ブロック長という立場で運営にも関

わることができ、少しでも部を良い方向に導く

ことができたのではないかと思う。ただ、４年

次の主幹の春カレに個人的な理由で一切携わ

れなかったことが唯一の心残りである。 

改めて、富山大学陸上競技部に入部して正解で

あったと思う。最高の形で現役生活を終えるこ

とができたことに心から感謝したい。後輩の皆

には素晴らしい仲間と過ごす限られた時間を

精一杯楽しんでほしい。 
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「一年を振り返って」 

濱 直志（医) 

跳躍 

 

一年間ありがとうございました。2019 年の振

り返りを書いていきたいと思います。 

昨年は走り幅跳びで高２以来となる自己ベス

トが出ました。その理由を自分なりに考えてみ

ると、杉谷ブロック長になったことが理由のひ

とつだと思います。三年生までの練習はよくも

悪くも、先輩が考えてくれたメニューをこなす

だけの練習でした。しかし、ブロック長になっ

てメニューを考えなければならない立場にな

ったことで、気づかないうちに、自分が鍛える

べき筋肉や自分に必要なメニューを考えるよ

うになったと思います。 

昨年は全カレにも出場させていただきました。

そこで痛感したことはまだまだ自分の力が足

りていないということです。全カレに出場して

いた選手はまず土台となる体が違いました。さ

らに、待機場での時間の使い方も僕とは全然違

いました。筋力をあげていくことはもちろんで

すが、試合での過ごし方、さらには日常生活で

の過ごし方も変えていく必要があるなと思い

ました。 

2020 年は臨床実習と陸上競技をしっかり両立

させたいと思います。 

「陸上生活を振り返って」 

 宇埜 史歩理（医看) 

跳躍 

 

私は今シーズンで小学 5年生から 12年間続け

た陸上競技を引退しました。私は競技人生を締

めくくるのが富山大学で「あ〜、富山大学で陸

上できて幸せだったな〜。」と心の底から思っ

ています。 

最初は大学で陸上競技を続けることがとても

不安でした。しかし、宮澤さんの存在が、強豪

校じゃなくても、勉強や実習で忙しい学部でも、

自分の努力次第で結果を残すことができると、

私に大学で陸上を続ける勇気を与えてくれま

した。 

私が大学で競技生活をしていくなかで同期に

杉澤と金田がいてくれたことが大きな支えで

した。杉谷で一緒に練習できる女子がいなくて

も、週末に五福に行けばいつも二人と練習でき

ることが楽しみでした。3人とも負けず嫌いで、

練習をする時は絶対他の 2 人には負けたくな

いと思いながら練習していて、試合の時にはお

互いにベストが出ると自分のことのように嬉

しかったり、同じレースで相手よりいいタイム

が出た方は微妙な空気になったりすることも

ありました。3人で切磋琢磨しながら“全日本

インカレにリレーで出場する“という同じ目標

に向かって努力できたことは私にとってとて

も濃い時間で宝物です。3人で全日本インカレ

に出場する目標は 0.19届かず叶いませんでし

たが、キャンパスや学部が違ってもお互いに支

えあって良いライバルとして過ごせた大学で

の陸上競技生活が 1番楽しかったです。 

私は大学入学時から全日本インカレへ出場す

ることを目標としてきました。1年目は右足を

骨折してしまい思うような結果を出すことが

出来ませんでした。2年目は 400ｍＨを始めて

全日本インカレ出場を目指しましたが、思うよ
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うに記録を伸ばすことが出来ませんでした。3

年目も 400ｍＨでの出場を目指しましたが、調

子はいいのに歩数を合わすことができなくな

り思うように走れない日々を送っていました。

「あ～、このまま同じことを繰り返して 4年目

も終わってしまうのかな・・・。」と思ってい

ました。3年の夏に、1年生で骨折してからや

めていた走幅跳を再開し、高校生のときと同じ

くらい跳ぶことができ、もう一度走幅跳で自分

の出来る限界まで頑張ってみたいと思い、最後

の冬季練習にのぞみました。 

そして、4年目の春インカレでやっと全日本イ

ンカレへの出場を決めることが出来ました。イ

ンカレが決まったときのスタンドのみんなの

笑顔や涙、砂場まで駆け寄ってきてくださった

先輩や後輩の光景は忘れません。自分がベスト

を出して 1位になり、インカレへの出場を決め

たことが嬉しいのはもちろんでしたが、そのこ

とよりもこんなに近くで私以上に喜んでくれ

る人たちに囲まれていたことが本当に本当に

嬉しかったです。私がただ他に取り柄もなく続

けてきた陸上を多くの人が見てくれていて、支

えられてきたのだと感じた瞬間でした。 

ずっと目標にしてきた最初で最後の全日本イ

ンカレはベスト記録を出して終わることはで

きませんでしたが、今までの 12年間の陸上競

技生活に関わってくださった方々や、憧れだっ

た先輩、一緒に勝ち負けを繰り返しながら練習

をしてきた同期、杉谷キャンパスのみんなに支

えられていたと実感しながら、幸せな空間で跳

んで引退することができ感謝の気持ちでいっ

ぱいです。4年間本当に楽しかったです、あり

がとうございました。 
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「4年間を終えて」 

 松本 茉倫（理) 

投擲 

 

私は留学に行くと共に部を退部した身ですが、

今回はお声がけ頂き久々かつ最後の部報を書

かせて頂けることとなりました。先に一度お礼

を言いたいです。ありがとうございます。 

おばあちゃんみたいな言い方になりますが、富

山大学陸上部に入ってからもう 4 年経つのか

と思うと、時間の流れる速さを感じます。先輩

に引っ張ってもらっていたかと思うとあっと

いう間にその先輩が引退し、私も少しの間だけ

後輩を持てましたがすぐに留学でほっぽり出

すような形になり、そして 4年目の締めくくり

を迎えています。一部員として随分と身勝手な

ことをしてしまったと後悔も多いですが、私を

責めたりせず最後まで一緒に練習してくれた

投擲ブロックや同期の人達にとても感謝して

います。これからも富大陸上部がそんな優しさ

を大切にした部でいてくれることを願ってい

ます。 

改めて、今まで指導してくださった先生、投擲

ブロックの OB、先輩方や後輩達、同期の皆に

感謝を込めて。 

 

 

 

 

 

「4年間を振り返って」 

    鍛冶 美玲（経済) 

 マネージャー 

 

新年明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いいたします。元マネージャーの

鍛治です。 

春カレの時のツイッターバトンでも書きまし

たが、富山大学陸上競技部の先輩・後輩、そし

て同期のみんながとても楽しい人達で、その上

頼れる人ばかりで、私はただただ楽しく 4年間

過ごさせていただきました。ありがとうござい

ます。みなさんのおかげです。 

私がヘラヘラ過ごしている間、主務のみくぽん

は本当にたくさんの仕事をして下さいました。

主管校となった秋カレや春カレをはじめ、日々

のことも。。。この場を借りて感謝申し上げます。

私は全く力になれずすみません。主務ぽんがい

ないと駄目でした…本当にありがとう！！ 

4 月から新しい環境でみなさん頑張りましょ

うね！夏はオリンピック！楽しみ！体調には

気を付けましょう。それでは、少し早いですが

メリークリスマス。よいお年を。 
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～3年生コメント～ 

 

「春カレを終えて」 

二枚田 稜介（人発) 

短距離 

 

今回の春カレは地元開催もあってか富大陸上部

全体に勢いがあり、とても盛り上がっていた。

私もチームの一員として少しでも点数を取ろう

と走ったが結果は予選敗退だった。情けないと

感じてしまった。 

昨年の冬期練習前から春カレに向けて計画を立

てて練習に取り組んできたが怪我も相まってか

なかなか記録に結びつかなかった。 

でもこれまで行ってきたことは無駄ではなく確

実に成長していると実感している。 

来年は学生生活最後の春カレなので有終の美を

飾れるようにこれからの練習に取り組みたい。 

（400ｍH 出場） 

 

 

「1年を振り返って」 

  中野 栞太 (人発) 

短距離 

 

まず、初めに、今年は自分にとって、大きな変化

があったと 1年だったと思います。大病を患い、

2 度死ぬような思いしましたし、病気の制約で

満足に練習できる事も出来なくなりました。ま

た、秋カレに出場した際には、病気が再燃し、1

ヶ月ほど休養を頂くほど体も貧弱になりました。

しかし、病気の全てが悪いとは思っていせん。

病気になって練習量が制限されたおかげで、練

習メニューを見直し、その質と量について吟味

するようになりました。それだけでなく、栄養

学も学ぶ様になり、今では栄養学に基づいた理

想的な食事の在り方を求める事などもしていま

す。このように、陸上をするにおいて身体能力

では多くのものを失ったかもしれませんが、知

力に関しては、病気の前の何倍もの力を身につ

けることができていると自信もって言うことが

できます。これから、ラストシーズンとなりま

すが、この満身創痍の末手に入れた知力を武器

に、春カレ優勝を目標にしてもう一度だけ頑張

りたいと思っています。その時は、どうか応援

よろしくお願いします。また、最後に、度々病気

の心配してくれる部員や、小康でも走れる今の

日々に心からの感謝の意を申し上げます。 

 

 

「1年間の部活を振り返って」 

   加藤 将輔（工) 

短距離 

  

今年 1 年の大会では、自己ベストの更新をする

ことができませんでした。工学部機械知能シス

テム工学科の 3 年前期はとても忙しく、土日の

部活に参加することが少なくなってしまいまし

た。前期を終え秋カレにむけて夏休みや後期に

しっかりと部活に行こうと思っていましたが、

今まで遅くまでバイトやレポートなどで不規則

な生活習慣をおくってしまって、結局前期のと

きの参加率がほとんど同じぐらいでした。来年

は 4 年生になって卒論などで忙しくなるが、少

しでも多く部活に行って 100、200，400 のどれ

でもいいので自己ベストの更新をしていきたい

です。他にも僕は高校まで 400 をメインでやっ

ていたが、大学になって 400 から逃げてしまっ

ていました。理由としては練習に参加していな

くって 400 しっかり走れる自信がなかったから

です。だから、4年生ではしっかりと 400に向き

合っていきたいです。 
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「全カレはすごい」 

小泉 佑真（工) 

短距離 

 

 3年目にして初めて選手として全カレの舞台

に立つことができた。1年目、2年目は応援に

行き、応援しながらも心の奥底ではなんとして

も出たいと思うことしかできなかったので、念

願の全カレである。しかし念願とは言ったもの

の結果は散々だった。あの舞台に立つ人はとん

でもなくすごい人なんだと素直に脱帽するしか

なかった。これほどに叩きのめされるとは正直

思っていなかったので、悔しいというよりは衝

撃と羨望の思いのほうが強かった。しかし、富

山に帰ってくると、あんなすごい激闘の中に自

分がいたんだと実感するようになってまた一つ

別の感情が芽生えた。なんとしてでもあの中で

勝負がしたいという欲望である。全カレで勝負

するためには全カレがすごいなんて言っている

場合ではない。自分もその“すごい”人になら

なければならない。この欲望を満たす戦いはゴ

ングを鳴らしたばかりだ。 

 

 

「目標」 

木下 陽介（医) 

短距離 

 

お疲れ様です。木下です。去年の目標はそれな

りに達成できたので、今年はより大きい目標を

たてました。 

今年の目標！！ 

全カレで活躍する！（個人もリレーも決勝いけ

たらいいね） 

西医体個人、総合ともに優勝！（MVPも取れると

いいね） 

CBT合格！（濱より良い点とれたらいいね） 

この３つの目標の達成目指して頑張ります！ 

特に西医体総合優勝して快生に優勝トロフィー

あげたいですね。 

 

 

「今シーズンを振り返って」         

仲盛 大志（医) 

短距離 

 

一年間お疲れ様でした。三年生も終わろうとし

ています。もう大学生活も折り返しです。とて

も早いです。自分としては一年生の頃と大して

変わっていない気がしますが、五福の同期が就

活をしていたり、天池が研究室に入ったり、克

拓、真衣ちゃんの実習が始まりそうになってい

るのをみていると、僕達も将来に向かって進ん

でいるのかなと思ったりもします。四年生では

CBT もあるので一日一日を大切にしていきたい

です。 

 今シーズンは自己ベストを更新できたという

点では良かったと思います。しかし、全然走れ

なかった大会も多々あり、ムラが大きかったで

す。今後は自分をコントロールできるようにな

りたいです。全カレにも出場しましたが、文字

通り出ただけになってしまったので、考えさせ

られました。今は色々な人に意見を聞いており、

練習するにせよ質問せよ、自分の考えを持つこ

とを大事にしています。来シーズンの目標は全

カレで戦えるようになる事です。今後ともよろ

しくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

「春カレを終えて」 

今 桃子（人発) 

ハードル 

 

 まず初めに今年の春カレは、富大が主幹とな

って運営を行い主務初めマネージャーや多くの

方々に大会を支えてもらい、選手が競技に集中

できる環境を作っていただけていることに、改

めて感謝していなければならないと感じた。 

 個人種目では、ベストに届かずまた周りとの

力の差を感じたレースになった。200ｍから足

が合わなくなりリズムよくハードルに向かうこ

とができず、減速してしまい粘り強さに欠けて

いたと感じる。マイルでもそうだがもっと後半

の粘り強さをつけなければならない。 

 4×400ｍＲでは、全カレに出場することを目

標としていたが標準タイムには届かず、悔しい

結果となり、先輩方との大切なレースを不甲斐

ないものにしてしまった。自分は 1走だった

が、レースの流れをうまく作れず自分がもっと

良い位置でバトンを持って行けたらレースは変

わっていたと思う。男子が最高なレースをした

だけに先輩方に申し訳なかった。 

 先輩方の思いを忘れずにまた次の大会に向け

て練習を積んでいきたい。 

（400ｍＨ，4×400ｍＲ 出場） 

 

「これからの抱負」 

大学に入りもう 3 年目となり、自分達の代が富

大陸上部を引っ張っていく立場になった。今ま

での主将・副主将・ブロック長など先輩方を見

ていると、本当に周りを巻き込む力が強くまた

陸上競技にも熱心で尊敬する部分が多かった。 

 私たちの代になり、主将初め副主将が新しい

組織図を作ったりよりよい陸上部にしていくた

めに新たなことに挑戦しているが、初めてのこ

となので上手くいかないことの方が多いと思う。

その中で、自分にできることはハードルブロッ

ク長として迅速な仕事をしたり、できることが

あれば少しでも協力し支えとなることだと思う。

ブロック長としてやる仕事としてはそう多くな

いとは思うが、その一つ一つに責任をもってし

っかり行っていきたい。また、練習の面では 3年

が中心となって盛り上げていき、ブロック関係

なく応援しあい高め合っていきたい。 

 

 

「1年を振り返って」 

北村 颯士（人発) 

中距離 

 

 今年度は春に富山で北信越 ICがあり、4年

間の内に 1回しかない富山での春 ICというこ

とでしたが、個人としては肉離れで出場するこ

とができず、大変悔しい思いをしました。チー

ムとしては、主管で運営が大変な中、各部員が

競技や審判、応援など様々な方面から富山大学

陸上競技部を大いに盛り上げてくれました。そ

のおかげで、主管の春カレは大変素晴らしいも

のになったと思います。 

 私は中距離のブロック長を務めました。春カ

レに向けて練習メニューを立ててきて、今年度

は自己ベストを出せた人が多かったんじゃない

かなと思います。ブロックのレベルは年々向上

していて、互いに意識し合って練習している環

境が整ってきています。そして、来年からは中

距離と長距離のブロックが統一されることにな

りました。ブロック全体の能力の向上、北信越

で戦えるような人を育てられるような環境にな

るようにサポートしていきたいと思います。 
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「初めての春インカレを終えて」 

大山 達哉（理) 

中距離  

  

三年になって初めて春インカレに出場できるこ

とができました。１．２年生の頃は出場するこ

ともかなわずスタンドで応援することしかでき

ませんでしたが、３年目にしてついに春カレと

いう大舞台で走ることができました。肝心のレ

ース内容は非常にスローペースな展開で私が想

定した展開でなく動揺しました。その結果ラス

ト 1 周で置いて行かれてしまい僕の春カレは終

わりました。敗因は単純に実力不足が響いたと

いうのが大きい要因ではありますがそれ以上に

経験不足だったなと痛感しました。 

 個人的に今回の春インカレは私自身が出場し

たことよりも、チーム一丸となって主幹を務め、

この春インカレという大舞台を運営できたこと

が何よりも達成感が満ち溢れました。自分たち

が引っ張っていかなければならない 3 年生の代

にこのような経験ができたことは今後の人生の

糧になるので非常に良い経験ができました。 

（1500m 出場） 

 

 

「負けから得られるもの」 

澤田 大輔（工) 

中距離 

 

 今年の北信越 ICは富山開催、すなわち富山大

学が一番活躍しなければならない大会であった。

この素晴らしい大会に出場できたのは非常に名

誉あることだと思う。また、自分は高校時代陸

上をしていない。大学から陸上を始めた人でも、

努力すればここまで成長できることを示すこと

ができた。 

 しかし大会に出場すると、感じたのは北信越

の高い壁。1500m、800mともに予選落ち。手も足

も出なかった。特に 800m は、1 分 55 秒以上を

出さなければ決勝に進めないというかつてない

ハイレベルなレースだった。レース中応援して

くれた人たちに申し訳ない気持ちだった。 

 陸上は、自分の実力がタイムと差に顕著に表

れる。また優勝者以外は全員負けとなる。しか

し、負けたレースから得るものは大きい。この

大会での負けから、自分はスタミナの向上、ス

ピード強化、メンタル面の強化を今後しなけれ

ばならないと思った。トレーニングを重ね、自

己ベスト更新を目指し、北信越のレベルでしっ

かり戦えるまでにならなければならない。 

 （1500ｍ，800ｍ 出場） 

 

 

「1年間の抱負」 

杣田 銀史朗（人発) 

中距離 

 

 山々の緑も、雨に打たれて色濃くなり、梅雨

寒ながら、吹く風には夏の匂いを感じる今日こ

のごろ。陸上競技場には、いつも学生たちのエ

ネルギーによって、熱気に満ち溢れている。 

 そんな自分も副主将となり、富大陸上部に熱

い思いを抱いている。部員数も 100 人を超える

大きな組織となってきている中で、上の人間が

中心となるのではなく、一人ひとりが中心とな

るような組織が求められる。そのために、部員

一人ひとりに「係」を与え、部に対する責任感を

持ってもらい、ブロックの垣根を超えたチーム

ワークを発揮できることで、これからの富大陸

上部がよりよいものになっていくことと思う。

まだ取り組みは始まったばかりだが、このよう

な取り組みは、私たちが卒業してからも続けて

いってほしいことであり、その土台作りをしっ

かりと行いたいという強い思いで 1 年間頑張っ

ていきたい。 
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「1年を振り返って」 

中村 哲也（工) 

中距離 

 

 今年一年は怪我などが多く、あまり上手くい

かなかったと感じた。 

去年の冬季練習明けでは調子が良くタイムも向

上傾向だったが怪我をしてしまいそのままタイ

ムは停滞してしまった。 

 また、怪我のため体力が低下してしまった。

そのためモチベーションが上がらず練習が成果

に繋がらないと感じた。来シーズンにむけて体

力を回復させつつ様々な練習内容を取り組んで

いく必要性がある。4 年生になりさらに時間が

なくなっていく中で効率良くしていきたい。練

習を組み立てる際には自分の苦手を確認してそ

れに応じて考え方を変えていきたい。 

来シーズンでは自分の結果が出せるようにした

い。 

 

 

「春カレ」 

飴野 智大（経済) 

長距離 

 

今回の春インカレでは 3000msc に出場しました。

簡潔に言うと、結果を残せず申し訳ない気持ち

が大きかったです。タイムでは 10 分を切れず、

2 年生が入賞しているのに一切入賞争いに絡む

ことがありませんでした。例年よりタイムは低

水準でチャンスは大きかっただけにポイントを

取っておきたかったという後悔があります。直

近の大会よりもタイムを上げることは出来てい

ただけに練習の強度が圧倒的に足りていなかっ

たということが思いついた今回の結果の要因で

す。次回の春カレに出場することが出来たなら

ば、タイムの大幅アップと入賞以上の結果を残

したいと思います。幸いにも今回の春カレでは

大会までの体調の持っていき方や調整方法につ

いては上手くやることが出来ていたので、この

ことは次回へと良い面として繋げられることだ

と感じています。次回こそは目標達成以上のこ

とを目指したいと思います。 

 

