
 

第５９回 東日本実業団陸上競技選手権大会 

実施日 ： ５月２０日（土）～２１日（日）会場：秋田県営陸上競技場 

 

【レポート】第１日目：５月２０日（土）天候：快晴 

出場種目・出場者・リザルト  ： １００００ｍ 

 

 

 

                      

    

 

      前をひたすらに追う石原  

  

     必至のスパートでゴールする石原 

RESULT 石 原 

出場組 1 組（全 2 組） 

10000m 3１'１１"５0 

順位 ２２位/３０人中 



 
【レポート】第２日目：５月２１日（日）天候：快晴 

出場種目・出場者・リザルト ： ３０００ｍＳＣ 

３０００ｍＳＣで一昨年の選手権者の平塚が準優勝！！ 

 

 

 

 

 

 

     

              優勝した神選手（北星病院）との表彰式 

 

        

                      ﾃﾞｯﾄﾞﾋｰﾄを繰り広げる平塚 

RESULT 平 塚 

出場組 決勝 

3000m 9'07"35 

順位 2 位/9 人中 



 
    

【レポート】第２日目：５月２１日（日）天候：快晴 

出場種目・出場者・リザルト ： ５０００ｍ 

 

 

 

 

 

 

   

先頭集団でゴールする小原・八木沢 

        

        東日本実業団選手権、初出場の渡辺（新人）           

RESULT 小  原 八 木 沢 渡 辺 

出場組 1 組（全 3 組） 1 組（全 3 組） 2 組（全 3 組） 

5000m 14'49"83 14'50"81 15'26"52 

順位 4 位/23 人中 6 位/26 人中 28 位/28 人中 



 
 

【総 括】 

   東北地方で行われる大会となり、暑さは無縁かと予想されましたが、2 日間とも快晴

の天気に恵まれ、夏本番を思わせる強い日差しの中でレースが繰り広げられました。 

大会初日の 10000m（タイムレース１組目（全 2 組））に出場した石原は、いつも通

り冷静にレースを進めるものの、厳しい暑さの中、いつもの粘り強い走りが少し影を薄

め 31 分台でのゴールとなりました。  

大会2日目の3000ｍＳＣ決勝に出場した平塚は、一昨年の当種目選手権覇者であり、

序盤から積極的に先頭を走りましたが、最後の 1000m で身体が固まってしまい、先頭

を譲るも最後まで粘り切り、見事準優勝を獲得しました。この種目、昨年の佐野の準優

勝も含め、当陸上部は 3 年連続の入賞となりました。 

続いて 5000m にはタイムレース 1 組目（全 3 組）で、ここ最近調子を上げてきた 

小原、八木沢が出場し、終始先頭集団でレースを組み立て、4 位（小原）と 6 位（八木

沢）の上位でゴールとなりました。  

タイムレース 2 組目に出場した新人の渡辺は、直前に体調を崩すなどのアクシデント

に見舞われ、本来の走りとは、ほど遠い結果となりましたが、これを糧に次のレースで

の奮起に期待したいと思います。 

   尚、3000mSC の平塚が、全国大会への出場資格を獲得し、９月に大阪にて開催の全

日本実業団対抗選手権大会に出場予定となります。 

  最後になりましたが、本大会におきまして、当日現地まで応援に駆けつけていただ

きました皆様に、あらためまして、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

  今後とも、皆様の温かいご声援を宜しくお願い致します。 

以  上 



男子3000mSC 決勝 男子5000m タイムレース1組 男子5000m タイムレース2組 男子10000m タイムレース1組
順位 記録 選手 所属 順位 記録 選手 所属 順位 記録 選手 所属 順位 記録 選手 所属

1 09:02.9 神 直之 北星病院 1 14:41.9 河野 孝志 ルートイン 1 14:19.7 門田 浩樹 カネボウ 1 29:33.0 池田 紀保 プレス工業

2 09:07.4 平塚 祐三 新電元工業 2 14:47.7 徳永 照 日清食品グループ 2 14:27.9 鴇澤 駿介 埼玉医科大職 2 29:37.3 佐々木 寛文 日清食品グループ

3 09:25.4 熊谷 光 ラフィネグループ 3 14:49.1 山崎 泰弘 NTT東京 3 14:28.8 槻澤 翔 警視庁 3 29:41.0 我那覇 和真 日清食品グループ

4 09:52.7 大野 紘崇 東京消防庁 4 14:49.8 小原 大輔 新電元工業 4 14:30.9 金尾 圭祐 サンベルクス 4 29:55.9 門田 浩樹 カネボウ

5 10:16.0 渡邉 翔太 日立（男子） 5 14:50.4 赤平 大輔 プレス工業 5 14:31.2 木田 貴大 コモディイイダ 5 29:59.6 西澤 佳洋 小森コーポ

6 10:41.2 野上 善弘 MKPJT 6 14:50.8 八木沢 直也 新電元工業 6 14:31.7 渡邉 清紘 NDソフト 6 30:02.2 山﨑 翔太 ヤクルト

7 10:42.8 野村 顕弘 三春町役場 7 14:52.6 土田 純 コモディイイダ 7 14:33.1 的場 亮太 小森コーポ 7 30:03.8 大西 亮 プレス工業

8 10:49.7 赤平 航 湯沢雄勝陸協 8 14:53.6 山田 雄喜 コモディイイダ 8 14:36.0 児玉 雄介 コモディイイダ 8 30:07.8 森 湧暉 八千代工業

