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大会名 氏　名 大学名 走行距離（km） 順位 記　録 備　　考

1回大会 三浦　彌兵 早稲田大 25 3 2.03.13.

16回大会 常松　　喬 文理科大 25 11 1.53.14.

17回大会 常松　　喬 文理科大 25 4 1.43.02.

18回大会 常松　　喬 文理科大 25 8 1.41.08.

35回大会 宍戸　英頸 東洋大 25 5 1.30.36.

36回大会 宍戸　英頸 東洋大 25 3 1.30.56.

37回大会 宍戸　英頸 東洋大 25 3 1.28.29.

39回大会 菊地　　肇 東農大 25 13 1.39.19.

41回大会 猪腰　嘉勝 国士大 25 3 1.26.11.

42回大会 猪腰　嘉勝 国士大 23.5 5 1.20.38.

43回大会 猪腰　嘉勝 国士大 20.9 2 1.14.29.

47回大会 大花　　務 国士大 20.9 2 1.15.01.

47回大会 畑中　忠夫 大東大 20.9 14 1.25.22.

48回大会 大花　　務 国士大 20.9 5 1.16.56.

48回大会 小池　康雄 拓殖大 20.9 ９ 1.19.37.

49回大会 久保　良知 中央大 29.9 14 1.27.00.

50回大会 吉田　　親 中央大 20.9 7 1.19.02.

50回大会 長谷川幸哉 専修大 20.9 14 1.21.53.

51回大会 長谷川幸哉 専修大 20.9 15 1.30.21.

52回大会 佐藤　　悟 中央大 20.9 2 1.16.40.

52回大会 坂内　庄一 専修大 20.9 14 1.27.22.

53回大会 下重　庄三 国士大 20.9 15 1.19.58.

60回大会 大八木弘明 駒沢大 20.9 1 1.12.41.

69回大会 小林　　修 早稲田大 20.9 7 1.15.31.

70回大会 小林　　修 早稲田大 20.9 6 1.14.59.

71回大会 小林　　修 早稲田大 20.9 5 1.14.51.

76回大会 相楽　　豊 早稲田大 20.9 11 1.15.27.

81回大会 今井　正人 順大 20.9 1 1.09.12. 金栗三四杯受賞・区間新記録

82回大会 今井　正人 順大 23.4 1 1.18.30. 距離変更。金栗三四杯受賞

83回大会 今井　正人 順大 23.4 1 1.18.05. 金栗三四杯受賞

84回大会 安西　秀幸 駒沢大 23.4 2 1.19.38

85回大会 柏原　竜二 東洋大 23.4 １ 1.17.18. 金栗三四杯受賞・区間新記録

85回大会 星　　創太 駒沢大 23.4 ７ 1.21.12.

85回大会 高宮　祐樹 城西大 23.4 21 1.25.25.

86回大会 柏原　竜二 東洋大 23.4 1 1.17.08. 金栗三四杯受賞・区間新記録

86回大会 高橋　賢人 大東大 23.4 16 1.26.16.

87回大会 柏原　竜二 東洋大 23.4 1 1.17.53.

87回大会 猪俣　英希 早稲田大 23.4 9 1.21.14.

88回大会 柏原　竜二 東洋大 23.4 1 1.16.39. 金栗三四杯受賞・区間新記録

箱根駅伝5区（山上り）本県選手の歴史

※注／「金栗三四杯」は「日本マラソンの父」といわれた金栗三四氏の功績を讃え、第80回大会から新設された最優秀選手
賞。最も優秀な記録を出した選手に授与されるもので、本県からは今井選手と柏原選手が、ともに3回ずつ受賞している。な
お、一覧表は本誌の調査によるものです。

駅伝王国ふくしま2013_資料編.indd   51駅伝王国ふくしま2013_資料編.indd   51 2013/01/07   14:57:532013/01/07   14:57:53