「秋カレ」 

今回は 3000msc と 5000m に出場しました。競技

の振り返りをする前に反省すべき点について書

いておきます。秋カレの直前に自身の不注意で

風邪を引いてしまいました。2 週間程あったに

も関わらず治しきることが出来ず、あろうこと

か不特定多数の人に風邪をうつしてしまいまし

た。このせいで自分だけでなく多くの人をベス

トのパフォーマンスが出せない状態にしてしま

い大変申し訳ないです。風邪を引いてしまった

不注意さと他の人へ感染させてしまった点を反

省して今後の日々や主要大会直前での過ごし方

を改めていこうと思います。1日目での 3000msc

は風邪の影響や練習不足もあり春カレよりも悪

い結果でした。正直に言うとレース内容は全く

覚えていません。平凡以下なタイムだったこと

は覚えているのでまた次頑張ろうと思います。

それと障害への苦手意識が昔から変わらないの

ではねるための筋肉を鍛えられたらいいと思い

ました。5000m ではギリギリ 16 分 40 秒を切る

ぐらいでした。タイム自体は悪いですが、予想

していたよりは走れました。体調は悪かった中

で悪いなりには走れたかなという気持ちでした。

ただ 1000m 以降でどんどん垂れていくいつも通

りのレース展開だったので、ペース維持が相変

わらず苦手な点は反省しないといけないと感じ

ました。両日とも過去ワースト級の結果でした。

今回の結果と自己管理の甘さは大いに反省しよ

うと思います。それといいかげんに自己ベスト

を更新したいなと思います。 

 

 



24 

 

「春カレを振り返って」 

北野 綾子（人文) 

長距離 

1500m 

昨年の秋カレよりもいいタイムを出して自己ベ

スト更新することを目標としていたが、自己ベ

ストには到底及ばないタイムになってしまった。

自分を応援してくれた人たちに申し訳ない気持

ちでいっぱいだ。この酷い結果は自分の練習不

足が招いたものである。この結果を真摯に受け

止めこれからは今まで以上に練習に励んでいき

たい。レース展開とか関係なく、タイムが遅く

なってしまった一番の原因は、自分の自己管理

能力の欠如により腰痛が悪化してしまい春休み

中に十分な練習をすることが出来なかったこと

だと思う。競技を真剣に取り組むためにはまず、

心身ともに健康であることが第一だと思うので

これからは気持ちづくり、体のケアをもっとし

っかりしなければならないと思った。数えきれ

ない程の課題があるが来年の春カレも出場する

ために、自分の課題を明確化して細かく分析し、

一つ一つ着実に解決していかなければならない。

この悔しさをばねにして秋カレは絶対に自己ベ

スト更新したい。 

 

5000m 

1500m と同じく 5000ｍも自己ベスト更新を目指

していたが、自己ベストには到底及ばない結果

になった。本レースは、練習不足が一番の原因

で恥ずかしい結果になった。せっかく走らせて

もらえたのに、こんな酷い結果を出してしまい

すみませんでした。いつものレース展開的に

5000m は前半まではうまく走れても、3000ｍ過

ぎたあたりから踏ん張ることができなくなって

失速してしまう。普段から 5000ｍ以上を少し速

めの一定のスピードで走る練習が必要だと思う

のでそういう練習を増やしていきたい。自分は

フォームが汚いので綺麗で走りやすいフォーム

を見つけるためにもっとジョグする必要がある

と思う。更に、自分はフォームを保つための体

幹がしっかりしていないので体づくりもしてい

きたい。長距離種目がある記録会は少ないけど、

レースにもっと慣れたいのでもっとレースに出

る必要があると思った。7 月には予選会がある

のでそこで自己ベスト更新したい。 

 

 

「部活を通してコミュニケーションについて学

んだこと」 

西川 槙之佑（工) 

長距離 

 

二宮秀と藤田研太は積極的に他ブロックの部員

や先輩後輩との交流を図っており、コミュニケ

ーションをとるのが上手だなといつも感じます。

彼ら二人を観察していて、相手が話したそうな

ことをうまく引き出しながら会話していること

に気づきました。 

以前、大山達哉が「あの二人は聞き上手やな。」

と言っていて、最初はその意味がよく分からな

かったけれど、相手がどういう話題で話したい

かを察知してそれに会話を合わせたり、相手が

語りかけてきた話題に焦点を当ててその話題を

膨らませたりしているところから、最近少しず

つその概念がつかめてきた気がします。キャッ

チボールが、自分が一方的に球を投げる作業で

はなく、往復のやりとりである(文脈がある)の

と似ているような…。二人から学んだことをま

だ僕は普段の会話で実践できていませんが、相

手の立場で想像力を働かせるようになって、昔

よりもずっとコミュニケーションがとりやすく

なり、また人と関わるのが楽しくなりました。 
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「1年の振り返りと来年度に向けて」 

 村松 隼（人発) 

跳躍 

 

今年はブロック長として迎える 2 回目のシーズ

ンとなった。シーズンを終えて感じたことは、

ブロック全体のレベルが着実に上がってきてい

ることである。新入生たちのフレッシュさ、2年

生たちの真剣な取り組み等様々な刺激を与え合

い、高め合いのできる環境となってきているこ

とを実感している。今年から 1 月で代替わりと

なったため、少々早めに新ブロック長の池村に

任せることとなったが、私がブロック長となっ

てからの約 1 年半よりさらに良い跳躍ブロック

にしてほしいと願っている。 

また、自分自身の競技の面では、記録は昨シー

ズンとさほど変わらないままにシーズンを終え

てしまった。毎年悔しい思いをしている気もす

るが、来シーズンこそはやったるぞと前を向い

て残り少ない富大陸上部としての活動に全力で

取り組みたい。大学陸上の集大成として、陸上

競技を楽しみながら満足のいく 2020 シーズン

にしたいと思っている。 

 

 

「部報」 

鍛治 優大（工) 

跳躍 

 

今シーズンは、跳躍ブロックに 3 人の１年生が

入ってくれて毎日の練習にとても活気があった

ように思います。僕が１年生の時はとても少な

い人数で練習していたのを覚えています。来シ

ーズンもたくさん跳躍に人を増やしてもっと盛

り上げていけたらいいなと思います。僕自身は

専門の走高跳では自己ベストこそ出なかったも

のの、学校が忙しくなって平日の練習に参加で

きないことが多くある中、1 年時以来跳べてい

なかった自己ベストタイに並ぶ 1m80cm をコン

スタントに跳ぶことが出来てよかったと思いま

す。ただ、春カレ、秋カレではどちらも良い記録

を残すことが出来なかったのはとても悔しく思

います。3 年目でもまだまだ緊張しているので

しょうか... 。次は大学最後のシーズンなので、

最高の形で締めくくれるように、残り少ない練

習を大事にしていきたいと思います。 

 

 

「3年生を通して」 

二村 哲生（経済) 

跳躍 

 

 陸上部に入部して大分経ち大学 3 年生となり

ましたが最近は様々な事情で部活に行く回数が

減ってしまいました。自分はこれまでの大学の

部活では高校に出した自己ベストを未だ更新し

ていないといった結果です。今年こそは自己ベ

ストを更新しようと志すも練習する回数や試合

に出る回数も減少してしまったため、今シーズ

ンのベストは 185cm と結局自己ベストを更新す

ることなく終えてしまいました。部活では走り

込みをメインとして練習していた分身体を作る

ことはできていましたが肝心の跳躍する技術が

あまり向上していないように思えます。4 年生

にもなればシーズンに入ってすぐ引退となるの

で時間がありません。今までよりも練習回数を

多くし、跳躍する回数も多くし身体を作るだけ

でなく跳躍する技術を磨いていきたいです。残

り少ないと言ってもまだまだやれることはある

ので残りの練習できる時間を大切に練習に励み

たいと思います。 
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「1年間を振り返って」 

田守 快生（医) 

                   跳躍 

 

どうも、杉谷主将の田守です。今年の前半は主

務としていろいろな経験をさせていただきまし

た。その中で、たくさんの方に支えてもらうこ

とでこの陸上部が成り立っているということに

気づきました。感謝の気持ちを忘れずに日々部

活に取り組んでいきたいと思います。 

 また、夏から主将という立場を引き継ぐこと

になりました。立場上しっかりと結果を残さな

ければいけないと思いますし、いろいろな面で

責任が伴ってくると思います。口だけではなく

態度や行動で周りを引っ張っていけるように努

力します。 

 

 

「主務として目指す姿」 

廣田 伶奈（経済) 

マネージャー 

 

 今年度、主務を務めさせていただくことにな

りました。前任の先輩から仕事を引き継ぎ、ま

だまだわからないことだらけで不安でいっぱい

ですが、主将副主将をはじめ、部員の皆さんに

助けてもらいながら一生懸命頑張りたいと思っ

ているところです。 

 主務の仕事について、引き継ぎがあるまでよ

くわかっていませんでした。「そんなことまでし

ているのか、、！」と思うことがあったり、仕事

の多さに驚き、先輩たちは忙しい中でもしっか

りとこなしていたのだと思うとますます不安に

なって、しっかり主務としてやっていけるのか

自信がなくなってきました。しかし、私たちの

代のマネージャーは私を含め 5 人いて、他の 4

人も率先して責任を持って仕事をしてくれます。

また、後輩の 5 人も後輩と思えないくらいしっ

かりしていて普段からたくさん助けてもらって

います。他のみんなに頼ってばかりではいけま

せんが、お願いできるところはお願いしたりし

て、お願いしたからには私も責任を持って様子

を見るなど、陸上部の運営を主務としてしっか

りと支えていきたいと思います。 

 

「一年間を振り返って」 

廣川 智奈美（人発) 

マネージャー 

 

今年は、今まで以上にたくさんの人に助けられ

た一年でした。特に春カレでは、主管校であっ

たこともあり、私が担当したプログラム作成時

に特に実感しました。春カレ開催日の先倒し、

大型連休に伴う印刷業者の休業、多くのことが

予想外で、特にマネージャーにはとても迷惑を

かけたと思います。エントリー締め切り後すぐ

に作業を進めなければならないハードスケジュ

ールの中、夜遅くまで一緒に作業をしてくれた

学連の方、先生、選手、マネージャーにはとても

感謝しています。多くの方の協力があったから

こそ完成したと感じると同時に、少しでもこの

感謝を恩返しすることが出来るように、残り少

ない部活動で貢献していけたらと思います。 

 

 

「私が大切にしてきたこと」 

池田 瑛里奈（人文) 

マネージャー 

 

 2019年を振り返ると、部運営の重要さと選手

への思い入れを強めた一年になりました。事務

的な面では、春カレで主管として仕事を任せて

もらい、競技会運営の難しさを学びました。マ

ネージャー皆さんの尽力のおかげなので、私が

苦労したとは言えませんが、様々な意見を勘案

し多くの方の手を借りて大会を作り上げたこと
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は良い経験になりました。一方で、選手へのサ

ポートも大切にしてきたことの一つでした。最

近は個々のニーズに合わせて練習することもあ

り、私が選手のメニューやケガの状態を把握し

きれない、上手くアドバイスできないといった

点で反省することも多くありました。しかし、

日々の練習や大会で記録を出して誇らしげな選

手を見るといつも、マネージャーでいることの

喜びを感じていました。今後活動できる機会は

少ないですが、より努力する選手達の役に立ち

たいと思っています。今年もマネージャーの皆

さんは手助けしてくれて、選手の皆さんは近く

で応援させてくれて、ありがとうございました。 

 

 

「春カレについて」 

戸水 美萌沙（経済) 

マネージャー 

 

 私が 1 年間を振り返ってみて、特に印象に残

っているのは春カレです。1 年生の時の秋カレ

も富山大学が主管校でしたが、その時は先輩方

の仕事を少しだけ手伝う程度でした。いざ自分

たちの番になると広告協賛のために２月頃から

作業を始めたり、印刷会社にデータを送るため

朝まで作業したりと、分かっているつもりでい

ましたが、大会を運営するということがどれだ

け大変か改めて実感しました。また、大会当日

は私の審判部署である大型表示は審判の先生が

1 人しか来ることができず、元々人数が少ない

部署だったため運営できるか不安でしたが、特

に問題なく終えられて安心すると同時に、普段

審判協力してくださっている先生方や、困って

いる時に助けてくれる部員のありがたさを感じ

ました。審判の先生方に委嘱状を出したり、広

告協賛のため企業に電話をかけて実際に訪問し

たりというのは陸上部に所属していなければ経

験できなかったことだと思うので、非常に貴重

な経験だったと感じます。 
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～2年生コメント～ 

 

「1年間の大会や練習を振り返って」 

足原 佑弥（工) 

短距離 

 

 今年の大会ではあまり練習に参加できないこ

とが多くあり、記録が思うように伸びなかった

のが一番の印象です。記録としては、100ｍが自

己ベストを更新でき 11秒 34 でした。今年の大

会や今までの大会からみえた課題としては、足

が流れないようにするということと、短距離選

手として十分な筋力が備わっていないというこ

とです。まず、足が流れているということです

が、高校時代からの課題なので、日頃の練習か

ら意識してみたり、動画で確認してみたりする

などして改善点を自分で見つけて修正していき

たいです。次に筋力についてですが、周りの短

距離選手に比べ筋力が明らかに少ないので、こ

れからスクワットやクリーンなどでしっかり筋

力を作っていきたいと思います。また、バウン

ディングやホッピングなどのジャンプ系もしっ

かり練習していきたいと思います。 

 来年は、しっかり練習に参加し、秋カレまで

に 100mで 10秒台、200ｍで 22秒台、400mで 52

秒台を出します。 

 

 

「1年を振り返って」 

飛山 大河（人発) 

短距離 

 

今年は自分にとって『陸上競技』というものの

価値観が変わった年となりました。今までは全

カレに行く、ベストを更新する、という大まか

な目標をもって練習に取り組んできましたが、

段々と足が速くなることで何になるのかと自分

の中で疑問を抱くようになりました。それから

は練習にも身が入らず、周りの友達に社会人が

多いということも相まってどんどんと陸上競技

から離れていってしまいました。陸上競技とい

うものが嫌いになった訳ではありませんが、や

る理由を見つけることできずにいたときに、祖

父に結果はどうでもいいから走っているところ

が見たいと言っていただいたので、これからは

自分なりにもう一度陸上競技を楽しんで行える

ように頑張りたいと思っています。目標は 10秒

台です。 

 

 

「睡眠障害」 

中田 隼也人（人発) 

短距離 

 

「部報を出せ」という LINEが個人で来た人間は

何人いるだろうか。私は 2 人しか知らない。僕

と小泉佑馬先輩だ。小泉先輩と同等と思うと流

石の私も不安になってくるので、必死に秋カレ

の頃を思い出そうとした。しかし今はすでに 2

月の 10 日。秋カレからは 4 ヶ月近く経ってい

る。かろうじて思い出せたのは、秋カレの一週

間前から睡眠障害を発症していたくらいのこと

であろうか。しかし、あの頃の私がなぜ睡眠障

害を発症していたのかはよく分からない。単純

に初めての大学単位の大会で 100m に出る不安

や緊張だったのかもしれないし、調子が良かっ

たので気持ちの昂まりがあったからかもしれな

い。あるいはそのどちらでもないかもしれない。

秋カレが終わると不思議と睡眠障害はなくなっ

た。秋カレの 100mの結果は散々であったが、そ

の次の日からの私には快適な睡眠が訪れた。 
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「春カレに出場して」 

福島 聖（人発) 

短距離 

 

 この大会で私は 4種目 8レースを走った。昨

年、ケガにより思うような結果を出すことがで

きなかったため、今年は何とかして良い結果を

出したいと思っていた。 

 今大会ははに恵まれ走りの調子が良く、100ｍ

では自己ベスト近くまでタイム出すことができ

るのではないかと思っていた。準決勝では終盤

流しつつも 10.5 台で走ることができ決勝では

10.3台もしくは 2台が出るのではないかと思っ

たが、中間疾走で力んでしまい 10.44 でゴール

した 1 着ではゴールしたが走りの内容的には全

く良くなかった。課題の残る結果になった。 

 その後、200ｍ,両リレーで優勝し 4 冠するこ

とができた。地元開催の春カレで富大を盛り上

げたいと思っていたので両リレーで優勝できた

ことは嬉しいが全国と比べると全く戦えるレベ

ルに到達していない。全カレまでの 4 か月間、

自分とどれだけ向き合い課題を克服できるかが

大切である。時間はあまりないので一日一日を

大切にしていきたい。 

 

「全カレに出場して」 

 岐阜で開催された全日本インカレで私は 4×

100ｍＲと 100ｍに出場した。今大会は昨年、100

ｍの準決勝のレース中に肉離れを起こしチャン

スを掴むことができなかった悔しさがあったた

め、今年こそ表彰台に立ちたいと意気込んだ大

会であった。 

 大会初日に両種目の予選が行われた。初めに

4継の予選。私は 4走を走った。アップで大会 2

週間前に痛めた脚に違和感を感じ、不安を抱え

ながらレースを迎えたが全力で走りきることが

できなかった。タイムは 40.43。私が全力で走る

ことができていれば大学記録の 40.30 を塗り替

えることができていたと思うと悔しさが増した。

次の 100ｍまでは時間があったためチームメイ

トに身体のケアを手伝ってもらいながら準備を

した。レース前に走ってみたところ、フル出力

で走ることができたため、心配なくスタートラ

インに立つことができた。また、調子も良かっ

たため自信があった。スタートの号砲がなり飛

び出した時には良いスタートができたと思った。

しかし、上体を上げ 2 次加速局面に入ろうとし

た瞬間、1 年前と同じような痛みが左足に走っ

た。途中で本気で走るのをあきらめ、小走りで

ゴールまで向かった。昨年と同じハムストリン

グの肉離れを起こしてしまった。ゴール後は現

状を受け入れる冷静な自分がいたものの、時間

が経つにつれて悔しさでいっぱいになった。3週

間後には国体が控えており、不安と焦りを感じ

るようになった。 

 この大会で感じたことは、去年から全く進化

しておらずむしろ退化したということだ。今シ

ーズンは春先からスランプに陥り、思い通りの

走りができないことが多かった。そのため全カ

レで復活を果たしたいと思っていたがけがをし

てしまった。この一年間、私は何をしてきたの

だろうと自分に対しての怒りや悔しさがにじみ

出てきた。 

 大学の競技生活も半分が終わった。来年、再

来年が一番大切なシーズンになるので冬季練習

が始まるまでの間、反省し来年に向けて練習に

励んでいきたい。 

 

 

「今年一年の振り返り」 

森本 拓実（工) 

短距離 

 

 今年 1 年は陸上に集中して取り組めることが

できなかった。理由として 2 つあげる。1 つ目

は、留学だ。留学準備や留学で約３ヶ月練習を
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休んでしまった。また、留学中に筋トレするな

どと筋力が落ちないように努めていたが、走る

時間がなく走力が落ちてしまい、秋カレなどの

主要な大会に出場する準備ができなかった。 

 ２つ目は、文武両道ができなかったことだ。

２年生になったことで実験や実習のレポート、

中間試験や期末試験の量が１年に比べて多くな

り、勉強やレポートで時間を多く費やしてしま

ったことで練習に行く回数が１年に比べて少な

くなってしまった。文武両道できると考えて陸

上部に入部したが、実際はできていないことに

反省しなければいけない。 

 今年の 1 年は不甲斐な年であった。来年も勉

学の忙しさは変わらないが、勉学を言い訳にし

て、練習を休まないように努力していきたい。 

 

 

「１年の振り返りと来年度の抱負」 

高比良 弥紀（医) 

短距離 

 

 春から夏までは好調でしたが、西医体あたり

で気持ち的に燃え尽きた感じがしました。それ

以降は記録もあまりよくなかったです。秋まで

どう自分モチベーションを維持するかが課題で

す。 

 今年は春カレ前は五福の練習に参加したけれ

ど、それ以降はあまり参加していなかったです。

3 年生はもう少しゆとりがあると思うので、自

分のペースにはなってしまいますが、また参加

させていただきたいです。 

抱負 

 まだ距離と本数にびびってしまので、練習で

はメニューに積極的に取り組みたいで 

す。シーズン中も補強をしっかりして筋力が低

下しないようにしたいです。 

 今年はまだ具体的な目標設定はしていません

が、とりあえず、１００ｍ、２００ｍ 

ともに PB 更新を目標に頑張っていきたいです。 

 

 

「春カレを終えて感じたこと」 

保里 風弥（人発) 

ハードル 

 

自分が一年生の時の新潟の春カレで富大の総

合の順位は男子が五位、女子が七位と決してい

い結果ではなかった。その時に、次期主将の大

和跳次郎さんが言った言葉が心に残っている。 

「来年の春カレは富山で開催されるので、富山

では富大が一番に輝けるように頑張っていきま

しょう！」 

そして、二年目の春カレ。四継、マイルともに

新潟医療福祉大学を抑え一位、男子総合二位、

女子は三位とまさに去年の言ったことが有言実

行となった試合だった。これほどチームが団結

して、みんなで盛り上がったのは初めてでとて

も楽しかった。個人としては、110ｍHで二

位、400mH予選落ちだった。メインである 110

ｍHの目標だった 14秒 45を超えるどころか、

金大の中西さんに勝てず全カレ出場とはならな

かった。 

 今後の目標として、自分に足りないスピード

をつけるためにジャンプトレーニングをおこな

っていきたい。そして、八月に行われる北日本

インカレで全カレ B標準である 14秒 35を切れ

るように努力していきたい。 

（110ｍH，400ｍH 出場） 

 

 

「一年間を振り返った部活への思い」 

野田 耕史（工) 

中距離 

 

 今年一年を振り返り、私は、あまり部活やそ

の中のメニューに積極的に参加できなかったと
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感じている。理由は、長期休暇には自動車学校