9 10:56.9 小口 圭祐 高翔企画 9 14:54.4 天野 誠也 自衛隊体育学校 9 14:37.2 大西 淳貴 サンベルクス 9 30:13.7 田代 一馬 日立物流

— DNS 北原 弘司 Builder Japan 10 14:56.3 金塚 洋輔 上山市役所 10 14:37.4 山下 侑哉 サンベルクス 10 30:20.4 稲田 翔威 コトブキヤ

— DNS 齋藤 雄太郎 信金中央金庫 11 14:58.0 大貫 陽嵩 パナソニック 11 14:38.1 山口 弘晃 埼玉医科大職 11 30:21.7 加藤 德一 ヤクルト

— DNS 伊藤 弘毅 アサヒGHD 12 15:05.2 髙木 祐作 自衛隊体育学校 12 14:39.2 阿部 竜巳 小森コーポ 12 30:30.7 千田 洋輔 日立物流

※DNS…欠場 13 15:07.2 金子 晃裕 コモディイイダ 13 14:40.5 長谷川 令 コニカミノルタ 13 30:32.0 川村 駿吾 プレス工業

14 15:12.7 佐藤 晃章 コモディイイダ 14 14:42.1 白吉 凌 富士通 14 30:33.0 木田 貴大 コモディイイダ

15 15:18.7 小林 光二 SUBARU 15 14:44.7 稲毛 悠太 プレス工業 15 30:40.6 児玉 雄介 コモディイイダ

16 15:29.6 三郷 一輝 佐倉AC 16 14:45.7 小針 旭人 NDソフト 16 30:50.6 五郎谷 俊 コモディイイダ

17 15:55.9 丸尾 尚史 NDソフト 17 14:46.4 川上 遼平 カネボウ 17 30:51.5 郡司 貴大 小森コーポ

18 15:58.1 大谷 宗平 JR東日本 千葉 18 14:47.3 森橋 完介 ラフィネグループ 18 30:52.3 森谷 修平 山形市役所

19 16:05.9 恋塚 斗貴 ホクレン 19 14:47.5 上手 慶 NDソフト 19 30:54.4 櫻井 一樹 NDソフト
20 16:11.6 中里 綾介 JP日本郵政G東京 20 14:52.6 合田 佳功 NTT東京 20 30:58.1 金子 晃裕 コモディイイダ

21 16:17.5 金野 人史 吉崎倶楽部 21 14:55.9 小板橋 海渡 コニカミノルタ 21 31:05.3 山田 雄喜 コモディイイダ

22 16:41.0 杉山 阿土 日立（男子） 22 14:56.5 工藤 隼人 NDソフト 22 31:11.5 石原 洸 新電元工業

23 17:40.0 神山 航 第三企画 23 14:59.5 五郎谷 俊 コモディイイダ 23 31:19.9 坂本 智史 プレス工業

— DNS 佐藤 寛才 小森コーポ 24 15:00.9 青木 達哉 NDソフト 24 31:33.3 土田 純 コモディイイダ

— DNS 水戸 周平 サンベルクス 25 15:06.5 宮本 甲斐 コモディイイダ 25 31:33.9 兼子 侑大 NDソフト
— DNS 津志田 静也 サンベルクス 26 15:07.4 神 直之 北星病院 26 31:37.9 佐藤 晃章 コモディイイダ

— DNS 大蔵 孝典 サンベルクス 27 15:16.1 佐藤 辰準 警視庁 27 31:38.9 宮本 潤 自衛隊体育学校

— DNS 畔柳 揮 埼玉医科大職 28 15:26.5 渡辺 瑠偉 新電元工業 28 31:50.2 柿本 昇忠 自衛隊体育学校

— DNS 古川 敬祐 日清食品グループ — DNS 大橋 秀星 ラフィネグループ 29 32:26.2 渡邉 克則 コモディイイダ

— DNS 牧 良輔 SUBARU — DNS 髙木 登志夫 DeNA 30 32:39.3 今枝 光 自衛隊体育学校

— DNS 山本 航平 サンベルクス — DNS 遠藤 清也 NDソフト — DNF 西村 知修 ヤクルト

— DNS 荒川 諒丞 サンベルクス — DNS 廣末 卓 日清食品グループ — DNS 千葉 一慶 八千代工業

— DNS 西園 颯斗 プレス工業 — DNS 上村 純也 SUBARU — DNS 甲斐 翔太 八千代工業

— DNS 中野 正人 日立（男子） — DNS 松本 流星 新電元工業 — DNS 金森 寛人 小森コーポ

— DNS 大和久 貴裕 JR東日本 千葉 — DNS 赤澤 健太 プレス工業 — DNS 内田 昌寛 プレス工業

— DNS 座間 保成 JR東日本 千葉 — DNS 森谷 修平 山形市役所 — DNS 福士 優太朗 ヤクルト

※DNS…欠場 — DNS 植松 蓮 プレス工業 — DNS 佐久間 祥 小森コーポ

※DNS…欠場 — DNS 阿部 竜巳 小森コーポ

— DNS 佐藤 寛才 小森コーポ

— DNS 蛯名 聡勝 小森コーポ

— DNS 松原 啓介 サンベルクス

— DNS 石村 英幸 JP日本郵政G東京
— DNS 油布 郁人 富士通

— DNS 山田 翔太 プレス工業

— DNS 村山 徳宏 八千代工業

※DNS…欠場
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