52

●●●資 料 編

番号 氏　　名 大学名 高校名 出場年 出場回数 備　　考
1 三浦　彌平 早稲田 旧・白石中学（宮城県） 大9年 1回 伊達郡梁川町出身

2 常松　　喬 東京文理科 福島師範 昭10・11・12・13年 4回 岩瀬郡天栄村出身・宮城陸上競
技協会元会長

3 鈴木　勝枝 東京文理科 福島師範 昭14・15年 2回 福島陸上競技協会元会長
4 服部　利夫 日本体育 郡山商業 昭28・29・30・31年 4回
5 須藤　昭夫 明　治 安　達 昭29年 1回
6 上村　清芳 専　修 安　積 昭30・31・32・33年 4回
7 泉田　　公 法　政 双葉農業（現・双葉翔陽） 昭33・34・35・36年 4回
8 宍戸　英顕 東　洋 磐城農業 昭34・35・36・37年 4回
9 阿部　正臣 東京学芸 磐　城 昭34・35・36年 3回
10 工藤　良平 東京教育 磐　城 昭36・37・38・39年 4回
11 松本　孝夫 東　洋 学法福島 昭36・38年 2回
12 菊地　　肇 東京農業 白　河 昭36・37・38・39年 4回
13 関根　洋二 法　政 双葉農業（現・双葉翔陽） 昭37・38・39・40年 4回
14 猪腰　嘉勝 国士舘 日大東北 昭39・40・41・42年 4回 福島駅伝後援会副会長
15 渡部　　力 中　央 若松商業 昭40・41・42年 3回
16 古川　道郎 法　政 川　俣 昭41・42年 2回 福島駅伝後援会会長（川俣町長）
17 猪腰　義雄 大東文化 郡山工業（現・郡山北工） 昭43年 1回
18 大花　　務 国士舘 日大東北 昭44・45・46・47年 4回
19 畑中　忠夫 大東文化 福島工業 昭44・45・46年 3回
20 越尾　咲男 日本体育 川　口 昭45年 1回 福島駅伝後援会幹事
21 安田　　亘 大東文化 日大東北 昭45・46・47・48年 4回 東京薬科大学陸上競技部監督
22 柴野　照夫 東京教育 磐　城 昭45・46・47・48年 4回
23 吉田　政勝 東京教育 磐　城 昭46・47・48・49年 4回
24 尾形　　清 大東文化 福島工業 昭46年 1回
25 猪俣　善典 国士舘 日大東北 昭46・48年 2回
26 佐藤　芳博 国士舘 福島工業 昭46・47年 2回
27 大花　弘美 中　央 日大東北 昭47・48・49・50年 4回
28 久保　良知 中　央 田　村 昭48 1回
29 小池　康雄 拓　殖 若松商業 昭47・49年 2回
30 鈴木　至広 拓　殖 川　俣 昭47・49年 2回
31 吉田　　親 中　央 田　村 昭47・48・49年 3回
32 佐藤　　悟 中　央 日大東北 昭48・49・51年 3回
33 渡邉　　光 駒　澤 田　村 昭49・50・51・52年 4回
34 長谷川幸哉 専　修 福島商業 昭49・50・51・52年 4回
35 渡邉　　要 駒　澤 田　村 昭50・51・52・53年 4回
36 坂内　庄一 専　修 若松商業 昭51・52・53・54年 4回
37 橋本　義仲 中　央 日大東北 昭51・52・53・54年 4回
38 石山　正男 中　央 若松商業 昭51・52・53・54年 4回
39 下重　庄三 国士舘 学法石川 昭52・53・54・55年 4回 国士舘大学陸上競技部駅伝監督
40 箱崎　公平 順天堂 平工業 昭52年 1回
41 八巻　源一 拓　殖 福島農蚕（現・福島明成） 昭52・53・54・55年 4回
42 星　　善一 中　央 会津工業 昭53・54・55・56年 4回
43 望月　明義 大東文化 日大東北 昭54・55年 2回
44 鈴木　良則 拓　殖 福島商業 昭54・55・57年 3回
45 五十嵐陽一 日　本 日大東北 昭54・55年 2回
46 宗像　　寛 日　本 田　村 昭55・56・57年 3回
47 渡部　敏久 東京農業 会津工業 昭55年 1回

48 吉田　富男 順天堂 ※ 昭55・57年 2回 ※いわき市（三和中学）出身・
　しまむら女子陸上競技部監督

49 宍戸　浩司 拓　殖 福島工業 昭56・57年 2回
50 松井　　修 拓　殖 福島商業 昭56・57年 2回
51 大島　浩光 中　央 会津工業 昭56・57・58年 3回
52 伊藤　重幸 東京農業 会津農林 昭57年 1回
53 黒沢　忠直 拓　殖 川　俣 昭57・59年 2回
54 桑原　達治 専　修 双　葉 昭58・59・60年 3回
55 佐藤　靖弘 専　修 岩瀬農業 昭58・59・60・61年 4回
56 佐久間伊一 大東文化 田　村 昭58・59・60年 3回
57 山田　　健 国士舘 日大東北 昭58・59年 2回
58 斎藤　悟至 法　政 安　達 昭56・58年 2回