の合宿に行ったり、学科の勉強が忙しくなった

ことや、けがなどが多かったためである。その

こともあり、あまり納得のいくタイムも出すこ

とができていかなった。それに伴い、部活への

意欲も消えつつあるのが現状である。その中で

具体的にどのように過ごしていくかを考えるこ

とが今後の課題であるが、今回の議題とは無関

係であるので割愛する。さて、本題の部活の振

り返りであるが、それについて述べるには間違

いなく思い出が薄いのである。練習以外の係の

仕事でも、試験やその他の用事と被ってあまり

参加できなかった。部活の仲間との部活外での

思いでならば多少はあるのだが、おそらく議題

の本来の意味とはずれてきてしまうので、これ

といって書くことがないのだ。しかし、この書

くことの少なさがまさに今年の振り返りといえ

るのではないのか。来年は、振り返りのできる

ような部活生活を送りたいとしみじみと感じた。 

 

 

「春カレを振り返って」 

小縣 克眞（人発) 

長距離 

 

学年があがり 1 年生が入部してきた。嬉しいこ

とに長距離ブロックにも何人か新入部員が入っ

てきてくれたため、枠争いが激しくなった。な

んとか５０００ｍの枠を獲得し、試合に出るこ

とができた。また、今回の春カレは富山大学主

催ということで部全体が盛り上がっていた。競

技だけではなく大会運営にも力をいれる必要が

あり大変ではあるが充実した日々を送ることが

できた。大会当日はいつもの高校の先生方にあ

まり頼らないよう、同じ部署の部員と協力し、

大会運営に携われたと考える。５０００ｍでは

他大学の選手に力及ばず、順位はよくなかった。

タイムもあまり成長が感じられず、試合は不完

全燃焼に終わった。しかし、富山大学内から優

勝者や入賞者がいたことは誇らしく、背中を後

押しされるような気がした。今回の悔しさをバ

ネに 7 月に行われる全日本大学駅伝予選会に向

けて練習を積み重ね、後悔することのない走り

をしたい。 

 

 

「たった 3回しかないのに…」 

栗田 祐輔（理) 

長距離 

 

 私にとって大会は 1 年に 3 回しかない。なぜ

なら、10000ｍがある大会が春カレ、駅伝予選会、

秋カレのみだからだ。駅伝予選会を最重要視し

ている私にとって、10000ｍ未満の種目に出るこ

とは無意味であり、春カレ、秋カレは必ず 10000

ｍに出ると決めていた。こんなに 10000ｍを愛

し、10000ｍに積極的に出場しようという人は富

大の中では私以外にいないだろう。自分でも気

持ち悪いなと思う。 

 こんなに強い気持ちがあっても勝てないもの

があった。風邪だ。マイコプラズマ肺炎になり、

春カレは棄権せざるを得なかった。悔しい。体

調管理が出来なかった自分の責任だ。出られな

い選手がいる中で、富大の３枠のうちの 1 つを

無駄にしてしまい申し訳ないという思いもあっ

た。 

 駅伝予選会まであと 2 か月。速くてやる気の

ある 1 年生がたくさん入ってきて、長距離は確

実に成長している。今年の予選会は楽しみだ。

私の現状を考えると、10人のメンバーに入れる

か危ういし、入れたとしても十分に練習はつめ

ていないかもしれない。まずは、一刻も早く元

気になって練習を再開したい。マイコプラズマ

肺炎になったのが春カレ前で予選会前でなかっ

たことを不幸中の幸いだと思い、予選会前は怪

我や風邪に十分に注意したい。 
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「1年間を振り返って」 

二宮 秀（都デ) 

長距離 

 

 富山大学陸上競技部に入部して 2 年目の年と

なりました。今年は高校の時で止まっていた自

己ベストも多くの種目で更新でき、今まで自分

のやってきたことに間違いは無かったと再認識

できました。そんな 1 年の中で最も印象に残っ

た大会でもある、全日本大学駅伝予選会につい

て書きたいと思います。 

 昨年は上位の大学と大差（約 32分差）をつけ

られ悔しい思いをし、1 年間この悔しさを忘れ

ず努力してきました。今年は有力な 1 年生も数

多く入部してくれて、より充実した練習を積む

ことができました。 

 そして迎えた今年の予選会、結果は昨年より

富大の合計タイムを 16分縮めることができ、個

人でも大幅にタイムを更新しました。しかし、

この時にチーム全員が感じたことは、「まだこん

なもんじゃない、もっとできるはずだ。」という

ことでした。それをきっかけに、チームとして

も個人的にもさらに練習を考えて取り組むよう

になりました。 

 まだまだ走力では他大学と比べて劣ることも

多いですが、「全日本大学駅伝出場」という目標

を達成するためにも、今しかできない本気の陸

上競技をこれからもしていきたいと思います。 

 

 

「1年間で学んで 1人の弱さ」 

藤田 研太（理) 

長距離 

 

 私がこの 1 年競技において難しいと感じた事

はモチベーションとパフォーマンスの維持です。 

 私が所属している長距離ブロックは短距離ブ

ロックとは違いシーズンオフがありません。故

に年間を通じて自分の中の最高のパフォーマン

スを一定のスパンを取りつつ発揮することが求

められます。私は今年の夏、本種目の 3000mSCに

おいて高校の時の自己ベストを更新し、大学に

おける自分の練習の成果を初めて実感すること

ができました。しかし、それ以降気持ちが緩ん

でしまい秋以降の重要な大会において成績を残

すことができず悔しい思いをしました。大学生

にとっての部活の位置づけは、高校の時ほど確

立されたものではなく、人によって差が生まれ

てくるものです。故に少しでも自分の気を緩め

るとどれだけでも弱い方に流れてしまい、それ

に応じて当然ながらパフォーマンスも低下する

という事を痛感しました。 

 だからこそ自分やチームが達成したい目標に

向かって仲間と鼓舞し、目標へ向かう気持ちを

保つ事と互いに鼓舞しあえる仲間が大切である

とこの 1年を通して強く実感しました。 

 

 

「春カレ」 

三浦 槻（理) 

長距離 

 

春カレを終えて、1 番に感じたのは練習不足で

す。春カレの 1 ヶ月前に怪我をしてしまい、ろ

くに練習が積めずに本番に臨んでしまったこと

は最も反省するべき点。大会前でなくても練習

後のケアや食生活、睡眠など見直していきたい。

また、レースの反省として、スタートしてすぐ

についていけなくなり、集団から離れ、1人で走

ることでさらにタイムを悪くした。気温が高く、

走りづらい環境ではあったが、周りの選手は関

係なく良いタイムを出していたので普段からの

練習意識の違いがわかった。走る姿勢、リズム、

呼吸等すべてにおいて劣っていた。自分のこれ

までの練習態度は春カレに出場する選手とは思

えなかった。今回の春カレでの経験をいかして、
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次の練習から練習態度を改めるとともにどんな

メニューでも本番を想定することを意識する。

2 年の春カレは良いところなしで終わったが逆

にそれを 3年での大会で活かす。 

 

 

「1年を振り返って」 

水谷 玲那（医) 

長距離 

 

一年間お疲れさまでした。今シーズンの目標は、

「10000mWで全カレ出場に近づく」ことでした。

今年は例年より春カレが早く、世の中は 10連休

と騒がれている中、次の週に迫った春カレに向

けて追い込んでいたことを覚えています。結果

は 4人中の 4 位。昨シーズンより意識して練習

を積んではいたため、自己ベストは出たものの、

目標からは程遠い結果となりました。  

7 月には北国で半年ぶりに出場した８００ｍで

大学ベストを出し、駅伝予選会、8月には関薬と

医歯薬と run の試合が続きました。特に関薬で

は 800m、3000m、やり投げ、高跳び、４継に出場

しました。来シーズンは、800mは 3連覇、3000m

は優勝、その他は「出場」にとどまらずに点を稼

げるようにしたいです。  

夏季大会が終わり、昨年と同様秋カレ一か月前

に競歩の練習を再開することになりました。秋

カレ直前の練習では調子が上がっていて、自己

ベストが出るだろうと思って挑みましたが、セ

カンドベストでした。北信越で競歩をしている

のは私一人（来シーズンは不明）で、競い合える

選手がいないのが現状です。ついていくレース

しかしたことのない私はタイムを出すのが難し

い環境だと思っていますが、それを理由にせず

に長距離の人にジョグで引っ張ってもらったり、

持久力向上に努めたりしたいです。  

来シーズンは部活に集中して取り組める最後の

年だと考えています。10000mW の自己ベスト更

新と全カレ出場、run においてもベスト更新を

目標に取り組んでいきたいです。 

 

 

「富山開催の春カレ」 

門馬 奈美（都デ) 

長距離 

 

 2年の春カレは、運良く富山開催だった。馴染

みのある県総で走れることは、精神的にも楽だ

った。加えて、主管の大変さがよくわかった大

会だったと感じる。とは言っても、選手の私た

ちがやる作業というのは広告取りくらいで、時

間がかかる作業や審判などはマネージャーや試

合に出ていない人に任せてしまっていた。この

ように、多くの人達の協力があって試合に出ら

れるのは幸せなことだと感じた。昨年度の秋カ

レは故障で棄権していたので、2 本無事走れて

良かった。内容としては、1500ｍではぎりぎり

得点を稼げたがタイムはまだまだ課題が残る。

5000ｍは、2 日連続で試合に出るという体力が

足りていないことを痛感した。総じて、自分が

選手として未熟な部分が多々あることを知るこ

とができた。7月には予選会もあるので、できる

ことを精一杯やっていきたい。春カレでは、応

援がよく聞こえたのが印象的だった。他大学に

比べ、富大のチームワークは優れていると思う。

そのようなオレンジパワーで予選会も秋カレも

頑張っていきたい。 

（1500ｍ，5000ｍ 出場） 

 

 

「部報」 

若林 考希（経済) 

長距離 

 

私はこの 1 年を振り返って、いい結果を出せな

かったと感じる。特にスケジュール管理が出来

なかったと個人的に反省している。シーズン最
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後の試合は 9 月の小松記録会になってしまった

事が 1 番の反省点である。個人的なスケジュー

ルと部活のスケジュールの調整ができなかった

事が 1番の原因であると考えている。そのため、

来年は大会などに参加するときには自分のスケ

ジュールを必ず確認して大会に参加するか否か

を考慮していこうと決めた。また、全体として

新体制が始まった。代だけでなく中長ブロック

も変化し始めている。ブロックが統合され、リ

ーダーの役割もより大きくなり、負担がかかっ

てしまうと思う。なので私達がリーダーのこと

をサポートしていければと思う。この 1 年で

様々な大会の運営があたっているので大変だが、

協力していこうと思う。 

 

 

「2019年の振り返り」 

塩練 久史（薬) 

長距離 

 

 フルマラソンに初挑戦しました。ペース配分

など難しい点もありましたが、とても楽しく走

ることができました。来シーズンはフルマラソ

ンを 5 回完走することを目標に頑張りたいです。

又、陸上部在籍中にサブ 3 を達成したいです。

最後に関薬は牽引する学年となりますので、滞

りなく終えられるよう計画的に準備していきた

いです。 

「発見」 

池村 勇人（人発) 

跳躍 

 

私は今回走幅跳と４×４００ｍＲ（予選 1

走）に出場しました。結果は走幅跳第 3位、４

×４００ｍＲは予選組１着でした。  

 今回の北信越インカレで私が得たものは「何

かを考えたり、意気込んでいくと力みが生じて

しまい最高のパフォーマンスはできない」とい

うことです。私は力み癖があるのでよくそのよ

うになりやすいです。そのため私は北信越イン

カレが終わってから「脱力」をテーマに練習を

行ってきました。まだまだ分からないことや体

現できていない部分が多いですが、力みをなく

し走幅跳の助走のように 100ｍ、200ｍを走っ

ていくことができれば、より遠くに跳ぶことが

可能だと考えています。 

 これからスプリントを中心に練習を重ね走幅

跳のさらなる自己ベストの更新を目指していき

ます。また４×１００ｍＲ、４×４００ｍＲメ

ンバーに入れるようさらに練習に励んでいきた

いと思います。 

（走幅跳，4×400ｍR 出場） 

 

 

「次年度への抱負」 

大林 歩夢（人発) 

跳躍 

 

今年度を思い返すと「可もなく不可もなく」と

いったほどである。昨年度は怪我等の関係で試

合への出場がかなわなかったが、今年度は数こ

そは少ないが試合を経験し、課題の発見につな

げることができた。ただひとつ気がかりである

とすれば、陸上競技に充てられる時間が限られ

てきたことである。日々の講義や試験、アルバ

イト等の兼ね合いもあり、なかなか時間を確保

できず、週３回の練習でいっぱいである。そこ

でこれから先もこのような状況が続くことも踏

まえ、練習回数ではなく１回の練習の質を上げ

ていくことに重きを置くべきであると考えた。

単に質を上げると言うだけであるとぼやけてし

まうが、「自分には今何が必要なのか」、「この練

習は自分にどう活きてくるのか」のように、常

に思考し続ける姿勢でありたい。残り少ない競

技人生、充実していたと言い切れるよう日々の

練習、活動に打ち込んでいきたい。 
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「今年度の部活を振り返って」 

杉本 翔吾（人文) 

跳躍 

 

 今年度は 2 年になり、慣れない環境の中での

生活で慌ただしかった昨年度と比べてだいぶ余

裕をもって普段の生活も部活動も過ごすことが

出来たように感じました。ただし、それによっ

て中だるみしてしまったようにも感じました。

競技面、練習面では昨年度からの練習によって

走力がついたと思います。次はそれを活かし幅

跳びの助走を改善することを目標として活動し

ていきたいと思いました。次に部での係の面で

は今年度の春カレが富山開催であり来年度も富

山開催の大会がありますが、3 年生の先輩たち

が中心となって活動した今年度と違い、来年度

は自分たちの代が中心となるため、今年度で先

輩たちから学んだことを活かし、また、一応最

高学年として引っ張っていく立場となるため自

分の役割、立場というものを自覚してそれをし

っかりと果せるようにしていきたいです。 

 

 

「春カレを終えて」 

吉野 竜世（経済) 

投擲 

 

 自分は今年で二度目の春カレになりました。

富山開催で富大が主管の春カレということで、

準備から競技、審判までとても充実した二日間

になったと思います。 

 まず、競技については反省点が残る試合とな

りました。自分が今出せる力で戦えたとは思い

ますが、自己ベストを出し、ほかの選手たちと

競い合うためには技術面、体力面でもまだまだ

鍛えていかないといけないと感じました。助走

から投げまで一連の流れを体にたたき込みたい

と思います。また、後輩が入ってきたことによ

ってかなり自分はこの春からいい刺激を受けな

がら活動できています。環境に感謝し、ブロッ

クとしても強くなっていきたいです。 

 大会運営については、やはり先輩方の存在の

大きさを感じました。これから先、自分たちの

学年で運営していかなければならない時に困ら

ないように先輩がどんな風に動いているかしっ

かりと見ることができました。審判でできる仕

事も増えたので、次から自分も積極的に指示し

ていけるように心がけます。 

 今年の春カレは富大が活躍した大会だったと

思います。競技面、運営面ともにまだまだ成長

し、富大のオレンジをもっと輝かせていきたい

です。（やり投 出場） 

 

「投擲ブロック長として」 

 自分は一年の時からブロック長を務めている

ため、今年は二年目となります。投擲ブロック

は二人の新入生を迎え、六人になりました。後

輩が来たことによって自分は責任感を持たなけ

ればならないという意識が芽生え、どのように

このメンバーで強くなっていこうということを

考えるようになりました。競技力はそれぞれで

すが、全員が壁に当たっている状態でいるので、

今年の目標としては全員自己ベストを掲げて活

動していきたいと思います。最近の練習では意

見交換や、全員で行うトレーニングなどを取り

入れ、いい雰囲気で活動できていると感じてい

ます。ブロックで強くなるためにはリーダーの

意識は重要になると思うので、日々成長するた

めに必要なことを試行錯誤していきたいと思い

ます。春カレを終えて、自分の現状の力は各自

把握できたと思うので、ここからみんなで底上

げしていきたいです。 

 自分はブロック長として来年も再来年も活動

します。重要な役割を自分なりに受けとめ、成

長していきたいと思います。競技者としてだけ

ではなく、リーダーとしての使命を果たせるよ
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うに努力します。 

 

 

「1年間を振り返って」 

田邉 千夏（人発) 

投擲 

 

 今年度は、足首の怪我とうまく付き合いなが

ら過ごしたシーズンだったと感じている。もう

完全に治ることはないだろうと感じ始めてから

は、練習メニューや、この足首とどう付き合っ

ていくか、少しでも痛みのないような方法はな

いのかなど、試行錯誤をしながら日々を過ごし

た。走れない時期にはウエイトを重点的に行い、

私はウエイトリフティングの選手を目指してい

るのか？と自分を見失いそうな時もなくはなか

ったが、何とかこの 1 年を乗り越えられて本当

に良かったと感じている。 

 秋カレ前日の夜、サービスエリアでトイレに

行くため雨の中を走り、また捻挫をしてしまっ

たことは今でも忘れない。捻った瞬間、終わっ

たと思った。みんなの励ましに、氷のうの氷が

融けてしまうほど心が温まった。もう捻挫はし

ないと心に刻んだ。 

1 年生が 2 人入ってくれたことにより、過疎

化が怪しまれていた投擲ブロックに光が差した

ようだった。みんなと楽しみながら練習をする

ことが出来て素直に嬉しいと思う。来年度も楽

しみながら活動していきたい。 

 

 

「1年を振り返って」 

徳田 真奈美（芸文) 

マネージャー 

 

まずは、2019年も 1年間お疲れ様でした。 

1 年を振り返りって最初に思い出すことは春

の北信越インカレの主管です。前年度から準備

し、エントリー準備から審判依頼、広告の依頼

等先輩方が中心となって進められる姿を間近で

見ていました。普段開催されている試合にこれ

だけの人とその人たちの時間が関わっているこ

とを再認識する機会となりました。来年度の北

陸地区国公立大学スポーツ大会と秋の北信越 CH

の主管をするにあたって学ぶことが多かったで

す。 

年末の総会では部員の賛成をいただき、2 年

生が幹部の世代となりました。主務としてはわ

からないことも多く、先輩方には頼らせていた

だきつつ、頼もしい同期や後輩と協力して頑張

っていきます。迷惑をかけることもあるかもし

れませんが、マネジャーたち自身も楽しみつつ、

選手のサポートをしていきたいと思っています。 

2020年もよろしくお願いします。 

 

 

「１年間を通して感じたこと」 

橋田 未優（経済) 

マネージャー 

 

 富大陸上部でマネージャーを始めて２年が立

ちます。この１年でマネージャーに対する考え

が変わりました。 

 １年生の頃は、選手を支えるために自分がで

きることをやろうと思っていました。もちろん

それはマネージャーとして大切なことです。マ

ネージャーは、誰かの為にやることが多い役割

です。しかし、今は、マネージャーを誰かの為に

やるのではなく、自分の為にやっています。ま

ずは自分自身が楽しんでマネージャーをやろう

と思っています。それを選手や他のマネージャ

ーに発信して、元気ややる気を与えられたらい

いなと思います。 

 また、私がマネージャーを頑張りたいと思え

たのは、先輩、後輩、同学年のマネージャーの存

在があったからです。明るくて、周りから頼り
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にされる４年生、いつも優しくてどんな私でも

受け入れてくださる３年生、心の支えである２

年生、素直で可愛い１年生マネのみんなが大好

きです。富大陸上部として関われる残りの時間

を大切に、全力で頑張ります！！ 

 

 

 

「2019年度を振り返って」 

矢倉 佳弥（人発) 

マネージャー 

 

2019年度を振り返って、最も印象に残っている

ことは、5 月に富山大学が主管として開催した

春カレです。皆の中心となって開催準備に取り

組む上級生の姿が非常に頼もしく思いました。

私たち富山大学が大会を運営することで、その

作業が選手のパフォーマンスの負担になってし

まうのではないかと言うことも懸念されました

が、全日本インカレに出場する選手や自己ベス

トを更新した選手も多くいました。私たちの先

導となって、そのような運営や準備に取り組ん

でいたマネージャーの先輩方と一緒に仕事をす

ると、自分のマネージャーとしての力不足を改

めて感じました。   今年度の北国や秋カレ

では、自分たちが中心となって主管を努めます。

選手が大会で十分に力を発揮できるような大会

を作れるよう、所属ブロックや学年を問わず支

え合いたいと思います。1人のマネージャーと 

してできることを精一杯頑張りたいです。 

それから、今年度の小さな目標は、エントリー

の部内締め切りに遅れる選手をゼロにすること

です！（部報の存在をすっかりと忘れており、

提出期限に間に合っていないので人のことは言

えません...） 
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～1年生コメント～ 

 

「一年を振りかえって」 

勝田 玲央（工) 

短距離 

 

四月からのことを振り返ってみると新しいこと

に挑戦できた年だったと思います。具体的にス

ピードやストライド、接地の技術などの足りな

いものへの対策、棒高跳びです。走りの技術に

関しては、単純な筋力や地面を押す感覚など、

高校の時にやり残したことがまるまるできてい

なくて、まだまだ習得するまで時間がかかりそ

うです。棒高跳びに関しては、まったくの初心

者なので練習する度に毎回考察してやってみて

考察してやってみての繰り返しで、図書館に集

まって一緒に考察することもありました。人数

も少ないですし、練習できる場所や時間も限ら

れているので、なるべく頭を使って上達できる

ようにしたいです。このように新しいことに挑

戦でき、とても充実した一年でした。まだまだ

課題は山積みですが、何をすべきかは分かって

いるものが多いので、ひとつずつ確実に自分の

ものにできるように 2020年も頑張ります。 

 

 

「更に向こうへ」 

          串田 幹士（人発) 

短距離 

          

 大学に入って初めての大きな大会だった。リ

レメン選考では５番手と、４人に入ることがで

きなかったが、予選のレースを走らせてもらえ

るということで、ただただ決勝に繋げることだ

けを考えて走った。決勝に繋げるという気持ち

が強く芽生えた要因は、二つあった。一つは使

命感、もう一つは好奇心であった。使命感は当

然の事で、予選で使ってもらうことは、自分の

実力を買ってくださっているということ、その

期待に応えようとしたからだ。そして、好奇心

は単純に自分が入ったチームのベストメンバー

が揃ったらどんなレースになるのかというもの

だった。レースを終え、使命感から解放された

自分は半ば観客のように決勝のレースを見てい

た。ワクワクが止まらなかった。そして決勝の

レースでは、素直に先輩方の「強さ」を感じた。

同時に、なぜ自分が走っていないのか、悔しさ

にも似た感情が湧き上がった。自分はまだまだ

強くなれると信じている。これからぶつかる壁

を何度も越えて、自分史上最高の自分を更新し

ていく。 

（4×100ｍR 出場） 

 

 

「初めての春カレ」 

下村 夏紀（人発) 

短距離 

                                              

 春カレの 4 継を走らせていただくことが決ま

ったとき、私は春カレが楽しみで仕方なかった

です。でも、自分でいいのか、しっかり走ること

ができるのか不安でした。 

そんな不安も、初めて感じる春カレの雰囲気と

先輩方や１年生の活躍を見て、消えてしまいま

した。レース前はアップをしているときから緊

張でした。こんなに緊張したことがないくらい

の緊張でした。 

スタートについたとき、富大オレンジがすぐ近

くに見えてすごくほっとしていました。落ち着

いた中でスタートが切れました。後ろを走る新

潟医療福祉大学に追いつかれないように逃げ切

る！とレース前は思っていました。でも、そん
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なことも忘れて走って、気づいたらバトンを渡

していました。あっという間でしたが本当に楽

しかったです! 

