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GKU 競技会

ピックアップ選手

高校生や実業団選手も多数参加し、雰囲気の良い競技会として好評です!
夏にはサマーナイト競技会として涼しい時間帯から開催します。

佐々木 秀斗（2019年入学）
ハンマー投 65m18㎝
U20日本選手権優勝
（安城学園高校出身）

白木 七星（2018年入学）
ハンマー投 56m96㎝
日本学生個人選手権3位
（市立岐阜商業高校出身）

早川 龍斗（2019年入学）
800m 1分50秒45
日本学生個人選手権3位
（関商工高校出身）

村上 霞茉（2018年入学）
走幅跳 7m71㎝
全日本インカレ６位
（霧多布高校出身）

小林 聖（2018年入学）
走幅跳 6m16㎝
日本グランプリ3位
（駿河総合高校出身）

小川 エンリケ（2020年入学）
走高跳 2m11㎝
全日本インカレ出場
（亀山高校出身）

塚原 星来（2020年入学）
100ｍ 10秒42
全日本インカレ出場
（関商工高校出身）

藤田 知和（2020年入学）
100ｍ 10秒52
全日本インカレ出場
（四日市四郷高校出身）

筒井 慈虎（2020年入学）
10種競技 6074点
走高跳
2m01cm
（玉野光南高校出身）

地域貢献活動

地域の小学生からアマチュア選手としてご活躍される方々まで、みんなでともに長く続けられるスポーツ交流を目指します。

Official Page
gku-rikujyou.com

Instagram

Twitter

ID: gifukyoritsu.tf

Facebook

@gku_riku

facebook.com/gku.riku

● 経済学部 経済学科 / 公共政策学科
● 経営学部 情報メディア学科 / スポーツ経営学科
＜北方キャンパス＞〒503-8550 岐阜県大垣市北方町5-50
＜西之川キャンパス＞〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1-109

● 看護学部 看護学科
● 大学院

TEL.0584-77-3510

● 留学生別科

FAX.0584-77-3512

GIFU KYORITSU UNIVERSITY

GIFU KYORITSU UNIVERSITY TRACK&FIELD

岐 阜 協 立 大 学 陸 上 競 技 部 にはあなたの 夢を実 現できる環 境 がある！

Athletic Facilities

4 種公認全天候型陸上競技場の 400m トラック

跳躍ピット

（砂場ピット ×3、棒高跳ピット ×1、走高跳ピット ×1）

過去5年間の全国大会での実績
全日本インカレ

女子走幅跳4位、男子やり投5位、男子ハンマー投5位、男子走幅跳6位、
男子ハンマー投7位、男子やり投8位、男子走幅跳8位、女子走幅跳8位

日本学生個人選手権

男子走幅跳準優勝、男子800m3位、女子ハンマー投3位、男子400m4位、
男子やり投4位、女子走幅跳4位、男子ハンマー投7位、男子ハンマー投8位

U20日本選手権

男子ハンマー投優勝、男子走幅跳4位、女子ハンマー投6位

日本グランプリ

女子走幅跳3位、女子走幅跳8位(2回)

プロフィール
部 員 数 ： 122名 (男102名、女20名)

活動日時 ： 月、火、金
16:30〜19:00
水
15:00〜18:00
土、祝日、長期休暇 9:00〜12:00
入 部 金：
部

20,000円
費 ： 年間 25,000円

投擲ピット

（投擲用ゲージ ×2、砲丸投サークル ×1、
やり投ピット ×1）

COACHING STAFF
GM兼コーチ

目標に挑戦し続けた

その先に
本当のゴールがあり
また本当のスタートが
見えてきます

監督

田中 透
ハンマー投 アジア選手権日本代表
ハンマー投 日本選手権準優勝
投擲ブロック担当

大学で陸上競技を続けるということは、今まで以上に周
りの支援やサポートが必要になってきます。練習は楽し
いことばかりではなく辛いことの方が多い。遠征費など
競技でかかる費用や、下宿する人は生活費等が必要で確
実に親御さんの支援や周りの支えが必要になる。
それでも大学で競技をやりたいという覚悟を持った人が
大学で競技をする資格があると考えています。そのため
大学での目標はすごく大事になってきます。4年間自分
の決めた目標から目を逸らさず逃げないこと。目標に挑
戦し続けたその先に、本当のゴールがあり、また本当の
スタートが見えてきます。我々、岐阜協立大学陸上競技
部スタッフはそのような選手を求めており、またその目
標達成のため全力でサポートします。

河村 道彦
100m 日本選手権 7 位
200m 日本選手権優勝
短距離ブロック担当

コーチ

松原 瑞貴
走幅跳 全日本実業団優勝
走幅跳 日本学生個人優勝
跳躍、女子ブロック担当

卒業生の主な進路

コーチ

久我 アレキサンデル
800m ペルー選手権優勝
800m 日本選手権 7 位
中距離ブロック担当

トレーナー

森 一浩

東 魁輝

石倉 南斗

川満 健太

藤本 峻介

水野 舞音

NTN㈱
NTN㈱
味の素AGF㈱
三重県南部自動車学校
㈱杏林堂薬局
(伊勢工業高校出身) (新潟産業大学附属高校出身) (那覇西高校出身) (伊勢工業高校出身) (菊川南陵高校出身)

山田 晃広
㈱大垣共立銀行
（市立岐阜商業高校）

川野 伶奈

古川 竜之介

平子 侑

しずおか焼津信用金庫
宮崎銀行
日本生命保険
(宮崎商業高校出身) (常葉大学附属橘高校出身) (浜松商業高校出身)

城代 拓馬

野原 幹汰

警察官
(塔南高校出身)

警察官
(県立岐阜商業高校出身)

宇治 和希

種村 隼介

岐阜バランス整骨院
柔道整復師
日本陸上競技連盟医事部会トレーナー
岐阜県陸上競技国体代表トレーナー

トレーナー

櫛田 善輝
整骨院カラダノアトリエ
柔道整復師
日本陸上競技連盟医事部会トレーナー
岐阜県陸上競技国体代表トレーナー

岸本 貴司

平良 さき

警視庁
警視庁
（滋賀学園高校出身） （中部商業高校出身）

江南 良浩

南方 斗喜

佐藤 朋子

消防士
(敦賀気比高校出身)

消防士
(和歌山北高校出身)

消防士
(美濃加茂高校出身)

冨田 瑞海

西口 大樹

野本 祐成

中学校教員
中学校教員
岐阜県スポーツ協会
(高松北高校出身) （伊勢工業高校出身） (八幡浜高校出身)

山岡 圭
スポーツトレーナー
（高知農業高校出身）

幼児体育指導者 スポーツスクール事業
（香川西高校出身） (大阪高校出身)
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