
平成 28年度 体協ニュース 

 

1,780名参加の最後の髙・日ロードレース大会で日本記録樹立！（マスターズ） 

 

平成 28 年 10 月 16 日（日）秋晴れの下、第 41 回高島平・日刊スポーツロードレース大会が、

日本陸上競技連盟公認の高島平 5km周回コースで開催されました。 

朝 7時の時点では気温 14℃と肌寒い空気でしたが、好天に恵まれ、最初の 5kmの部がスタート

する頃には気温が 17℃まで上がりました。湿度も 51% と絶好のランニング日和。まず先陣を切っ

て、高校生も数多く走る 5km の部です。午前 8 時 30 分に、坂本板橋区長の号砲の下、スタート

が切られ、わずか 1周のスピード勝負が開始されました。その 12分後、続いて板橋区体育協会の

下田会長がスタートピストルを手に、10kmの部のスターターを務めました。10kmの部は、一般

参加が主力を占める中、こちらも 2周回と短いレース、先頭には大学生も混じり、激しい位置争い

をしながらレースが始まりました。 

スタートから 10 数分で決着のつく 5km を制したのは、一般男子の部で参加の嶋崎 啓太選手

（青梅市役所）でした。女子 5kmは、同士討ちを制した西山 路佳選手が（コモディイイダ）1位

を手にしました。 

10kmの部は 1周目を先頭集団に着けていた、警視庁の佐藤達也選手がゴールテープを切りまし

た。女子 10kmでは AC・AKITAの山口遙選手が貫録の 3連覇、独走でした。 

いよいよメインイベントの 20km レースでは、今年も招待選手として

川内優輝選手、井上実乃里選手に参加を頂き盛り上げて頂きました。

20kmスタート時点では気温 19度、湿度 46%。やや暑さを感じましたが、

選手の熱気がさらにその気温を押し上げたようです。 

川内選手を先頭に総勢 868 名が 20km 先のゴールをめざしスタート。

箱根駅伝も走る大学生の数多くの参加、一般参加でも実力者ぞろいの本

レース。1周目からレースを引っ張る、ガンドゥ・ベンジャミン選手（モ

ンテローザ）がそのままペースを維持して、ゴールテープを切りました。

59 分 36 秒と 1 時間を切る好タイム。女子の部は、綾部しのぶ選手
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（DreamAC）が制しました。 

ゲスト参加の川内選手は、今年は 3 番目でゴールとなりましたが、レ

ース後には大会に参加した学生ランナー等と握手や、記念写真、サイン

など快く応じて頂きました。「高速レースの練習になった。」と川内選手

も言うとおり、本レースは制限時間のきつい実力者ぞろいのレース。こ

の大会を目指すランナーも多かったようですが、残念ながら諸事情によ

り本年を最後に大会は終了することとなりました。 

レース開催に当たりましてご協力頂きました地元の皆様はじめ協賛企

業、高島平警察署、志村消防署、板橋区スポーツ推進委員協議会、関連

各団体、関係役員の皆様に感謝申し上げます。 

 

 日本記録達成！ 10kmの部 40歳代・50歳代の部 

男子 10km40 歳代、50 歳代のトップ選手の記録が、日本マスターズ陸上競技連合の日本記録を破

ったようです！おめでとうございます！周りの実力選手に刺激されたのでしょうか！ 

 

各クラスの結果は以下の通りです。 

 

20Km（9:50スタート）    

＜登録大学男子＞    

塩尻 和也 順天堂大学 59:36 

西澤 卓弥 順天堂大学 59:48 

作田 直也 順天堂大学 1:00:20 

＜登録男子＞    

ＢＥＮＪＡＭＩＮ モンテローザ 59:17 

梶原 有高    59:52 

森橋 完介 ラフィネ  1:01:43 

＜登録女子＞    

綾部 しのぶ ＤｒｅａｍＡＣ 1:15:56 

廣瀬 光子 東京ＷＩＮＧＳ 1:16:16 

下村 紫織 コモディイイダ 1:17:58 

＜一般男子＞    

小越 淳村 井田小学校 1:13:43 

橋本 健太郎 ＫＫスポーツ 1:14:31 

森 貴哉    1:14:41 

＜一般女子＞ 

長谷川 奈々 高島平走友会 1:20:08 

新井 芳子 モンテローザ 1:31:19 

伊東 弥生 ニッポンランナ 1:32:42 

    

10Km（8：42スタート）    

＜男子 39歳以下＞    



佐藤 達也 警視庁  29:29 

牛山 純一 信州最速ＰＪＴ 29:32 

松田 憲彦 警視庁  29:34 

＜男子 40歳代＞    

赤間 順一 埼玉石川眼科 32:26 

和田 孝司 多摩川クラブ 32:38 

星 正幸 甲斐市陸協 33:17 

＜男子 50歳代＞    

福田 健 おごせ石川眼科 33:37 

高田 和義 ＴＫＤ－ＢＲＣ 34:56 

千葉 公介 ＡＣさゆちゃん 35:33 

＜男子 60歳以上＞    

小泉 憲司 どんぐり  38:43 

小野 春彦 神奈川県庁 38:51 

植草 輝和 植草水産  39:15 

＜一般女子＞    

山口 遥 ＡＣ・ＫＩＴＡ 36:11 

善見 聖子    37:46 

角田 麻美 ＮＥＣ府中 38:17 

    

5km（8:30スタート）    

＜一般男子＞    

嶋崎 敬太 青梅市役所  15:06 

吉田 伸明 創価大学   15:14 

川市 哲也 太陽ホールディングス 15:16 

＜高校男子＞    

佐藤 力也 東京城北   15:11 

吉永 澪希 駒澤大学高等学校  15:22 

二階堂 真大 東京城北   15:25 

＜高校女子＞    

望月 琉愛 錦城学園高校 16:34 

持丸 美佐子 錦城学園高校 16:43 

角田 寧々 錦城学園高校 16:57 

＜一般女子＞    

西山 路佳 コモディイイダ 17:18 

倉澤 ありさ コモディイイダ 17:52 

岸田 美香 コモディイイダ 18:04 

 

 