二日間の春カレでみた先輩方の姿は本当にかっ

こよかったです。私も先輩方のようになれるよ

う頑張ります。 

（4×100ｍR 出場） 

 

 

「１年を振りかえって」 

 橋ヶ谷 拓未（人発) 

短距離 

  

富山大学に入学し、当初は陸上競技部に入部し

ようとは思っていなかった。誇れるような記録

を持っていなければ、自ら率先して陸上競技に

取り組むような向上心も持ち合わせてはいなか

ったからだ。しかし継続して一つのことを続け

ることに価値があるとも考え、高校からの継続

で陸上競技部に入ることを選んだ。入部してか

らは新しい発見の連続だった。高校時代のよう

な「こなす」練習ではなく、選手自らがメニュー

を作成し、アドバイスをしあい、互いに切磋琢

磨することは思っていた以上に楽しく、成長を

肌で感じることができた。練習では、単に距離

を積むという訳ではなく、力感や動きの意識を

考えて、さまざまなメニューに取り組んだ。ジ

ャンプ系のトレーニングを取り入れたり、マン

ネリ化しない種類豊富なメニューがあったりと

とても有意義な練習ができている。自分の力へ

と昇華することも今後できると考える。ありき

たりな感想になってしまうが、陸上競技部に入

りとても良かったと思う。 

 

 

 

 

 

「一年を振り返って」 

山本 蓮（人発) 

短距離 

 

僕の大学１年目のシーズンは思い通りに行かな

いものであった。というのも、5月に肉離れを経

験し練習を積めず同じ 1 年生に差を広げられて

いることを焦り完治を待たず無理を繰り返した

ため完治に時間がかかり、1 年間で 2 レースに

しか出場出来ないということになったからだ。

なので、自分の走りと向き合うことも出来ず、

課題である力まない走りに近づくことは出来な

かった。ただ、走れないことで陸上競技に向き

合う時間をもてたことで様々な視点や考えに触

れることができたので自分で考えることが増え、

その点において高校時代よりも成長することが

出来たと考えている。来シーズンの目標として

は怪我をしないことは大前提として、1 年の差

を取り戻すため質の向上を求めて練習に取り組

んで行きたいと考えている。 

 

 

「春カレを終えて」 

          横谷 悠斗（人発) 

短距離 

                          

 大学の対抗戦を初めて選手として、補助員と

して参加し、感じたことは、自分が中学、高校と

経験してきた北信越大会のように、急にタイム

が伸びる、いわゆる一発屋のような選手はいな

く、着実に実力をつけてきた選手が勝ち上がっ

ていたことである。大学生になり、春先から練

習に参加させていただき、具体的な中身を考え

ながら練習している先輩方を見て、自分もとこ

とん突き詰めたいと思うようになった。大幅な

自己ベストは更新できなくても、長期間で見通

した目標が大切であると感じた。 

 また、男子 4×100mR、男子 4×400mRの優勝を
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間近で応援して自分も来年はリレーメンバーに

入りたいと強く思った。そのためには、自己ベ

ストの更新が必然的になる。今年中にベストを

更新し、来年の春カレに向けての課題を見つけ、

冬期練習で鍛えたいと思う。自ら考え、自ら行

動し、引っ張っていくくらい強い気持ちをもた

なければ、埋もれていくと思う。主体性のある

競技者を目指し、体調面に配慮し、今後の練習

に取り組みたいと思う。 

（三段跳 出場） 

 

 

「２０１９年」 

渡辺 大智（工) 

短距離 

 

今年は初めて大学生になり富山大学に入って、

陸上部にはいりましたが一言で表すなら「楽し

かった」です。僕は高校までは１００メートル

をやっていましたが、大学からは４００メート

ルに挑戦してみて、はじめて富大記録会で夏に

４００メートルを走ってみたら、そのきつさに

びっくりしてしまいました。しかし、自分の限

界まで走る事のおもしろさも少し感じることが

できたレースでした。その次は県大でマイルに

急遽出ることになり、いざ走ってみたら、仲間

が待っていると思うと非常に頑張れて、みんな

で頑張る事の面白さについてもより気づくこと

ができました。そして、まだ全然４００メート

ルを走ったことのないよくわからない僕をマイ

ルに出させていただいた富大陸上部に感謝しか

なかったです。北陸大会もまだ全然実力のない

僕をマイルの予選に使っていただいて、とても

良い思い出と経験値になりました。また、大学

から棒高跳びの練習もしてみて、新たな種目に

チャレンジできた楽しい年だなと感じました。

これからもみんなと楽しく陸上を頑張っていき

たいと思います。 

「目標と課題」 

  小川 慧人（薬) 

短距離 

 

薬学部創薬科学科１年の小川慧人です。私は大

学生になって陸上をやろうとは思っていません

でした。しかし、部活の雰囲気を見てとても楽

しそうだったので、陸上競技部に入りました。

そして、大学生になって初めての試合が７月６

日にあり、４００メートルを走りました。その

記録は５６秒６４でした。高校生の時の４００

メートルのベストが５２秒９２だったので、４

秒近くとどいていませんでした。大学生として

の目標はとりあえず高校生の時のベストのタイ

ムと同じくらいで走れるようにすることにしま

した。その後、関薬や、医歯薬に出て、スピード

がないということが分かりました。スピードを

つけること、これがさらにはやくなるために必

要な課題だと思いました。これからの放課後の

練習では、スピードをつけることを頭に入れて

やっていきたいです。 

 

 

「春カレを終えて」 

新鞍 莉音（人発) 

ハードル 

 

 今回の春カレには、100mH に出場させていた

だきました。春カレの前に出た富山カップでは、

高校の頃に一度も負けたことがないような子た

ちに惨敗したので、結構メンタル面ではやられ

ていました。しかし、春カレでは、変にプレッシ

ャーなどを感じずとにかく記録更新だけを目標

にして挑みました。結果は、大学ベストを記録

し 4 位入賞することができ、少しだけですが、

富山大学の点数に貢献することができて良かっ

たです。目標達成とはなりましたが、多くの種

目で優勝や上位入賞された先輩方や、リレメン
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として活躍したり表彰台に上ったりしている同

じ１年の同期の姿を見ると、自分の力の無さが

情けなく感じ、はやく力をつけて強くならねば

と感じました。また、春カレを通して、全員が主

体となって競技・サポート・応援に取り組む富

大陸上競技部の雰囲気を感じ、改めて富大陸上

競技部に入って良かったと思いました。その一

員としてさらに貢献していけるように、今後の

練習も頑張っていきたいです。 

（100mH 出場） 

 

 

「春カレを終えて」 

         福西 里桜（芸文) 

中距離         

 

春カレを終えて、富大の陸上部が好きになり

ました。先輩の走り、跳び、投げ、は本当にかっ

こよくて、憧れやモチベーションが増しました。

富大陸上部に入部してあまり時間はたっていな

いけれど、男女のリレーを応援しているときは

感動で泣きそうになりました。また、一人暮ら

しや学校生活にはまだ慣れていなくてストレス

を感じることが多いけれど、富大の陸上部にい

るときは楽しくてとても息抜きになります。チ

ームでこうやって盛り上がったりするのは高校

のうちだけだと思っていたけど、大学でもそう

ゆう経験ができて良かったです。私は 400m、800

ｍに出場させてもらって、800ｍでいつか新潟医

療福祉大学に勝ちたいと思いました。後半の粘

りやスピードなどこれからの課題はたくさん見

つかったので、1 つずつ克服していこうと思い

ました。また、高校の時にあまりできなかった、

陸上を楽しむということを大切にしたいです。 

 （400ｍ，800ｍ 出場） 

 

 

 

 

「春カレで 10000ｍWに出場して」 

桐島 潤 (工) 

長距離 

 

 春カレで 10000mW に出場させていただきまし

た、原 潤です。約 1 時間にも渡る長いレース

の中、一度も皆さんの応援の声が途切れること

なく、聞こえてきました。当日はとても暑く、強

い日が指していましたが、それをもいとわず、

トラックの周りに散らばり、皆さんは熱烈な応

援をしてくださいました。それが励みになりま

したし、何よりもうれしかったです。応援、あり

がとうございました。しかし、僕はその応援や、

期待に応えることができず、あと 800m を残し、

時間切れ(失格)となってしまいました。本当に、

申し訳ない気持ちでいっぱいです。秋カレでは

打倒、水谷先輩&7位以内を目指し、練習をして

いきます。レースの反省点としましては、かな

り早い段階で、ベント・ニー(膝曲がり)の警告

が 2 枚出ていたこと、また、上体のぶれが激し

かったことです。前者については、普段の練習

から、膝を伸ばすという意識を忘れないように

し、後者については、体幹を鍛えたり、疲れてき

ても体がぶれないような体力づくりをしていこ

うと考えています。 

（10000mW 出場） 

 

「今年 1年を振り返って」 

今年 1 年を振り返ってみると、僕の中で大きく

変化したことが 2 つありました。まず 1 つは、

苗字が変わりました。皆さんご存じの通り、原

から桐島になりました。呼び方に困っている方

もいらっしゃるとは思いますが、僕はどちらの

苗字も非常に気に入っているので、どちらで呼

んでいただいても構いません。2つ目は、競歩兼

長距離から長距離に転向したことです。長距離

ブロックの皆さんが、駅伝に向けて、真剣に練

習に取り組み、大きな大会の後には反省会を行

い、改善策を出し合い、どうしたら他大学を追

い越せるのか試行錯誤する姿を、入部してから

ずっと見てきました。僕はその皆さんの熱量に



42 

 

心を動かされ、次第に、長距離の一員として、僕

自身が駅伝に向けて部活を盛り上げていきたい

と考えるようになりました。そのようにして、

僕は長距離に転向することを決断しました。で

すので、こうして今、僕が走っていられるのは、

周りにいつも頑張っている皆さんがいるからで

す。僕一人では、質のいい練習をすることも、自

己ベストをだすことも可能ではなかったでしょ

う。僕は非常に多くのものを皆さんから受け取

っています。ですが、僕はそれに対して殆ど還

すことができていません。ゆえに僕も、僕がそ

う感じているように、少しでも皆さんに良い影

響を与えることができていたならばいいな、と

思っています。まだまだ未熟者ではありますが、

どうぞこれからも桐島 潤をよろしくお願いし

ます。 

 

 

「理想の陸上人生とは」 

佐々木 優太（理) 

長距離 

 

大学に入ってからこれまで、自己ベストを更新

することすら出来ず、５０００ｍのタイムは自

己ベストよりも１～２分以上遅いタイムでした。

競技面においては最悪と言っていい程です。し

かし、私は今の陸上競技部での活動がとても楽

しいです。それはなぜかというと、たくさんの

仲間がいるからです。夏の暑い日や冬の寒い朝、

テスト前やテスト明けなど、部活に行きたくな

いと思うときがたまにあるのですが、そこをグ

ッと我慢して行くといつも賑やかな同期や先輩

方の姿があります。高校のときは、競技面にお

いては納得のいく形で終わりましたが、今より

も厳しかったので部活自体はあまり楽しくあり

ませんでした。今はその真逆です。楽しく陸上

競技が出来るのが嬉しいですし、これから先大

学卒業後も死ぬまで長距離を走り続けるでしょ

う。２０２０年は楽しさだけでなく、競技面で

も成績を残すことを目標とし、さらに最高な陸

上人生を送りたいです。 

 

 

「一年間の練習を振り返って」 

瀧澤 蒼太（人発) 

長距離 

 

 長距離の練習は心身ともに使う競技であり、

苦しいことが多いというところが特徴です。し

かし、先輩方がペースを作り助けてくれたり、

仲間やマネさんたちの応援もあり、毎回の苦し

い練習をこなすことができました。メニュー会

議ではみんなの意見を取り入れ、反映してくれ

るのでよりよい練習をすることができました。

また、自分のペースでメニューを消費すること

ができ、コンディションによって調整すること

もできるので無理なくこなすことができました。

怪我したときには、筋トレやストレッチのやり

方を教えてもらうこともできました。私はこれ

らが苦手であり、避けてきましたが怪我をして

からもっと強くなるために最近は行っています。

そして、他大学との合同練習会もとても有意義

なものでした。富山大学内だけでも刺激はもら

えますが、より多くのことを学ぶことができま

す。これはとても大切なことなので今後も続け

ていきたいと思います。来シーズンこそしっか

り練習を積み、いい記録を出したいです。 

 

 

「初めての春カレ」 

土肥 嵩己（経済) 

長距離 

  

初めての春カレを終えた感想は、自分はまだま

だ甘いということでした。記録は１６分４０秒。

決して良い記録ではありません。来年の全日本
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駅伝の予選で優勝しようという目標を掲げてい

るチームの一員の走りではないと思いました。

自分は高校で陸上をやめるつもりでいたので、

部に入るまで走っていない期間がありました。

今となってはその期間に走っておけば良かった

と後悔しています。何事も継続することは大切

なことですが、特に長距離種目においてはそれ

が顕著に表れます。これからは練習に対する意

識を変えて、チームを引っ張ることのできる存

在になりたいです。全日本駅伝に出場するため

には個人でも北信越地区で上位に食い込む選手

になることは必須条件だと思います。まずは自

分が力のある選手になることがチームのモチベ

ーションを上げることにつながると思います。

この１年間けがに気を付け、練習を積み重ね、

来年の春カレでは優勝争いをします。 

 

 

「1年を振り返って」 

 松﨑 正浩（工) 

長距離  

 

僕にとってこの 1 年は、｢走る｣という事に対す

る考え方が大きく変化した 1 年でした。僕は、

小学生の頃から走る事が好きでずっと長距離を

続けてきましたが、速くなりたいから走るとい

うより、楽しいから走るという気持ちが根強く

ありました。そのため、自主練やケアを怠りが

ちで、日々の積み重ねや努力といったものを嫌

う節がありました。ですが富大で長距離を始め

ると、同期の 1 年生はみんな速くて、自分が 1

番遅いように感じられました。僕は、そのこと

に危機感を感じると共に、今までの自分ではい

けないと思うようになりました。この危機感が

自分にとって良い刺激になったと感じます。こ

の 1 年を通して予選会の枠を取るために競った

り、1 つのチームとして駅伝に出たりすること

で、自分も富大陸上部長距離の一員としてもっ

と役に立ちたいという気持ちが高まりました。

ですが、実際に役に立とうとした時に、今の自

分では力不足であると痛感せざるを得ません。

頑張りを認めて下さる優しい先輩方の期待に応

える為にも、今年は大きく活躍できる年にした

いです。 

 

 

「1年を振り返って」 

 田谷 まる美（薬) 

長距離 

 

 薬学部創薬科学科 1 年の田谷まる美です。富

山大学に入学して、楽しく運動を続けたいと思

い、陸上競技部に入部しましたが、そこで競技

に対して真剣に取り組む先輩方や同期のみんな

に出会い、一緒に練習していく中で、もっと真

剣に競技に向き合いたいという気持ちが強くな

っていきました。最も印象深かったのは、駅伝

予選会です。長距離ブロックの人たちが予選会

に懸ける想いが、走りや応援からひしひしと伝

わってきました。今年はせっかく出場させてい

ただいたにもかかわらず、情けない走りをして

しまったので、来年は、チームに貢献できるよ

うな走りをしたいと思います。他にも今年は医

薬系、全学関わらずたくさんの大会、行事に参

加させていただき、楽しく部活動に取り組めま

した。それは引っ張ってくださった先輩方、支

えてくれたマネージャーさん、温かく迎え入れ

てくださった五福の方々のおかげです。来年は

そういった人たちに少しずつでも返していけた

らいいなと思います。 
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「１年間を振り返って」 

中島 海斗（薬) 

長距離 

 

私の 2019年の部活動を振り返ると、大学生の部

活動を体験して、中高の部活動とは違うものを

感じた。まず、自由度が増したことである。私は

中高でも陸上部に所属していたのだが、中高の

部活では顧問の先生がつきっきりで、メニュー

も決められていていた。大学生になって、メニ

ューを部員で決めるようになった。メニューを

自分で決めることにより、メニューに対する意

識が高まったり、あるいは、中高の時にメニュ

ーを全てのブロックで、週６日分も作ってくだ

さっていた顧問の先生の苦労が分かったりした。

そして、付き合いの年齢の幅が広がったことで

ある。大学は中高と違って少なくとも四年制で

あり、また杉谷キャンパスでは六年制の学部も

ある。大学院生でも部活動をしている者もいて、

全体の年齢層は３や４にとどまらず、７や８に

もなる。中高での私は先輩との関わりも薄かっ

たので、とても新鮮な感覚で、先輩と話したり、

一緒に様々な活動をしたりするのがとても楽し

かった。2019年も終わり、2020年は、今よりも

っと陸上を楽しみ、もっと人との付き合いを大

事にしていきたいと思う。 

 

 

「刺激を受けた一年」 

守内 美結（医) 

長距離 

  

医学科一年の守内美結です。私は杉谷キャンパ

スで普段練習を行っていますが、五福キャンパ

スで授業がある日や、週末には五福キャンパス

での練習に参加させていただきました。その中

で、様々な学部の、様々な考えを持つ人々と交

流を深めることができ、たくさんの良い刺激を

受けることができました。そのおかげで、医薬

系の大会 

のみならず、駅伝予選会やクラブ対抗駅伝に出

場させていただくこともできました。また、そ

れらの試合や秋カレには「富山大学陸上競技部」

としてのチーム意識をもって参加することがで

きました。競技面では受験ブランクに加え、高

校生の頃に比べると練習時間の確保が難しくな

ってしまうこともあり、一年を通して満足のい

く結果を残すことはできませんでした。特にト

ラックの試合では何度も悔しい思いをしました。

来年度は更に勉強が忙しくなることが予想され

ますが、忙しさを理由に妥協せず、全学の選手

とも張り合っていけるような選手を目指したい

です。 

 

 

「春カレを終えて」 

               難波 拓未（都デ)                                                 

跳躍 

 

一年生ながら大学生にとって一番大きな大会で

ある春カレに出場させて頂きました。この大会

は枠が 3 枠しかないため、上級生の方々でも出

場できない人がいる中で大会に出させていただ

けたことはとても貴重な体験をさせてもらうこ

とができたと思っています。出させていただけ

る限り絶対に上位 8 名に残り、富山大学の総合

争いに少しでも貢献するという気持ちで大会に

臨みました。しかし、どちらも成績振るわず、上

位８名に残れずに終わりました。特に三段跳に

関しては 9 位ととても悔しい結果でした。しか

し、この結果のおかげでもっと強くなりたいと

いう気持ちがより強くなりました。また、先輩

方がたくさん活躍されているのを見たり、応援

をしたり、補助員のため間近で競技を見ること

ができたのも自分にとってとても良い刺激にな

ったと思います。これからは来年の春カレで表
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彰台に登ることを目標に自分に足りないことを

考え、日々の練習に励んでいきたいと思います。 

（走高跳，三段跳 出場） 

 

 

「１年を振りかえって」 

 朴木 新（芸文) 

跳躍 

 

一年間を振り返って、私は富山大学の陸上競技

部の指導が高校の部活動とは全くと言っていい

ほど違う状況に驚きました。春カレでは、補助

員として大会の裏で選手たちを支える役目を果

たすことが出来たと思います。私は跳躍種目に

力を入れており、先輩方の指導のおかげで高校

時代の自己ベストを超えることが出来ました。

各々が練習メニューを考えて、部活動へと取り

入れていく姿勢を見習いたいと思いました。今

回の秋カレは長野県での開催ということもあり、

自分自身とても緊張しました。慣れない土地、

慣れない環境での試合でも先輩という存在は偉

大で、いつも通りの跳躍をすることが出来まし

た。冬季に入ると、筋トレにも一つ一つの意識

を向けて、意味合いを持って実施することの大

切さを学びました。次は、私たちが先輩となっ

て行動できるように日々精進していきたいです。 

 

 

「1年間を振り返って」 

 青野 晃平（経済） 

投擲 

 

この１年を振り返ってみると個人的には秋カレ

での自己ベスト更新が大きかったと思います。

高校時代に達成できず、大学一年生の間には達

成したいと考えていた目標を達成できたことや、

たくさんの人に「おめでとう」と声をかけても

らい嬉しかったことを覚えています。入部して

からは思うように投げることができずしばらく

は納得できる結果も残せませんでしたが、秋カ

レで満足のいく結果を出せたことは良かったと

思います。しかし改善点はまだ多くあります。

それらを直し次の春カレでより良い結果を残す

ことが今の目標です。また、前回の春カレでは

同期や先輩方の活躍に大きく影響を受けました。

入部当初は退部も考えていましたが結果を残す

同期や先輩方の競技、応援でのチーム全体の盛

り上がりなどでそのように考えることもなくな

りました。前回の春カレで影響を受けたように

自分も次回の春カレで後輩に影響を与えられる

ような競技ができるよう頑張ります。 

 

 

「僕のはじめて」 

本田 涼太（人発) 

 投擲  

  

おりゃーっと投げた槍は綺麗な放物線を描いて

グサッと芝に刺さる。それに続いて客席の観客

たちの声も大きな地震のように響きはしない。

そう、投げたやりは大きく逸れて白いラインを

越えてファールとなった。記録なしだ。私は深

くため息をつくと同時に大きな焦りを感じた。

このままファールが続くと決勝に進むことがで

きないと思ったからだ。次に自分が投げる番ま

で私は考え続けた。どうしたら槍が飛ぶか修正

点を見つけていたのだ。とうとう自分の番がき

た。もう色々考えることをやめようとシンプル

にただ投げるということだけを意識した。する

とさっきまでの自分の投げが嘘のように感じた。

槍はまるで戦闘機のように空を駆け抜け空気を

切り裂いた。槍は白いラインの中に刺さった。

客席にも観客たちの歓声が響きわたった。多分

…いや嘘かもしれない。ただ、記録はよかった。

自己ベストに迫る記録だった。結果は 2 位で納

得はできなかった。これが私の大学に入学して
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初めての試合だった。 

 

 

「多くを学んだ一年」 

渡辺 初明（医) 

投擲 

 

医学部医学科一年の渡辺初明です。私は普段杉

谷で練習しているため、また授業時間の関係で

今年は五福キャンパスの練習に参加することが

できませんでした。しかし、秋カレや五福の方

が企画して下さった一年生会で五福の先輩方や

同級生と交流することができ、様々な考え方を

学ばせていただきました。また、杉谷では素晴

らしい先輩方や仲間たちに恵まれ、充実した一

年を過ごすことができたと思います。競技の面

では、高校時代あまりしっかりと体を鍛えた

り、フォームを確立することができていなかっ

たため、大学に入ってもなかなか結果が伸びず

悔しい思いをすることが多かったです。来年は

より学業が忙しくなると思われますが、だから

こそ練習にはしっかり集中して取り組もうと思

います。 

 

 

「1年間の部活を振り返って」 

金崎 栞（人発) 

マネージャー 

 

 1 年間マネージャーとして部活動に参加し、

陸上部の雰囲気の良さと選手の陸上と向き合っ

ている姿を見てマネージャーをしていてよかっ

たと思いました。春カレやその他の大会におい

ても、学生が主体となって運営していて、先輩

方や他大学の方の支えがあって大会や組織を運

営しているところに高校とは違うなという新鮮

さを感じました。自分のマネージャーとしての

仕事については練習でタイムの読み上げや計測

をしたりする際に、マネージャーの先輩や選手

に迷惑をかけてしまうときもありました。今後

の目標としてはウオッチの正確さを上げて少し

でも選手のパフォーマンスの向上に貢献出来た

らいいなと思いました。 

 

 

「陸上部に入ってみて」 

湊屋 愛（経済) 

マネージャー 

 

富山大学に入学したとき、入る部活は陸上部と

決めていました。受験期の頃から SNS で活動内

容を見ていて、「楽しそう」という気持ちや「こ

の人たちと一緒に陸上を楽しんでみたい」とい

う気持ちが自然と生まれていたんだと思います。

実際に入部してみると、先輩たちはみんな優し

いしおもしろくてユーモアのある人たちばかり。

気づけば今は部活のみんなに会うために大学生

活を過ごしています。陸上部のマネージャーと

して 1 年を過ごしてみて感じたのは、そんな先

輩たちの偉大さでした。たった数年生まれた時

期が早いだけで、こんなに考え方がしっかりし

ているんだ、とか、行動の早さ、的確な指示な

ど、本当にすごいなと思いました。それは特に

春の北信越インカレのときに感じました。主管

として完璧に仕事をこなす 4 年生の背中は本当

にかっこよかったです。こんな姿になりたいな

と感じました。 
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2019年/2019年後期 学生役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主将 大和跳治郎

副主将 金田　華実

古川　智康

主事・会計 八巻　未来

短短 金田　華実

短長 中野　栞太

障害 大和　跳治郎

中距離 林　侑平

長距離 古川　智康

跳躍 村松　隼

投擲 吉野　竜世

ユニフォーム 加藤　将輔

広報 中野　栞太

廣田　伶奈

北村　颯士

データバンク 村松　隼

大山　達哉

西川　慎之佑

メーリス 飴野　智大

配車 今中　涼真

幹事 北村　颯士

杣田　銀史朗

廣川　智奈美

2019年

ブ
ロ
ッ
ク
長

ブ
ロ
ッ
ク
長

主将 二枚田　稜介

副主将 今中　涼真

杣田　銀史朗

主務 廣田　玲奈

短距離 中野　栞太

障害 今　桃子

中距離 北村　颯士

長距離 今中　涼真

跳躍 村松　隼

投擲 吉野　竜世

ユニフォーム 加藤　将輔

今　桃子

広報 北村　颯士

中野　栞太

澤田　大輔

飴野　智大

記録 村松　隼

二村　哲生

配車 小泉　佑真

鍛冶　優大

幹事 廣川　智奈美

企画 大山　達哉

横濱　舜

中村　哲也

審判 北野　綾子

2019年後期

ブ
ロ
ッ
ク
長
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2020年度 学生役員（2020年より施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ○…各部署の責任者 

 

2020年度 富山大学陸上競技部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主将 二宮　秀

副主将 保里　風弥

福島　聖

藤田　研太

主務 徳田　真奈美

短距離 中田　隼也人

中・長距離 二宮　秀

跳躍 池村　勇人

投擲 吉野　竜世

記録 ○大林　歩夢

森本　拓実

長田　一希

石塚　一輝

西村　瑞規

栗田　祐輔

田邉　千夏

難波　拓未

渡辺　大智

松崎　正浩

ブ
ロ
ッ
ク
長

ユニフォーム ○吉野　竜世

鈴木　沙生

馳川　史章

濱田　慧治

上野　豪斗

広報 ○中田　隼也人

門馬　奈美

小縣　克真

杉本　翔吾

西川　慎之佑

矢野　凌

古村　岳大

青野　晃平

朴木　新

瀧澤　蒼太

横谷　悠斗

勝田　玲央

福西　里桜

配車 ○足原　佑弥

小林　陽太

吉本　亮

土肥　嵩己

山本　蓮

志鷹　宏太郎

幹事 ○飛山　大河

新鞍　莉音

本田　涼太

企画 ○若林　考希

池村　勇人

串田　幹士

下村　夏紀

橋ケ谷　拓未

審判 ○野田　耕史

三浦　槻

桐島　潤

佐々木　優太
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2019年個人記録集 

氏名 学部 学年 大会名 種目 RD 記録 風 日付 

加古 

雄一 

工 M2 第 1回小松市陸上競技記録会 800m 決勝 2:00.90  4/6 

第 1回富大記録会 800m 決勝 2:02.09  4/13 

第 1回高体連記録会 800m 決勝 2:00.17  4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 400m 決勝 52.75  5/3 

800ｍ 予選 2:01.19  5/4 

800ｍ 決勝 2:01.45   

第 93回北信越学生陸上選手権大会 800m 予選 2:01.56  5/12 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

800m 予選 2:10.84  8/11 

400m 予選 53.07  8/12 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

400m 予選 52.62  10/19 

800m 予選 2:06.64  10/20 

富山マラソン 2019 フル   4:36:09  10/27 

笠松 

直生 

工 M2 第 1回富大記録会 100m 決勝 
11.99 ±0.0 4/13 

竹内 

漱汰 

理 M2 第 24回富山カップ陸上競技大会 ハンマー投 決勝 41.40  5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 砲丸投 決勝 11.96  5/12 

ハンマー投 決勝 40.21  5/11 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 ハンマー投 決勝 39.19  7/13 

砲丸投 決勝 11.95  7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

砲丸投 決勝 
11.89  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 砲丸投 決勝 11.88  8/25 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

砲丸投 決勝 12.45  10/20 

ハンマー投 決勝 38.58  10/19 

丹保 

宗一郎 

薬 M2 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 走高跳 決勝 1.45  8/17 

円盤投 決勝 18.25  8/17 

やり投 決勝 34.93  8/17 

西村 

顕志 

人発 M2 第 1回七尾城山記録会 200m 決勝 22.19 +2.0 4/6 

100m     決勝 10.94 +1.7 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 10.78 +2.0 4/13 

400m 決勝 49.91  4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 10.79 +1.3 4/20 
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第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 10.97 ±0.0 5/3 

100ｍ 決勝 10.72 +2.4 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍ 予選 10.86 +0.2 5/11 

100ｍ 準決勝 10.79 +0.3 5/11 

100ｍ 決勝 10.78 +1.4 5/11 

200ｍ 予選 22.70 +1.3 5/12 

200ｍ 準決勝 21.92 +1.6 5/12 

200ｍ 決勝 21.97 +1.2 5/12 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 10.87 ±0.0 6/22 

100m 第 2レース 10.80 +0.6 6/22 

第 3回富大記録会 100ｍ 第 1レース 10.61 +1.9 8/4 

100ｍ 第 2レース 10.63 +0.2 8/4 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 200m 予選 22.58 -0.1 8/24 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

100m 決勝 10.94 -2.6 10/19 

100m 準決勝 10.71 +0.7 10/19 

100m 予選 10.61 +2.3 10/19 

200m 予選 22.58 +3.2 10/20 

依田 

大輝 

医 M2 第 24回富山カップ陸上競技大会 5000ｍ 決勝 18:40.90  5/4 

第 73回関西薬学生対抗陸上大会 800ｍ 決勝 2:20.88  8/17 

5000ｍ 決勝 18:46.54  8/17 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

1500m 予選 4:49.44  10/19 

5000m 決勝 18:29.90  10/20 

不破 

光策 

医 6 第 93回北信越学生陸上選手権大会 110ｍH 予選 15.75 +1.1 5/11 

110ｍH 決勝 15.62 +2.2 5/11 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 110mH 予選 15.67 +1.2 7/14 

110mH 決勝 15.63 -0.3 7/14 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

110mH 決勝 15.52 -0.6 8/9 

400mH 予選 58.54  8/10 

若山 

卓史 

医 6 第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

1500m 予選 
4:31.72  8/9 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

1500m 予選 
4:37.20  10/19 

加藤 

篤明 

工 M1 第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

1500m 予選 
4:41.53  10/19 

今西 医 5 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 100ｍ 決勝 13.54 -2 8/17 
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詩織 200ｍ 決勝 28.71 -2 8/17 

走幅跳 決勝 4.50 +1.6 8/17 

走高跳 決勝 1.30  8/17 

岡 

寛二郎 

医 5 第 1回小松市陸上競技記録会 110mH 決勝 15.17 +1.1 4/6 

100m     決勝 11.30 +1.7 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 11.55 -0.5 4/13 

第 1回高体連記録会 110ｍH 決勝 15.24 +2.3 4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 110ｍH 予選 15.15 +2.1 5/11 

110ｍH 決勝 15.06 +2.2 5/11 

第 4回小松市陸上記録会 110mH 決勝 15.93 +0.3 7/28 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 400mH 予選 58.06  7/14 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

110mH 決勝 
15.29 -0.6 8/9 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

110mH 予選 15.57 -1.3 8/22 

110mH 決勝 16.61 -0.1 8/22 

第 6回七尾城山記録会 100m 決勝 11.46 +1.9 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

110mH 決勝 15.11 +0.1 10/19 

110mH 予選 15.20 ±0.0 10/19 

瀧 

京奈 

医 5 第 1回高体連記録会 100m 決勝 13.20 +0.3 4/20 

北陸地区国立大学体育大会 100mH 決勝 19.90 +1.0 7/6 

100m 決勝 13.60 +1.1 7/6 

第 4回小松市陸上記録会 100mH 決勝 18.75 -1 7/28 

100m 決勝 13.58 +1.8 7/28 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

100m 予選 13.71 -0.8 8/9 

100mH 決勝 18.52 ±0.0 8/9 

100m 準決勝 13.62 +1.2 8/9 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

100m 予選 13.63 +0.4 8/22 

100m 準決勝 12.90 -1.8 8/22 

100mH 予選 17.64 -1.0 8/22 

100mH 決勝 21.12 -2.9 8/22 

池嶋 

大貴 

薬 4 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 100ｍ 予選 11.63 -1 8/17 

100ｍ 決勝 11.80 -3 8/17 

200ｍ 決勝 23.58 -1 8/17 

400ｍ 決勝 52.45  8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸 400m 予選 51.86  8/22 
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上競技選手権大会 200m 予選 24.38 -2.9 8/23 

宇埜 

史歩理 

医 4 第 1回小松市陸上競技記録会 100m 決勝 12.42 +1.6 4/6 

200m 決勝 26.14 +1.7 4/6 

第 1回高体連記録会 400ｍH 決勝 1:03.32  4/20 

走幅跳 決勝 5.41 ±0.0 4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍH 予選 1:06.18  5/12 

400ｍH 決勝 1:03.63  5/12 

走幅跳 決勝 5.77 +1.5 5/11 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 12.81 +0.3 7/13 

100m 準決勝 12.75 +0.8 7/13 

100m 決勝 12.75 +0.1 7/13 

走幅跳 決勝 5.34 ±0.0 7/13 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 決勝 
12.52 +0.9 8/12 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

100m 予選 12.81 -0.1 8/22 

100m 準決勝 12.90 -1.8 8/22 

100m 決勝 12.74 -0.8 8/22 

第 88回日本学生陸上競技対校選手権

大会 

走幅跳 予選 
5.51 +0.1 9/12 

金田 

華実 

人発 4 第 1回七尾城山記録会 200m 決勝 26.24 +1.5 4/6 

100m     決勝 12.53 +2.0 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 12.60 ±0.0 4/13 

200m 決勝 25.71 +1.0 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 12.45 +2.0 4/20 

200m 決勝 25.75 +2.0 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 12.60 +1.0 5/3 

100ｍ 決勝 12.32 +1.0 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍ 予選 12.27 +0.3 5/11 

100ｍ 決勝 12.08 +2.3 5/11 

200ｍ 予選 26.16 +1.4 5/12 

200ｍ 決勝 25.27 +1.4 5/12 

富山マラソン 2019 フル   4:06:18  10/27 

杉澤 

美帆 

人発 4 第 1回富大記録会 100m 決勝 12.69 ±0.0 4/13 

200m 決勝 26.09 +1.0 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 12.68 +0.6 4/20 
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200m 決勝 26.17 +2.0 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 12.72 +1.4 5/3 

100ｍ 決勝 12.46 +1.0 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍ 予選 12.51 +1.2 5/11 

100ｍ 決勝 12.46 +2.3 5/11 

200ｍ 予選 26.91 +1.4 5/12 

200ｍ 決勝 25.86 +1.4 5/12 

富山マラソン 2019 フル   5:29:07  10/27 

濱 

直志 

医 4 第 1回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.39 +0.2 4/6 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 11.24 +0.3 4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 走幅跳 決勝 6.56 +0.4 5/11 

北陸地区国立大学体育大会 走幅跳 決勝 6.92 +0.9 7/6 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

走幅跳 決勝 
6.92 +0.4 8/10 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

走幅跳 決勝 
6.41 +1.7 8/23 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

100m 予選 11.16 +0.2 10/19 

走幅跳 決勝 6.45 +1.7 10/19 

古川 

智康 

人発 4 富山マラソン 2019 フル   4:04:12  10/27 

第 4回富大記録会 800m 決勝 2:12.59  11/9 

山崎 

真祐子 

人発 4 富山マラソン 2019 フル   
4:41:44  10/27 

大和 

跳治郎 

人発 4 第 1回小松市陸上競技記録会 400mH 決勝 59.22  4/6 

100m     決勝 11.51 +1.4 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 11.57 ±0.0 4/13 

400m 決勝 52.43  4/13 

第 24回富山カップ陸上競技大会 400mH 予選 1:03.90  5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400mH 予選 1:00.79  5/12 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 予選 11.25 +1.0 8/11 

三段跳 決勝 12.84 +1.2 8/11 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

100m 予選 11.35 +0.3 10/19 

200m 予選 23.59 +1.8 10/20 

山本 

真輔 

経済 4 富山マラソン 2019 フル   
3:56:06  10/27 

天池 薬 3 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 100ｍ 予選 11.61 -1.0 8/17 
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将平 100ｍ 決勝 11.35 -2.7 8/17 

走幅跳 決勝 5.35 -0.4 8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

100m 予選 11.40 -2.4 8/22 

100m 準決勝 11.16 -2.3 8/22 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

100m 予選 
11.26 -2.5 10/19 

飴野 

智大 

経済 3 第 1回七尾城山記録会 3000mSC 決勝 10:22.31  4/6 

第 24回富山カップ陸上競技大会 3000mSC 決勝 10:14.49  5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 3000ｍSC 決勝 10:05.01  5/11 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
34:50.32  7/13 

第 2回富山県中長記録会 5000m 決勝 16:50.80  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

5000m 決勝 16:32.16  10/20 

3000mSC 決勝 10:26.71  10/19 

富山マラソン 2019 フル   3:07:27  10/27 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 16:17.58  11/16 

今中 

涼真 

人文 3 能登和倉万葉の里マラソン フル   3:56:14  3/10 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 10000ｍ 決勝 35:35.28  5/11 

第 6回黒部名水マラソン フル   3:23:24  5/26 

第 14回坂井市古城マラソン ハーフ   1:20.00  6/2 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
33:34.05  7/13 

第 22回白馬スノーハープクロスカン

トリー大会 

12km   
44:07  7/21 

第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 16:02.33  8/30 

加賀温泉郷寛平ナイトマラソン 32km   2:28:59  9/7 

金沢百万石ロードレース 10km   35:19  10/6 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

10000m 決勝 
33:07.58  10/19 

富山マラソン 2019 フル   2:45:40  10/27 

第 35回那覇マラソン フル 

 

3:24:42  12/1 

大山 

達哉 

理 3 第 1回小松市陸上競技記録会 1500m 決勝 4:24.93  4/6 

第 1回富大記録会 800m 決勝 2:04.49  4/13 

第 1回高体連記録会 800m 決勝 2:00.60  4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 1500m 決勝 4:27.08  5/3 
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800ｍ 予選 2:05.85  5/4 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 1500ｍ 予選 4:26.38  5/11 

第 2回富大記録会 800m 決勝 2:05.62  6/22 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 800m 予選 2:05.50  7/13 

第 5回小松市陸上競技記録会 800m 決勝 2:03.06  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

1500m 予選 
4:24.14  10/19 

富山マラソン 2019 フル   3:28:21  10/27 

鍛治 

優大 

工 3 第 1回七尾城山記録会 走高跳 決勝 1.75  4/6 

第 1回高体連記録会 三段跳 決勝 11.91 +3.5 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 走高跳 決勝 1.70  5/4 

第 4回七尾城山記録会 走高跳 決勝 1.80  6/1 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 走高跳 決勝 1.80  7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

走高跳 決勝 
1.70  8/11 

第 6回七尾城山記録会 走高跳 決勝 1.80  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

走高跳 決勝 1.75  10/20 

三段跳 決勝 11.81 -0.7 10/20 

加藤 

将輔 

工 3 第 1回富大記録会 100m 決勝 12.09 -0.6 4/13 

200m 決勝 23.79 +1.8 4/13 

第 24回富山カップ陸上競技大会 400mH 決勝 56.20  5/3 

200ｍ 予選 24”48 +0.3 5/4 

北陸地区国立大学体育大会 棒高跳 決勝 2.60  7/6 

第 5回小松市陸上競技記録会 100m 決勝 11.89 +0.9 9/8 

200m 決勝 24.23 +1.7 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

200m 予選 24.29 -0.7 10/20 

400m 予選 54.47  10/19 

北野 

綾子 

人文 3 第 93回北信越学生陸上選手権大会 1500ｍ 決勝 5:40.99  5/11 

5000ｍ 決勝 21:30.05  5/12 

北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 6:01.14  7/6 

第 37回全日本大学女子駅伝対校選手

権大会北信越選考会 

5000m 決勝 
22:34.51  7/13 

第 2回富山県中長距離記録会 3000m 決勝 12:37.81  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

1500m 決勝 5:42.20  10/19 

1500m 予選 5:32.07  10/19 
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5000m 決勝 21:01.78  10/20 

北村 

颯士 

人発 3 第 1回小松市陸上競技記録会 800m 決勝 2:00.77  4/6 

第 1回高体連記録会 800m 決勝 2:02.34  4/20 

第 2回富大記録会 400m 決勝 50.76  6/22 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 800m 予選 2:01.98  7/13 

800m 準決勝 1:58.00  7/13 

800m 決勝 1:56.79  7/14 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

800m 予選 1:57.93  7/20 

800m 準決勝 1:57.06  7/20 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

800m 予選 2:01.28  8/11 

800m 決勝 2:00.19  8/11 

400m 決勝 50.58  8/12 

400m 予選 50.34  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 800m 予選 1:59.39  8/24 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

400m 予選 50.76  10/19 

800m 決勝 2:01.59  10/20 

800m 予選 2:02.54  10/20 

木下 

陽介 

医 3 第 1回小松市陸上競技記録会 200m 決勝 22.02 +3.3 4/6 

100m     決勝 10.75 +1.4 4/6 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 10.81 +1.9 4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍ 予選 10.71 +1.0 5/11 

100ｍ 準決勝 10.74 +0.3 5/11 

100ｍ 決勝 10.86 +1.4 5/11 

200ｍ 予選 22.20 +2.0 5/12 

200ｍ 準決勝 22.33 +2.0 5/12 

200ｍ 決勝 22.13 +1.2 5/12 

北陸地区国立大学体育大会 100m 予選 10.83 +0.3 7/6 

100m 決勝 10.66 +1.5 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 11.26 +0.4 7/13 

100m 準決勝 10.79 +0.9 7/13 

100m 決勝 10.79 +0.1 7/13 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

100m 予選 10.92 +0.5 8/9 

100m 準決勝 10.78 +1.9 8/9 

100m 決勝 10.88 +0.4 8/9 

200ｍ 予選 22.61 +0.8 8/10 



57 

 

200ｍ 準決勝 21.94 +0.1 8/10 

200ｍ 決勝 22.00 +0.5 8/10 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

100m 予選 10.91 -0.9 8/22 

100m 準決勝 11.03 -0.9 8/22 

100m 決勝 10.93 +0.1 8/22 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

100m 準決勝 10.93 +3.2 10/19 

100m 予選 11.04 -0.5 10/19 

小泉 

佑真 

工 3 第 1回七尾城山記録会 200m 決勝 22.42 +2.0 4/6 

100m     決勝 11.14 +1.7 4/6 

第 1回富大記録会 200m 決勝 22.56 +0.8 4/13 

400m 決勝 50.62  4/13 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍ 予選 50.04  5/11 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 200m 予選 22.57 +1.6 7/14 

200m 準決勝 22.43 +1.9 7/14 

200m 決勝 22.37 +0.5 7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 予選 10.95 +0.7 8/11 

100m 決勝 10.76 +1.3 8/11 

400m 決勝 50.19  8/12 

400m 予選 52.23  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 200m 予選 22.27 -0.6 8/24 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

100m 準決勝 10.81 +3.2 10/19 

100m 予選 10.82 +2.8 10/19 

200m 決勝 21.85 +0.6 10/20 

200m 準決勝 22.07  10/20 

200m 予選 22.59 +1.6 10/20 

今 

桃子 

人発 3 第 1回富大記録会 100m 決勝 13.42 ±0.0 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 13.20 +0.3 4/20 

400ｍH 決勝 1:06.80  4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 400mH 決勝 1:06.60  5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍH 予選 1:07.76  5/12 

400ｍH 決勝 1:06.48  5/12 

澤田 

大輔 

工 3 第 1回七尾城山記録会 1500m 決勝 4:18.35  4/6 

800m 決勝 2:02.39  4/6 

第 1回富大記録会 800m 決勝 2:00.12  4/13 

第 1回高体連記録会 800m 決勝 1:59.98  4/20 
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第 24回富山カップ陸上競技大会 1500m 決勝 4:16.74  5/3 

800ｍ 予選 2:02.62  5/4 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 1500ｍ 予選 4:15.95  5/11 

800m 予選 2:00.26  5/12 

第 2回富大記録会 400m 決勝 53.60  6/22 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 1500m 予選 4:25.60  7/14 

800m 予選 2:03.92  7/13 

800m 準決勝 2:03.47  7/13 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

800m 予選 2:02.38  8/11 

800m 決勝 2:03.79  8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 800m 予選 2:01.49  8/24 

第 6回七尾城山記録会 400ｍ 決勝 53.27  9/8 

800m 決勝 2:01.01  9/8 

1500ｍ 決勝 4:24.02  9/8 

第 4回新潟県記録会 1500m 決勝 4:16.09  10/14 

第 50回北信越学生陸上競技選手権大

会 

800m 決勝 2:04.43  10/20 

1500m 決勝 4:26.38  10/19 

第 4回富大記録会 800m 決勝 2:01.46  11/9 

杣田 

銀史朗 

人発 3 第 24回富山カップ陸上競技大会 800ｍ 予選 2:04.87  5/4 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 800m 予選 2:10.04  7/13 

田守 

快生 

医 3 第 1回高体連記録会 100m 決勝 11.47 +2.4 4/20 

走幅跳 決勝 6.27 +2.1 4/20 

北陸地区国立大学体育大会 走幅跳 決勝 6.72 +1.5 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 走幅跳 決勝 6.56 +1.3 7/14 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

走幅跳 決勝 
6.47 +0.2 8/10 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

走幅跳 決勝 
6.26 +3.9 8/23 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.42 +3.1 10/19 

走幅跳 決勝 6.21 +1.4 10/19 

中野 

栞太 

人発 3 第 50回北信越学生陸上競技選手権 400m 予選 
56.91  10/19 

中村 

哲也 

工 3 第 1回富大記録会 800m 決勝 2:11.44  4/13 

第 24回富山カップ陸上競技大会 800ｍ 予選 2:06.53  5/4 

800ｍ 決勝 2:07.08  5/4 
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第 50回北信越学生陸上競技選手権 800m 予選 2:20.99  10/20 

富山マラソン 2019 フル   4:49:00  10/27 

仲盛 

大志 

医 3 第 1回小松市陸上競技記録会 400m 決勝 49.68  4/6 

100m     決勝 11.08 +1.7 4/6 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 11.11 -0.9 4/20 

400m 決勝 49.56  4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍ 予選 49.34  5/11 

400ｍ 決勝 48.10  5/11 

北陸地区国立大学体育大会 200ｍ 決勝 22.14 +2.6 7/6 

200ｍ 決勝 22.09 +2.0 7/6 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

400m 予選 49.98  7/19 

400m 準決勝 49.56  7/19 

400m 決勝 50.11  7/20 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

400m 予選 50.99  8/9 

400m 準決勝 50.89  8/9 

400m 決勝 48.41  8/9 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

100m 予選 10.71 +1.8 8/22 

100m 準決勝 13.56 +2.8 8/22 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 200m 準決勝 22.61  10/20 

200m 予選 22.44 -0 10/20 

400m 予選 49.95  10/19 

二枚田 

稜介 

人発 3 第 1回小松市陸上競技記録会 200m 決勝 23.32 +1.8 4/6 

第 1回富大記録会 400m 決勝 51.64  4/13 

400m 決勝 51.93  4/20 

400ｍH 決勝 57.25  4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 400m 決勝 51.60  5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍH 予選 57.07  5/12 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 20.53 +0.7 6/22 

二村 

哲生 

経済 3 第 93回北信越学生陸上選手権大会 走高跳 決勝 
1.85  5/12 

松浦 

克拓 

医 3 第 1回小松市陸上競技記録会 100m     決勝 11.94 +1.4 4/6 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

走幅跳 決勝 
5.82 +0.4 8/23 

北陸地区国立大学体育大会 走幅跳 決勝 5.92 +2.9 7/6 

村松 人発 3 第 1回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.27 +0.6 4/6 
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隼 三段跳 決勝 12.75 +1.3 4/6 

第 1回高体連記録会 走幅跳 決勝 6.11  4/20 

三段跳 決勝 12.60 +2.5 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 走幅跳 決勝 6.10 0 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 走幅跳 決勝 6.58 +1.7 5/11 

三段跳 決勝 13.00 +0.7 5/12 

第 4回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.33 +2.5 6/1 

100m 決勝 11.37 +2.5 6/1 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 三段跳 決勝 13.26 ±0.0 7/13 

走幅跳 決勝 6.34 +1.4 7/14 

第 4回小松市陸上記録会 走幅跳 決勝 6.22 -2 7/28 

100m 決勝 11.67 +0.3 7/28 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

三段跳 決勝 
13.53 +1.0 8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 三段跳 決勝 12.33 -0.3 8/25 

第 6回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.27 +2.5 9/8 

三段跳 決勝 12.93 +0.5 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 走幅跳 決勝 6.42 +2.1 10/19 

三段跳 決勝 12.72 -1.5 10/20 

足原 

佑弥 

工 2 第 1回富大記録会 200m 決勝 23.51 ±0.0 4/13 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 11”37 +1.5 5/3 

200ｍ 予選 23”52 +1.2 5/4 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.58 ±0.0 6/22 

100m 第 2レース 11.40 +1.1 6/22 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 200m 予選 23.39 +1.9 7/14 

200m 準決勝 23.41 +1.1 7/14 

100m 予選 11.34 +0.5 7/13 

100m 準決勝 11.51 -1.3 7/13 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 予選 
11.52 +0.7 8/11 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.53 ±0.0 10/19 

200m 予選 23.75 -1.1 10/20 

第 4回富大記録会 100m 決勝 11.45 ±0.0 11/9 

400m 決勝 54.22  11/9 

石塚 理 2 第 1回高体連記録会 走幅跳 決勝 5.92 +2.1 4/20 
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一輝 三段跳 決勝 11.60 +2.0 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 走幅跳 決勝 6.12 +0.8 5/3 

北陸地区国立大学体育大会 三段跳 決勝 12.62 +3.6 7/6 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 三段跳 決勝 11.87 +0.2 10/20 

池村 

勇人 

人発 2 第 1回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.61 +0.1 4/6 

100m     決勝 11.24 +0.5 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 11.06 +2.0 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 11.20 +1.4 4/20 

走幅跳 決勝 6.84 +0.9 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 11”14 +1.1 5/3 

100ｍ 決勝 11”15 +2.4 5/3 

走幅跳 決勝 6.56 +0.6 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 走幅跳 決勝 6.94 +1.9 5/11 

第 4回七尾城山記録会 100m 決勝 11.07 +2.5 6/1 

200m 決勝 22.55 +0.9 6/1 

第 2回富大記録会 100m 第 2レース 11.13 ±0.0 6/22 

北陸地区国立大学体育大会 200ｍ 予選 22.33 +1.4 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 走幅跳 決勝 6.72 +1.8 7/14 

100m 予選 11.15 -0.1 7/13 

100m 準決勝 11.11 -1.3 7/13 

100m 決勝 10.99 +0.1 7/13 

2019新潟大学陸上競技会 100m 予選 10.88 +1.4 8/18 

走幅跳 決勝 6.94 +3.3 8/18 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 走幅跳 決勝 6.71 +0.2 8/24 

100m 予選 11.21 +0.1 8/25 

第 6回七尾城山記録会 200m 決勝 21.89 -0.5 9/8 

走幅跳 決勝 6.79 +1.8 9/8 

100m 決勝 10.71 +1.9 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 10.88 +1.2 10/19 

200m 準決勝 22.12 -0.6 10/20 

200m 予選 22.41 -0.7 10/20 

走幅跳 決勝 6.48 -0.7 10/19 

大林 

歩夢 

人発 2 第 1回七尾城山記録会 三段跳 決勝 11.61 +0.7 4/6 

第 6回七尾城山記録会 三段跳 決勝 12.40 -0.7 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 三段跳 決勝 12.42 +0.8 10/20 
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小縣 

克眞 

人発 2 第 1回小松市陸上競技記録会 5000m 決勝 17:19.30  4/6 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 5000ｍ 決勝 17:12.66  5/12 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
36:59.67  7/13 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 17:12.11  10/20 

富山マラソン 2019 フル   3:25:23  10/27 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 17:08.96  11/16 

長田 

一希 

人発 2 第 61回富山県陸上競技選手権大会 1500m 予選 
4:39.53  7/14 

数井 

悠果 

医 2 北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 6:02.79  7/6 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

3000m 決勝 
13:19.92  8/23 

富山マラソン 2019 フル   4:16:19  10/27 

栗田 

祐輔 

理 2 第 1回小松市陸上競技記録会 5000m 決勝 16:58.43  4/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
35:28.60  7/13 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 10000m 決勝 35:45.66  7/14 

第 4回小松市陸上記録会 1500m 決勝 4:28.75  7/28 

第 5回小松市陸上競技記録会 5000ｍ 決勝 17:23.04  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 16:56.65  10/20 

10000m 決勝 36:11.45  10/19 

富山マラソン 2019 フル   3:26:34  10/27 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 16:28.72  11/16 

第 7回京産大記録会 10000m 決勝 36:03.44  12/14 

小林 

陽太 

工 2 第 93回北信越学生陸上選手権大会 やり投 決勝 
49.06  5/12 

塩練 

久史 

薬 2 第 24回富山カップ陸上競技大会 5000ｍ 決勝 18:22.53  5/4 

第 73回関西薬学生対抗陸上大会 1500ｍ 決勝 4:53.71  8/17 

5000ｍ 決勝 18:57.17  8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

1500m 予選 4:44.37  8/22 

5000m 決勝 18:24.81  8/23 

志摩 

彩美 

医 2 第 93回北信越学生陸上選手権大会 1500ｍ 決勝 5:27.52  5/11 

800m 予選 2:40.45  5/12 

北陸地区国立大学体育大会 800m 決勝 2:35.49  7/6 

第 37回全日本大学女子駅伝対校選手 5000m 決勝 20:58.90  7/13 
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権大会北信越選考会 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

1500m 決勝 5:27.02  8/22 

800m 予選 2:39.09  8/23 

鈴木 

沙生 

人文 2 第 93回北信越学生陸上選手権大会 走高跳 決勝 
1.40  5/11 

杉本 

翔吾 

人文 2 第 1回高体連記録会 走幅跳 決勝 5.42 +0.6 4/20 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 走幅跳 決勝 5.08 +0.8 10/19 

髙比良 

弥紀 

医 2 第 1回小松市陸上競技記録会 200m 決勝 27.51 +1.0 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 13.31 ±0.0 4/13 

200m 決勝 27.46 +2.1 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 13.06 +0.6 4/20 

200m 決勝 27.42 +1.5 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 12.81 +0.8 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍ 予選 12.86 -0.1 5/11 

100ｍ 決勝 12.80 +2.3 5/11 

200ｍ 予選 27.29 +1.3 5/12 

北陸地区国立大学体育大会 100m 決勝 12.74 +1.1 7/6 

200ｍ 決勝 26.89 +2.2 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 13.01 +0.7 7/13 

100m 準決勝 12.93 +0.8 7/13 

第 4回小松市陸上記録会 300m 決勝 45.09  7/28 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

100m 予選 13.30 ±0.0 8/9 

100m 準決勝 13.12 -0.6 8/9 

100m 決勝 13.00 -1.7 8/9 

200ｍ 予選 27.05 -0.5 8/10 

200m 決勝 26.75 -0.7 8/10 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

100m 予選 13.28 -1.7 8/22 

100m 準決勝 13.50 -3.4 8/22 

100m 決勝 13.07 -0.8 8/22 

200m 予選 30.02 -1.4 8/23 

200m 準決勝 28.23 -1.2 8/23 

200m 決勝 27.35 -1.3 8/23 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 200m 予選 27.89 +2.5 10/20 

田邉 

千夏 

人発 2 第 1回高体連記録会 やり投 決勝 40.32  4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 やり投 決勝 42.92  5/4 
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第 93回北信越学生陸上選手権大会 砲丸投 決勝 11.44  5/12 

やり投 決勝 44.39  5/12 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 やり投 決勝 40.23  7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

やり投 決勝 
42.91  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 やり投 決勝 43.29  8/24 

飛山 

大河 

人発 2 第 1回富大記録会 100m 決勝 10.90 +2.0 4/13 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 11.00 0 5/3 

100ｍ 決勝 10.76 +2.4 5/3 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 100m 予選 11.44 -2.3 8/25 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.17 -0.1 10/19 

中田 

隼也人 

人発 2 第 1回七尾城山記録会 200m 決勝 23.11 +2.0 4/6 

400m 決勝 51.91  4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 11.14 +2.0 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 50.93  4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍ 予選 49.62  5/11 

400ｍ 決勝 48.92  5/11 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 10.93 0 6/22 

400m 決勝 49.73  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 100m 決勝 10.95 +2.1 7/6 

200ｍ 決勝 22.70 +2.6 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 400m 予選 51.06  7/13 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 予選 10.74 +1.4 8/11 

100m 決勝 10.70 +1.3 8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 100m 準決勝 10.80 +0.3 8/25 

100m 予選 10.94 +0.1 8/25 

第 6回七尾城山記録会 100m 決勝 10.67 +1.9 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 準決勝 10.91 +1.0 10/19 

100m 予選 11.04 -2.5 10/19 

永井 

修太郎 

薬 2 第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

800m 予選 2:03.19  8/11 

800m 決勝 2:02.36  8/11 

第 73回関西薬学生対抗陸上大会 400ｍ 決勝 53.11  8/17 

800ｍ 決勝 2:17.81  8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

800m 予選 
2:02.14  8/23 
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西川 

槙之佑 

工 2 第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 18:50.77  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 18:37.80  10/20 

10000m 決勝 37:02.55  10/19 

富山マラソン 2019 フル   6:09:37  10/27 

二宮 

秀 

都市 2 第 1回小松市陸上競技記録会 1500m 決勝 4:06.73  4/6 

第 1回富大記録会 800m 決勝 1:57.36  4/13 

第 24回富山カップ陸上競技大会 1500m 決勝 4:04.69  5/3 

800ｍ 予選 1:59.69  5/4 

800ｍ 決勝 1:57.59  5/4 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 1500ｍ 予選 4:05.96  5/11 

1500ｍ 決勝 4:06.51  5/11 

800m 予選 1:56.87  5/12 

第 2回富大記録会 800m 決勝 1:59.56  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 800m 決勝 1:58.68  7/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
32:25.66  7/13 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

1500m 予選 4:03.32  7/19 

1500m 決勝 4:00.32  7/19 

800m 予選 1:54.91  7/20 

800m 準決勝 1:54.95  7/20 

800m 決勝 1:55.70  7/21 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

800m 予選 2:00.69  8/11 

800m 決勝 1:57.30  8/11 

400m 決勝 51.54  8/12 

400m 予選 52.07  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 1500m 決勝 3:59.53  8/25 

第 2回富山県中長距離記録会 3000m 決勝 8:59.26  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 800m 決勝 1:58.32  10/20 

800m 予選 2:00.44  10/20 

1500m 決勝 4:11.34  10/19 

1500m 予選 4:11.64  10/19 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 15:26.98  11/16 

第 7回京産大記録会 10000m 決勝 32:00.02  12/14 

野田 

耕史 

工 2 第 1回小松市陸上競技記録会 1500m 決勝 4:26.83  4/6 

第 24回富山カップ陸上競技大会 1500m 決勝 4:28.70  5/3 
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800ｍ 予選 2:08.19  5/4 

北陸地区国立大学体育大会 800m 決勝 2:10.15  7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 800m 予選 2:06.13  7/13 

1500m 予選 4:26.99  7/14 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 800m 予選 2:16.40  10/20 

1500m 予選 4:51.46  10/19 

福島 

聖 

人発 2 第 1回富大記録会 100m 決勝 10.60 +2.0 4/13 

第 73回出雲陸上競技大会大会 100m 予選 10.58 +3.7 4/20 

第 53回織田幹雄記念国際陸上競技大

会 

100m 予選 10.63 -0.4 4/28 

100m B決勝 10.63 +1.2 4/28 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍ 予選 10.78 +0.1 5/11 

100ｍ 準決勝 10.52 +1.3 5/11 

100ｍ 決勝 10.44 +1.4 5/11 

200ｍ 予選 22.43 +0.9 5/12 

200ｍ 準決勝 22.15 +2.0 5/12 

200ｍ 決勝 21.53 +1.2 5/12 

布施スプリント 2019 100m 予選 10.51 +1.3 6/2 

100m B決勝 10.46 +3.4 6/2 

2019 日本学生陸上競技個人選手権大

会 

100m 予選 10.58 +1.2 6/8 

100m 準決勝 10.40 +1.0 6/8 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 11.10 +0.5 7/13 

100m 準決勝 10.71 ±0.0 7/13 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 200m 予選 21.89 -0.4 8/24 

200m 決勝 21.84 -0.6 8/24 

第 88回日本学生陸上競技対校選手権

大会 

100m 予選 
14.26 -0.6 9/12 

藤田 

研太 

理 2 第 1回七尾城山記録会 3000mSC 決勝 10:00.51  4/6 

第 24回富山カップ陸上競技大会 3000mSC 決勝 9:59.41  5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 3000ｍSC 決勝 9:47.52  5/11 

5000ｍ 決勝 16:06.23  5/12 

北陸地区国立大学体育大会 5000ｍ 決勝 16:08.52  7/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
33:02.42  7/13 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 3000mSC  決勝 9:46.43  7/14 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手 3000mSC 決勝 9:23.80  7/20 
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権大会 

第 2回富山県中長距離記録会 30000m 決勝 9:21.17  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 16:11.50  10/20 

3000mSC 決勝 10:00.94  10/19 

富山マラソン 2019 フル   3:08:32  10/27 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 15:32.84  11/16 

第 7回京産大記録会 10000ｍ 決勝 32:45.04  12/14 

保里 

風弥 

人発 2 第 1回富大記録会 100m 決勝 12.14 ±0.0 4/13 

第 1回高体連記録会 110ｍH 決勝 15.20 +1.7 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 110ｍH 予選 15.04 +1.5 5/4 

110ｍH 決勝 14.89 +0.9 5/4 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 110ｍH 予選 14.83 +0.3 5/11 

110ｍH 決勝 14.69 +2.2 5/11 

400ｍH 予選 1:01.73  5/12 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.93 ±0.0 6/22 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 110mH 予選 15.17 +1.2 7/14 

110mH 決勝 15.09 -0.3 7/14 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

110mH 予選 14.98 +1.2 7/19 

110mH 決勝 14.70 +0.8 7/19 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 予選 
11.51 +1.4 8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 110mH 予選 14.87 +1.5 8/25 

110mH 決勝 14.93 -2.3 8/25 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.49 +2.6 10/19 

110mH 予選 14.94 +0.1 10/19 

110mH 決勝 14.75 +0.5 10/19 

三浦 

槻 

理 2 第 1回小松市陸上競技記録会 5000m 決勝 18:15.00  4/6 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 10000ｍ 決勝 37:31.13  5/11 

第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 19:20.24  8/30 

水谷 

玲那 

薬 2 第 1回七尾城山記録会 3000mw 決勝 16:43.10  4/6 

第 24回富山カップ陸上競技大会 5000ｍW 決勝 28:11.16  5/4 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 10000mW 決勝 58:41.97  5/12 

北陸地区国立大学体育大会 800m 決勝 2:40.27  7/6 

第 37回全日本大学女子駅伝対校選手

権大会北信越選考会 

5000m 決勝 
21:34.32  7/13 
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第 73回関西薬学生対抗陸上大会 800ｍ 決勝 2:41.71  8/17 

3000ｍ 決勝 12:39.82  8/17 

やり投 決勝 21.45  8/17 

走高跳 決勝 1.15  8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

3000m 決勝 
12:12.98  8/23 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 10000mW 決勝 59:09.64  10/20 

富山マラソン 2019 フル   3:36:21  10/27 

門馬 

奈美 

都市 2 第 93回北信越学生陸上選手権大会 1500ｍ 決勝 5:20.60  5/11 

5000m 決勝 20:12.79  5/12 

第 37回全日本大学女子駅伝対校選手

権大会北信越選考会 

5000m 決勝 
20:40.11  7/13 

第 2回富山県中長距離記録会 3000m 決勝 11:46.63  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 1500m 決勝 5:26.15  10/19 

1500m 予選 5:25.32  10/19 

5000m 決勝 20:11.08  10/20 

吉野 

竜世 

経済 2 第 1回高体連記録会 やり投 決勝 51.34  4/20 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 やり投 決勝 52.04  5/12 

第 61回富山県陸上競技選手権大会   決勝 52.67  7/13 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

やり投 決勝 
56.70  7/19 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

やり投 決勝 
56.72  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 やり投 決勝 52.31  8/24 

第 6回七尾城山記録会 やり投 決勝 52.72  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 やり投 決勝 54.12  10/20 

吉本 

亮 

工 2 第 1回富大記録会 100m 決勝 12.08 +0.5 4/13 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 12.47 +1.2 10/19 

若林 

考希 

経済 2 第 1回七尾城山記録会 800m 決勝 2:09.45  4/6 

第 24回富山カップ陸上競技大会 800ｍ 予選 2:11.11  5/4 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

800m 予選 
2:11.93  8/11 

第 5回小松市陸上競技記録会 800m 決勝 2:09.47  9/8 

青野 

晃平 

経済 1 北陸地区国立大学体育大会 やり投 決勝 45.63  7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 やり投 決勝 45.55  7/13 
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第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

やり投 決勝 
47.25  8/12 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 やり投 決勝 51.45  10/20 

上野 

豪斗 

人発 1 第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.75 +0.3 6/22 

400m 決勝 54.49  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 400m 決勝 54.23  7/6 

第 3回富大記録会 100ｍ 第 1レース 11.66 +2.3 8/4 

400ｍ 決勝 53.26  8/5 

小川 

慧人 

薬 1 北陸地区国立大学体育大会 400m 決勝 56.64  7/6 

第 73回関西薬学生対抗陸上大会 100ｍ 予選 12.38 -1.0 8/17 

200ｍ 決勝 24.80 -1.0 8/17 

400ｍ 決勝 57.07  8/17 

走幅跳 決勝 4.62 +0.7 8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

400m 予選 56.17  8/22 

200m 予選 25.76 -2.7 8/23 

勝田 

玲央 

工 1 第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.65 +0.3 6/22 

400m 決勝 51.61  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 400m 決勝 52.15  7/6 

第 3回富大記録会 400ｍ 決勝 51.18  8/4 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 400m 予選 50.91  10/19 

800m 予選 2:06.21  10/20 

串田 

幹士 

人発 1 第 1回小松市陸上競技記録会 100m     決勝 11.03 +1.4 4/6 

第 1回富大記録会 200m 決勝 22.82 +0.8 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 11.09 +0.7 4/20 

200m 決勝 22.87 +0.8 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 10.94 +0.5 5/3 

100ｍ 決勝 10.80 +2.4 5/3 

200ｍ 予選 22.64 +1.4 5/4 

200ｍ 決勝 22.29 +2.3 5/4 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース   6/22 

400m 決勝   6/22 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 10.82 +1.6 7/13 

100m 準決勝 10.82 +0.8 7/13 

100m 決勝 10.89 +0.1 7/13 

200m 予選 22.39 +0.7 7/14 
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第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

100m 予選 10.98 +0.6 7/19 

100m 準決勝 11.07 +0.8 7/20 

200m 予選 22.19 +0.8 7/20 

200m 準決勝 22.52 +0.9 7/21 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100ｍ 決勝 10.68 +1.3 8/11 

100ｍ 予選 10.73 +0.6 8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 200m 予選 22.01 -0.2 8/24 

200m 決勝 22.16 -0.6 8/24 

100m 予選 11.01 +0.3 8/25 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 準決勝 10.91 +0.7 10/19 

100m 予選 10.82 +0.1 10/19 

古村 

岳大 

人文 1 第 4回七尾城山記録会 1500m 決勝 4:30.67  6/1 

北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 4:26.51  7/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
35:33.00  7/13 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 1500m 予選 4:37.93  10/19 

佐々木 

優太 

理 1 第 93回北信越学生陸上選手権大会 3000ｍSC 決勝 10:49.19  5/11 

第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 17:14.56  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 17:09.22  10/20 

3000mSC 決勝 10:58.73  10/19 

富山マラソン 2019 フル   2:50:23  10/27 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 16:48.44  11/16 

佐野 

梓 

薬 1 北陸地区国立大学体育大会 100m 決勝 14.72 +1.1 7/6 

第 73回関西薬学生対抗陸上大会 100ｍ 決勝 15.19 -2.0 8/17 

400ｍ 決勝 1:12.21  8/17 

走幅跳 決勝 3.78 +3.3 8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

400m 予選 1:13.43  8/22 

400mH 決勝 1:20.12  8/23 

下村 

夏紀 

人発 1 第 1回富大記録会 100m 決勝 13.35 -0.6 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 13.08 +1.2 4/20 

100m 決勝 27.96 +1.1 4/20 

第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 12.81 +0.4 5/3 

100ｍ 決勝 12.77 +1.0 5/3 

200ｍ 予選 27.02 +0.3 5/4 

200ｍ 決勝 26.83 +0.6 5/4 
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第 4回七尾城山記録会 100m 決勝 12.88 +2.0 6/1 

200m 決勝 28.29 -2.0 6/1 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 12.77 ±0.0 6/22 

100m 第 2レース 12.94 ±0.0 6/22 

北陸地区国立大学体育大会 100m 決勝 12.62 +1.1 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 12.74 +1.4 7/13 

100m 準決勝 12.63 +0.6 7/13 

100m 決勝 12.70 +0.1 7/13 

200m 予選 27.04 +0.3 7/14 

200m 準決勝 26.74 -0.1 7/14 

200m 決勝 26.85 +0.1 7/14 

第 4回小松市陸上記録会 100m 決勝 12.86 +0.2 7/28 

三段跳   10.23 -1.0 7/28 

第 3回富大記録会 100ｍ 第 1レース 13.07 +2.2 8/4 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 決勝 
12.57 +0.9 8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 200m 予選 27.40 -1.4 8/24 

100m 予選 13.00 -0.8 8/25 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 12.79 +4.3 10/19 

200m 予選 27.91 +0.6 10/20 

瀧澤 

蒼太 

人発 1 北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 4:19.65  7/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
34:39.86  7/13 

第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 15:57.36  8/30 

竹内 

大登 

都市 1 北陸地区国立大学体育大会 800m 決勝 
2:33.52  7/6 

田谷 

まる美 

薬 1 北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 5:54.39  7/6 

第 37回全日本大学女子駅伝対校選手

権大会北信越選考会 

5000m 決勝 
21:38.78  7/13 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 1500m 予選 5:51.18  10/19 

富山マラソン 2019 フル   4:05:27  10/27 

土肥 

嵩己 

経済 1 第 93回北信越学生陸上選手権大会 5000ｍ 決勝 16:40.35  5/12 

北陸地区国立大学体育大会 5000ｍ 決勝 16:38.44  7/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
35:19.66  7/13 
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第 4回小松市陸上記録会 3000m 決勝 9:28.99  7/28 

第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 16:03.45  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 16:16.94  10/20 

10000m 決勝 33:26.41  10/19 

富山マラソン 2019 フル   2:47:18  10/27 

中島 

海人 

薬 1 北陸地区国立大学体育大会 5000ｍ 決勝 17:13.49  7/6 

第 73回関西薬学生対抗陸上大会 800ｍ 決勝 2:17.81  8/17 

1500ｍ 決勝 4:48.34  8/17 

5000ｍ 決勝 18:18.31  8/17 

やり投 決勝 16.71  8/17 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

1500m 予選 4:37.01  8/22 

5000m 決勝 17:33.05  8/23 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 5000m 決勝 17:48.44  10/20 

難波 

拓未 

都市 1 第 93回北信越学生陸上選手権大会 走高跳 決勝 1.75  5/12 

三段跳 決勝 13.52 +2.0 5/12 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.64 ±0.0 6/22 

400m 決勝 53.75  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 走幅跳 決勝 6.20 +2.1 7/6 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.68 +0.3 10/19 

三段跳 決勝 12.86 -1.0 10/20 

新鞍 

莉音 

人発 1 第 24回富山カップ陸上競技大会 100ｍH 予選 16.05 +0.4 5/4 

100ｍH 決勝 15”96 +0.7 5/4 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 100ｍH 予選 15.56 +0.2 5/11 

100ｍH 決勝 15.69 +0.7 5/11 

第 4回七尾城山記録会 300m 決勝 53.75  5/11 

100mH 決勝 18.03 -3.0 5/11 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 13.20 ±0.0 6/22 

400m 決勝 1:02.99  6/23 

北陸地区国立大学体育大会 100m 決勝 12.94 +1.1 7/6 

200ｍ 決勝 26.85 +2.2 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 400mH 予選 1:06.12  7/14 

400mH 決勝 1:04.77  7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

400mH 決勝 
1:04.53  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 400mH 予選 1:05.05  8/24 
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400mH 決勝 1:03.98  8/24 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 400mH 決勝 1:05.92  10/20 

橋ヶ谷 

拓未 

人発 1 第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.95 +0.7 6/22 

第 6回七尾城山記録会 400ｍ 決勝 56.12  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 200m 予選 24.60 +1.8 10/20 

400m 予選 55.01  10/19 

桐谷 

潤 

工 1 北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 4:37.77  7/6 

第 4回小松市陸上記録会 3000mW 決勝 16:37.71  7/28 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

5000mW 決勝 
29:40.06  8/11 

第 5回小松市陸上競技記録会 5000ｍ 決勝 17:24.81  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 10000m 決勝 34:51.13  10/19 

10000mW 決勝 56:06.35  10/20 

第 4回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 17:19.08  11/16 

福西 

里桜 

芸文 1 第 93回北信越学生陸上選手権大会 400ｍ 予選 1:03.13  5/11 

400ｍ 決勝 1:03.78  5/11 

800m 予選 2:29.30  5/12 

800m 決勝 2.24.25  5/12 

第 4回七尾城山記録会 400m 決勝 1:04.34  6/1 

800m 決勝 2:26.35  6/1 

第 2回富大記録会 400m 決勝 1:02.14  6/22 

800m 決勝 2:22.29  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 400m 予選 1:01.67  7/6 

800m 決勝 2:22.39  7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 800m 予選 2:21.78  7/13 

800m 決勝 2:22.13  7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

400ｍ 決勝 
1:02.50  8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 800m 予選 2:21.23  8/24 

800m 決勝 2:19.45  8/24 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 800m 決勝 2:21.35  10/20 

800m 予選 2:29.48  10/20 

1500m 決勝 4:58.46  10/19 

1500m 予選 5:20.63  10/19 

朴木 芸文 1 北陸地区国立大学体育大会 走幅跳 決勝 5.77 +1.6 7/6 
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新 第 6回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.10 +0.2 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 走幅跳 決勝 5.74 +0.4 10/19 

本田 

涼太 

人発 1 第 93回北信越学生陸上選手権大会 やり投 決勝 65.47  5/11 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 やり投 決勝 64.76  7/13 

第 41回北日本学生陸上競技対校選手

権大会 

やり投 決勝 
65.50  7/19 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

やり投 決勝 
63.00  8/12 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 やり投 決勝 65.59  8/24 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 やり投 決勝 64.00  10/20 

松﨑 

正浩 

工 1 北陸地区国立大学体育大会 5000ｍ 決勝 17:14.47  7/6 

第 51回全日本大学駅伝対校選手権大

会北信越選考会 

10000m 決勝 
36:50.03  7/13 

第 2回富山県中長距離記録会 5000m 決勝 19:46.79  8/30 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 10000m 決勝 38:56.18  10/19 

守内 

美結 

医 1 北陸地区国立大学体育大会 1500m 決勝 5:09.64  7/6 

第 37回全日本大学女子駅伝対校選手

権大会北信越選考会 

5000m 決勝 
20:00.76  7/13 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

3000m 決勝 
11:24.70  8/10 

第 2回富山県中長距離記録会 3000m 決勝 11:11.89  8/30 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

1500m 決勝 5:05.24  8/22 

3000m 決勝 11:18.19  8/23 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 1500m 決勝 5:09.38  10/19 

1500m 予選 5:20.65  10/19 

5000m 決勝 19:42.50  10/20 

富山マラソン 2019 フル   3:37:55  10/27 

山本 

蓮 

人発 1 第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.51 +2.8 10/19 

200m 予選 24.09 +1.4 10/20 

横谷 

悠斗 

人発 1 第 1回七尾城山記録会 三段跳 決勝 12.49 +0.9 4/6 

100m     決勝 11.34 +1.7 4/6 

第 1回富大記録会 100m 決勝 11.23 +1.1 4/13 

200m 決勝 22.68 +1.8 4/13 

第 1回高体連記録会 100m 決勝 11.20 +0.4 4/20 

三段跳 決勝 12.70 -0.3 4/20 
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第 24回富山カップ陸上競技大会 100m 予選 11”17 -1.0 5/3 

第 93回北信越学生陸上選手権大会 三段跳 決勝 13.20 +1.5 5/12 

第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.14 ±0.0 6/22 

400m 決勝 53.55  6/22 

北陸地区国立大学体育大会 100m 予選 11.02 +2.5 7/6 

100m 決勝 10.90 +1.5 7/6 

走幅跳 決勝 6.19 +0.5 7/6 

第 61回富山県陸上競技選手権大会 100m 予選 11.10 +0.1 7/13 

100m 準決勝 10.98 +0.8 7/13 

200m 予選 22.93 +0.9 7/14 

200m 準決勝 22.54 +2.0 7/14 

第 72回富山県民体育大会陸上競技兼

第 74回国民体育大会第 3次予選会 

100m 予選 11.01 +1.8 8/11 

100m 決勝 10.98 +1.3 8/11 

第 63回北陸陸上競技選手権大会 200m 予選 23.21 -0.4 8/24 

100m 予選 11.57 -2.3 8/25 

第 6回七尾城山記録会 走幅跳 決勝 6.34 +1.6 9/8 

100m 決勝 10.99 +1.9 9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 100m 予選 11.08 +1.4 10/19 

200m 準決勝 22.73  10/20 

200m 予選 22.62 -0.8 10/20 

三段跳 決勝 12.74 -0.4 10/20 

渡辺 

大智 

工 1 第 2回富大記録会 100m 第 1レース 11.69 ±0.0 6/22 

400m 決勝 53.97  6/22 

第 3回富大記録会 400m 決勝 53.68  8/4 

第 6回七尾城山記録会 400ｍ 決勝 54.20  9/8 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 400m 予選 53.48  10/19 

渡辺 

初明 

医 1 北陸地区国立大学体育大会 砲丸投 決勝 7.61  7/6 

第 71回西日本医科学生総合体育大会

陸上競技部門 

砲丸投 

 

7.26  8/10 

第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗陸

上競技選手権大会 

砲丸投 

 

7.36  8/22 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 砲丸投 決勝 7.45  10/20 
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1走 2走 3走 4走 大会名 種目 RD タイム 日付 

男子 4×100mR             

飛山 西村 串田 横谷 
第 24回富山カップ陸上競技大会 4×100mR 

予選 41.42 
5/3 

飛山 西村 串田 横谷 決勝 41.41 

飛山 西村 串田 木下 
第 93回北信越学生陸上選手権大会 4×100mR 

予選 41.04 
5/11 

飛山 西村 福島 木下 決勝 40.39 

串田 横谷 池村 中田 
第 61回富山県陸上競技選手権大会 4×100mR 

予選 42.34 
7/13 

串田 横谷 池村 中田 決勝 41.85 

田守 濱 仲盛 木下 第 71回西日本医科学生総合体育大

会陸上競技部門 
4×100mR 

予選 42.28 
8/9 

田守 濱 仲盛 木下 決勝 41.34 

小川 丹保 池嶋 天地 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 4×100mR 決勝 46.34 8/17 

天池 濱 仲盛 木下 第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗

陸上競技選手権大会 
4×100mR 

予選 42.19 
8/22 

天池 濱 田守 木下 決勝 41.62 

木下 西村 串田 福島 
第 88回日本学生陸上競技対校選手

権大会 
4×100mR 予選 40.43 9/12 

天池 小泉 仲盛 木下 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 4×100mR 

決勝 42.18 

10/19 難波 横谷 串田 山本 予選 42.74 

天池 小泉 仲盛 木下 予選 41.85 

女子 4×100mR             

高比良 杉澤 金田 宇埜 
第 24回富山カップ陸上競技大会 4×100mR 

予選 48.39 
5/3 

下村 杉澤 金田 宇埜 決勝 48.7 

下村 金田 宇埜 杉澤 第 93回北信越学生陸上選手権大会 4×100mR 決勝 47.69 5/11 

高比良 宇埜 新鞍 下村 
第 61回富山県陸上競技選手権大会 4×100mR 

予選 50.01 
7/13 

高比良 宇埜 新鞍 下村 決勝 49.19 

高比良 宇埜 佐野 瀧 第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗

陸上競技選手権大会 
4×100mR 

予選 51.53 
8/22 

高比良 宇埜 佐野 瀧 決勝 51.38 

今西 佐野 水谷 田谷 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 4×100mR 決勝 59.83 8/17 

今 下村 新鞍 高比良 第 50回北信越学生陸上競技選手権 4×100mR 決勝 49.58 10/19 

男子 4×400mR             

池村 仲盛 小泉 中田 
第 93回北信越学生陸上選手権大会 4×400mR 

予選 03:17.8 
5/12 

中田 小泉 福島 仲盛 決勝 03:16.1 

勝田 中田 串田 小泉 
第 61回富山県陸上競技選手権大会 4×400mR 

予選 03:26.5 
7/14 

勝田 串田 渡辺 北村 決勝 03:24.5 

田守 岡 濱 仲盛 第 71回西日本医科学生総合体育大

会陸上競技部門 
4×400mR 

予選 03:23.0 
8/10 

濱 木下 岡 仲盛 決勝 03:21.1 
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小川 池嶋 永井 天地 第 73回関西薬学生対抗陸上大会 4×400mR 決勝 03:39.8 8/17 

岡 濱 天池 池嶋 第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗

陸上競技選手権大会 
4×400mR 

予選 03:26.8 
8/23 

濱 岡 天池 池嶋 決勝 03:23.6 

勝田 小泉 渡辺 北村 
第 63回北陸陸上競技選手権大会 4×400mR 

予選 03:22.6 
8/25 

勝田 小泉 渡辺 北村 決勝 03:19.2 

大和 仲盛 小泉 北村 

第 50回北信越学生陸上競技選手権 4×400mR 

予選 03:21.0 

10/20 

勝田 渡辺 上野 澤田 予選 03:27.3 

池村 中田 二宮 加古 予選 03:24.0 

池村 中田 二宮 加古 決勝 03:20.7 

大和 仲盛 小泉 北村 決勝 03:21.2 

女子 4×400mR             

今 金田 宇埜 杉澤 第 93回北信越学生陸上選手権大会 4×400mR 決勝 03:56.7 5/12 

新鞍 今 下村 福西 
第 61回富山県陸上競技選手権大会 4×400mR 

決勝 04:04.9 
7/14 

福西 下村 新鞍 今 予選 04:09.6 

高比良 瀧 志摩 宇埜 第 74回全日本医歯薬獣医大学対抗

陸上競技選手権大会 
4×400mR 

予選 04:18.6 
8/23 

高比良 志摩 守内 瀧 決勝 04:30.8 

新鞍 今 下村 福西 第 50回北信越学生陸上競技選手権 4×400mR 決勝 04:05.9 10/20 

 

駅伝                   

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 大会名 タイム 日付 

今中 佐々木 土肥 藤田 原 飴野 二宮 男子第 43 回富山県クラブ対抗

駅伝競走大会 
 

2:19:02 
11/3 

栗田 古村 小縣 中島 澤田 加藤 松崎 2:28:28 

守内 水谷 福西 北野 門馬     
女子第 36回富山県クラブ対抗

駅伝競走大会 
1:24:43 11/3 
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2019年度 ランキング 

男子 

100m 

1 福島 聖 10.44 +1.4 北信越 IC 

2 西村 顕志 10.61 +1.9 富山大記録会 

3 木下 陽介 10.66 +1.5 北陸地区国立大学 

4 中田 隼也人 10.67 +1.3 七尾城山記録会 

5 串田 幹士 10.68 +1.3 富山県民体育大会 

6 仲盛 大志 10.71 +1.8 全日本医歯薬獣医 

7 池村 勇人 10.71 +1.9 七尾城山記録会 

8 小泉 佑真 10.76 +1.3 富山県民体育大会 

9 飛山 大河 10.90 +2.0 富山大記録会 

10 横谷 悠斗 10.90 +1.5 北陸地区国立大学 

200m 

1 福島 聖 21.53 +1.2 北信越 IC 

2 小泉 佑真 21.85 +0.6 北信越 CH 

3 池村 勇人 21.89 0.5 七尾城山記録会 

4 西村 顕志 21.92 +1.6 北信越 IC 

5 木下 陽介 21.94 +0.1 西日本医科学生 

6 串田 幹士 22.01 0.2 北陸選手権 

7 仲盛 大志 22.09 +2.0 北陸地区国立大学 

8 横谷 悠斗 22.54 +2.0 富山県選手権 

9 中田 隼也人 23.11 +2.0 七尾城山記録会 

10 二枚田 稜介 23.32 +1.8 小松市記録会 

400m 

1 仲盛 大志 48.10 
 

北信越 IC 

2 中田 隼也人 48.92 
 

北信越 IC 

3 西村 顕志 49.91 
 

富山大記録会 

4 小泉 佑真 50.04 
 

北信越 IC 

5 北村 颯士 50.34 
 

富山県民体育大会 

6 勝田 玲央 50.91 
 

北信越 CH 

7 二宮 秀 51.54 
 

富山県民体育大会 

8 二枚田 稜介 51.60 
 

富山カップ 

9 池嶋 大貴 51.86 
 

全日本医歯薬獣医 

10 大和 跳治郎 52.43 
 

富山大記録会 

800m 

1 二宮 秀 1:54.91 
 

北日本 IC 

2 北村 颯士 1:56.79 
 

富山県選手権 
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3 澤田 大輔 1:59.98 
 

富山県高校記録会 

4 加古 雄一 2:00.17 
 

富山県高校記録会 

5 大山 達哉 2:00.60 
 

富山県高校記録会 

6 永井 修太郎 2:02.14 
 

全日本医歯薬獣医 

7 杣田 銀史朗 2:04.87 
 

富山カップ 

8 野田 耕史 2:06.13 
 

富山県選手権 

9 勝田 玲央 2:06.21 
 

北信越 CH 

10 中村 哲也 2:06.53 
 

富山カップ 

1500m 

1 二宮 秀 3:59.53 
 

北陸選手権 

2 澤田 大輔 4:15.95 
 

北信越 IC 

3 瀧澤 蒼太 4:19.65 
 

北陸地区国立大学 

4 大山 達哉 4:24.14 
 

北信越 CH 

5 古村 岳大 4:26.51 
 

北陸地区国立大学 

6 野田 耕史 4:26.83 
 

小松市記録会 

7 栗田 祐輔 4:28.75 
 

小松市記録会 

8 若山 卓史 4:31.72 
 

西日本医科学生 

9 中島 海人 4:37.01 
 

全日本医歯薬獣医 

10 原 潤 4:37.77 
 

北陸地区国立大学 

5000m 

1 二宮 秀 15:26.98 
 

富山県中長距離記録会 

2 藤田 研太 15:32.84 
 

富山県中長距離記録会 

3 瀧澤 蒼太 15:57.36 
 

富山県中長距離記録会 

4 今中 涼真 16:02.33 
 

富山県中長距離記録会 

5 土肥 嵩己 16:03.45 
 

富山県中長距離記録会 

6 飴野 智大 16:17.58 
 

富山県中長距離記録会 

7 栗田 祐輔 16:28.72 
 

富山県中長距離記録会 

8 佐々木 優太 16:48.44 
 

富山県中長距離記録会 

9 小縣 克眞 17:08.96 
 

富山県中長距離記録会 

10 中島 海人 17:13.49 
 

北陸地区国立大学 

10000m 

1 二宮 秀 32:25.66 
 

駅伝選考北信越 

2 藤田 研太 33:02.42 
 

駅伝選考北信越 

3 今中 涼真 33:07.58 
 

北信越 CH 

4 土肥 嵩己 33:26.41 
 

北信越 CH 

5 瀧澤 蒼太 34:39.86 
 

駅伝選考北信越 

6 飴野 智大 34:50.32 
 

駅伝選考北信越 

7 原 潤 34:51.13 
 

北信越 CH 

8 栗田 祐輔 35:28.60 
 

駅伝選考北信越 
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9 古村 岳大 35:33.00 
 

駅伝選考北信越 

10 松﨑 正浩 36:50.03 
 

駅伝選考北信越 

110mH 

1 保里 風弥 14.70 +0.8 北日本 IC 

2 岡 寛二郎 15.11 +0.1 北信越 CH 

3 不破 光策 15.52 0.6 西日本医科学生 

400mH 

1 二枚田 稜介 57.07 
 

北信越 IC 

2 岡 寛二郎 58.06 
 

富山県選手権 

3 不破 光策 58.54 
 

西日本医科学生 

4 大和 跳治郎 59.22 
 

小松市記録会 

5 保里 風弥 1:01.73 
 

北信越 IC 

3000mSC 

1 藤田 研太 9:23.80 
 

第 49回北信越 CH 

2 飴野 智大 10:05.01 
 

第 49回北信越 CH 

3 佐々木 優太 10:49.19 
 

第 92回北信越 IC 

5000mw 

1 原 潤 29:40.06 
 

富山県民体育大会 

10000mw 

1 原 潤 56:06.35 
 

北信越 CH 

4×100mR 

1 飛山 大河 40.39 
 

北信越 IC 

西村 顕志 

福島 聖 

木下 陽介 

2 木下 陽介 40.43 
 

全日本 IC 

西村 顕志 

串田 幹士 

福島 聖 

3 飛山 大河 41.04 
 

北信越 IC 

西村 顕志 

串田 幹士 

木下 陽介 

4 田守 快生 41.34 
 

西日本医科学生 

濱 直志 

仲盛 大志 

木下 陽介 

5 飛山 大河 41.41 
 

富山カップ 

西村 顕志 
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串田 幹士 

横谷 悠斗 

4×400mR 

1 中田 隼也人 3:16.08 
 

北信越 IC 

小泉 佑真 

福島 聖 

仲盛 大志 

2 池村 勇人 3:17.82 
 

北信越 IC 

仲盛 大志 

小泉 佑真 

中田 隼也人 

3 勝田 玲央 3:19.18 
 

北陸選手権 

中田 隼也人 

小泉 佑真 

北村 颯士 

4 池村 勇人 3:20.69 
 

北信越 CH 

中田 隼也人 

二宮 秀 

加古 雄一 

5 大和 跳治郎 3:20.98 
 

北信越 CH 

仲盛 大志 

小泉 佑真 

北村 颯士 

走高跳 

1 二村 哲生 1m85 
 

北信越 IC 

2 鍛冶 優大 1m80 
 

七尾城山記録会 

3 難波 拓未 1m75 
 

北信越 IC 

4 丹保 宗一郎 1m45 
 

関西薬学生対校 

棒高跳 

1 加藤 将輔 2m60 
 

北陸地区国立大学 

走幅跳 

1 池村 勇人 6m94 +1.9 北信越 IC 

2 濱 直志 6m92 +0.9 北陸地区国立大学 

3 田守 快生 6m72 +1.5 北陸地区国立大学 

4 村松 隼 6m58 +1.7 北信越 IC 

5 横谷 悠斗 6m34 +1.6 七尾城山記録会 

6 難波 拓未 6m19 +1.9 北陸地区国立大学 

7 石塚 一輝 6m12 +0.8 富山カップ 

8 朴木 新 6m10 +0.2 七尾城山記録会 
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9 松浦 克拓 5m82 +0.4 全日本医歯薬獣医 

10 杉本 翔吾 5m42 +0.6 富山県高校記録会 

三段跳 

1 村松 隼 13.53 +1.0 富山県民体育大会 

2 難波 拓未 13.52 +2.0 北信越 IC 

3 横谷 悠斗 13.20 +1.5 北信越 IC 

4 大和 跳治郎 12.84 +1.2 富山県民体育大会 

5 大林 歩夢 12.41 +0.8 北信越 CH 

6 石塚 一輝 11.87 +0.2 北信越 CH 

7 鍛冶 優大 11.81 0.7 北信越 CH 

砲丸投 

1 竹内 漱汰 12m45 
 

北信越 CH 

2 渡辺 初明 7m61 
 

北陸地区国立大学 

円盤投 

1 丹保 宗一郎 18m25 
 

関西薬学生対校 

ハンマ投 

1 竹内 漱汰 41m40 
 

富山カップ 

やり投 

1 本田 涼太 65m59 
 

北陸選手権 

2 吉野 竜世 56m72 
 

富山県民体育大会 

3 青野 晃平 51m45 
 

北信越 CH 

4 小林 陽太 49m06 
 

北信越 IC 

5 丹保 宗一郎 34m93 
 

関西薬学生対校 

6 中島 海人 16m71 
 

関西薬学生対校 

十種競技 

1 吉山 慶太 5533 
 

第 92回北信越 IC 

2 朝熊 剛康 5225 
 

第 92回北信越 IC 

3 前山 明信 5186 
 

第 92回北信越 IC      

女子 

100m 

1 金田 華実 12.27 +0.3 北信越 IC 

2 宇埜 史歩理 12.42 +1.6 小松市記録会 

3 杉澤 美帆 12.46 +1.0 富山カップ 

4 下村 夏紀 12.57 +0.9 富山県民体育大会 

5 髙比良 弥紀 12.74 +1.1 北陸地区国立大学 

6 瀧 京奈 12.90 1.8 全日本医歯薬獣医 

7 新鞍 莉音 12.94 +1.1 北陸地区国立大学 

8 今 桃子 13.20 +0.3 富山県高校記録会 
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9 今西 詩織 13.54 1.9 関西薬学生対校 

10 佐野 梓 14.72 +1.1 北陸地区国立大学 

200m 

1 金田 華実 25.27 +1.4 北信越 IC 

2 杉澤 美帆 25.86 +1.4 北信越 IC 

3 宇埜 史歩理 26.14 +1.7 小松市記録会 

4 下村 夏紀 26.74 0.1 富山県選手権 

5 髙比良 弥紀 26.75 0.7 西日本医科学生 

6 今西 詩織 28.71 1.7 関西薬学生対校 

400m 

1 福西 里桜 1:01.67 
 

北陸地区国立大学 

2 新鞍 莉音 1:02.99 
 

富山大記録会 

3 佐野 梓 1:12.21 
 

関西薬学生対校 

800m 

1 福西 里桜 2:19.45 
 

北陸選手権 

2 志摩 彩美 2:35.49 
 

北陸地区国立大学 

3 水谷 玲那 2:40.27 
 

北陸地区国立大学 

1500m 

1 福西 里桜 4:58.46 
 

北信越 CH 

2 守内 美結 5:05.24 
 

全日本医歯薬獣医 

3 門馬 奈美 5:20.60 
 

北信越 IC 

4 志摩 彩美 5:27.02 
 

全日本医歯薬獣医 

5 北野 綾子 5:32.07 
 

北信越 CH 

6 田谷 まる美 5:51.18 
 

北信越 CH 

7 数井 悠果 6:02.79 
 

北陸地区国立大学 

3000m 

1 守内 美結 11:11.89 
 

富山県中長距離記録会 

2 門馬 奈美 11:46.63 
 

富山県中長距離記録会 

3 水谷 玲那 12:12.98 
 

全日本医歯薬獣医 

4 北野 綾子 12:37.81 
 

富山県中長距離記録会 

5 数井 悠果 13:19.92 
 

全日本医歯薬獣医 

5000m 

1 守内 美結 19:42.50 
 

北信越 CH 

2 門馬 奈美 20:11.08 
 

北信越 CH 

3 志摩 彩美 20:58.90 
 

駅伝選考北信越 

4 北野 綾子 21:01.78 
 

北信越 CH 

5 水谷 玲那 21:34.32 
 

駅伝選考北信越 

6 田谷 まる美 21:38.78 
 

駅伝選考北信越 

100mH 
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1 新鞍 莉音 15.56 +0.2 北信越 IC 

2 瀧 京奈 17.64 1.0 全日本医歯薬獣医 

400mH 

1 宇埜 史歩理 1:03.32 
 

富山県高校記録会 

2 新鞍 莉音 1:03.98 
 

北陸選手権 

3 今 桃子 1:06.48 
 

北信越 IC 

4 佐野 梓 1:20.12 
 

全日本医歯薬獣医 

5000mw 

1 水谷 玲那 28:11.16 
 

富山カップ 

10000mw 

1 水谷 玲那 58:41.97 
 

北信越 IC 

4×100mR 

1 下村 夏紀 47.69 
 

北信越 IC 

金田 華実 

宇埜 史歩理 

杉澤 美帆 

2 髙比良 弥紀 48.39 
 

富山カップ 

杉澤 美帆 

金田 華実 

宇埜 史歩理 

3 下村 夏紀 48.70 
 

富山カップ 

杉澤 美帆 

金田 華実 

宇埜 史歩理 

4 髙比良 弥紀 49.19 
 

富山県選手権 

宇埜 史歩理 

新鞍 莉音 

下村 夏紀 

5 髙比良 弥紀 50.01 
 

富山県選手権 

宇埜 史歩理 

新鞍 莉音 

下村 夏紀 

4×400mR 

1 今 桃子 3:56.71 
 

北信越 IC 

金田 華実 

宇埜 史歩理 

杉澤 美帆 

2 新鞍 莉音 4:04.86 
 

富山県選手権 

今 桃子 
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下村 夏紀 

福西 里桜 

3 新鞍 莉音 4:05.89 
 

北信越 CH 

今 桃子 

下村 夏紀 

福西 里桜 

4 福西 里桜 4:09.57 
 

富山県選手権 

下村 夏紀 

新鞍 莉音 

今 桃子 

5 高比良 弥紀 4:18.57 
 

全日本医歯薬獣医 

瀧 京奈 

志摩 彩美 

宇埜 史歩理 

走高跳 

1 鈴木 沙生 1m40 
 

北信越 IC 

2 今西 詩織 1m30 
 

関西薬学生対校 

3 水谷 玲那 1m15 
 

関西薬学生対校 

走幅跳 

1 宇埜 史歩理 5.77 +1.5 第 49回北信越 CH 

2 今西 詩織 4.50 +1.6 関西薬学生対校 

砲丸投 

1 田邉 千夏 11m44 
 

北信越 IC 

やり投 

1 田邉 千夏 43m29 
 

北陸選手権 

2 水谷 玲那 21m45 
 

関西薬学生対校 
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富山大学陸上競技部 OB・OG会会則 

 

第１章  総則 

第１条  本会は、富山大学陸上競技部 OB・OG会とする。 

第２条  本会は、会員相互の親睦を図り、富山大学陸上競技部の発展に寄与することを目的と

する。 

 

第２章  事業 

第３条  本会は、第２条の目的を遂行するために以下の事業を行う。 

１．会報、会員名簿等の刊行 

２．陸上競技部の活動のための支援 

３．その他、本会の目的に資する事業 

 

第３章  会員 

第４条  本会の会員の種別は次のとおりとする。 

１．正会員：富山大学陸上競技部に在籍し、富山大学を卒業又は終了した者 

２．準会員：富山大学陸上競技部に現在在籍している者 

第５条  正会員の年会費は 5,000円とする。準会員は当分の間、無料とする。 

第６条  会員は本会の会員名簿、会報等の刊行物の配布を受けることが出来る。ただし、会費

の滞納者については刊行物の発送を見送ることもある。 

 

第４章  役員 

第７条 １．本会に以下の役員を置く。 

会長（１名） 

副会長（若干名） 

理事（原則として各期約１名） 

常務理事（若干名） 

監事（２名） 

２．本会に顧問（若干名）を置くことが出来る。 

第８条 １．会長および副会長は、理事会の推薦により総会において決定する。 

２．理事は正会員の中から選出し、理事の互選により常務理事を選出する。 

３．監事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。 

第９条  役員の任期は、２カ年とする。その期間は改選年の総会終了時より、次期改選年の総

会終了までとする。役員の再選はこれを妨げない。 

 

第５章  会議 

第１０条  本会の会議は総会、理事会および常務理事会とする。 
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第１１条  総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。 

１．会長、副会長、理事の選出 

２．事業報告および収支決算 

３．事業計画および収支予算 

４．会則および諸規定の改正 

５．その他の重要事項 

第１２条 １．理事は、理事会を構成する。 

２．理事会は会長が必要に応じて招集する。 

３・常務理事会は、会長、副会長、常務理事、監事をもって構成し、会務の重要事

項を審議し、本会運営の責にあたる。 

第１３条  各会議の議事は、出席者の過半数をもって決定される。 

 

第６章  会計 

第１４条  本会の経費は次の収入により支出する。 

１．会員の会費 

２．その他 

第１５条  本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月末日とする。 

 

第７章  事務局 

第１６条  本会の会務を遂行するため会長は、事務理事会の議を経て会員の中から若干名の事

務局幹事を委嘱し、事務局を構成する。 

第１７条  本会の本部事務局は当分の間以下に置く。 

住所 〒9308885 

富山県富山市五福 3190 

富山大学教育学部 福島洋樹研究室内 

富山大学陸上競技部 OB・OG会事務局 代表 

福島洋樹 

℡ 0764456321 

 

附則１  この会則は 1999年 5月 16日より施行される。 
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～編集後記～ 

 

 今年度も無事、部報が完成いたしました。ご寄稿くださった福島部長、部員の皆様、そして編集に

ご協力くださった皆様に厚くお礼申し上げます。 

 今年度の部報は、春秋の北信越 IC出場者だけでなく、部員全員から１年間の活動や陸上競技人生

を振り返っていただきました。さらに、富山大学陸上競技部のホームページにて公開いたしました

ので、多くの方に富山大学陸上競技部を知っていただければ幸いです。 

 本競技部では、昨年以上に広報活動に力を入れています。引き続き SNS 等で練習風景やメニュー

を発信することに加え、新しく各ブロックのホームページも作成しました。ぜひご覧になってみて

ください。 

そして、私達がこのようにして陸上競技に打ち込めるのも OB や OG の皆様の理解ある御支援の下

であることに感謝し、より一層の充実した活動を進めてまいります。 

また、5 月 9・10日には北信越 ICが開催されます。是非とも足をお運びになって、お声をかけい

ただけたら幸いです。2020年シ-ズンの富山大学陸上競技部の活躍に是非とも御期待ください。 

（田邉 千夏） 
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