箱根駅伝本県出場者

（資料提供・福島県駅伝後援会）
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番号 氏　　名 大学名 高校名 出場年 出場回数 備　　考
59 稲葉　智正 拓　殖 原　町 昭59年 1回
60 西沢　久幸 拓　殖 福島工業 昭59年 1回
61 大八木弘明 駒　澤 会津工業 昭59・60・61年 3回 駒澤大学陸上競技部監督
62 笠間三四郎 日　本 日大東北 昭59・60・61・62年 4回 亜細亜大学陸上競技部監督
63 畑中　良介 順天堂 双　葉 昭61・62・64年 3回 福島陸上競技協会駅伝部部長
64 三浦　武彦 順天堂 安　達 昭62・63・64年 3回 福島陸上競技協会総務部長
65 佐久間利次 大東文化 田　村 昭62・63年 2回
66 大関　勇一 東京農業 会津農林 昭62 1回
67 東崎　永孝 中　央 若松商業 昭63・64・平3 3回
68 紺野　　浩 順天堂 日大東北 平3年 1回
69 大越　元昭 順天堂 福島東 平3年 1回
70 小林　　修 早稲田 白　河 平4・5・6・7年 4回
71 鈴木　康文 順天堂 会　津 平5・6・7年 3回
72 佐瀬日出夫 筑　波 会　津 平6年 1回
73 荒川　　誠 早稲田 会　津 平7・8・9・10年 4回
74 佐藤　　武 東　洋 学法石川 平7・8・9・10年 4回
75 石井　信弘 大東文化 田　村 平7 1回
76 鈴木　一弥 順天堂 福島東 平7・8年 2回
77 藤田　敦史 駒　澤 清陵情報 平8・9・10・11年 4回 富士通
78 遠藤　英典 法　政 日大東北 平8・9年 2回
79 酒井　俊幸 東　洋 学法石川 平8・9・10年 3回 東洋大学陸上競技部監督
80 菅野　悟史 順天堂 福島東 平8・9年 2回
81 佐藤　大輔 拓　殖 福島東 平9・10年 2回
82 佐藤　敦之 早稲田 会　津 平10・11・12年 3回 中国電力
83 国分　隆宣 関東学院 原　町 平10年 1回
84 馬場　正和 東　海 田　村 平11年 1回
85 相楽　　豊 早稲田 会　津 平12・14年 2回 早稲田大学競走部長距離コーチ
86 榊枝　広光 順天堂 日大東北 平13年 1回
87 矢吹　和啓 専　修 磐　城 平14年 1回
88 長山　　丞 順天堂 田　村 平14・15・16年 3回
89 村上　康則 順天堂 田　村 平15・16・17・18年 4回 富士通
90 武者　由幸 日　本 田　村 平15・16・17・18年 4回 日本大学陸上競技部コーチ
91 圓井　彰彦 法　政 田　村 平16・17・19年 3回 マツダ
92 神山　大樹 国士舘 田　村 平16年 1回 国士舘大学陸上競技部男子長距離コーチ
93 今井　正人 順天堂 原　町 平16・17・18・19年 4回 トヨタ自動車九州
94 伊深　智広 専　修 磐　城 平17・18年 2回
95 佐藤　彰浩 専　修 田　村 平17・18・19年 3回
96 高嶺　秀仁 法　政 田　村 平18・20・21年 2回 21年は学連選抜・富士通
97 安西　秀幸 駒　澤 会　津 平18・20年 2回 日清食品
98 柳沼　晃太 法　政 田　村 平18・19年 2回
99 吉田　憲正 東　海 田　村 平19・20・21年 3回
100 小泉　　元 東　海 磐　城 平19年 1回
101 高宮　祐樹 城　西 二本松工業 平20・21年 2回
102 高橋　賢人 大東文化 会津農林 平20・22年 2回
103 吉田　和矢 日　本 田　村 平21・22年 2回
104 星　　創太 駒　澤 会津工業 平21年 1回 富士通
105 柏原　竜二 東　洋 いわき総合 平21・22・23・24年 4回 富士通
106 三戸　　格 早稲田 磐　城 平21年 1回
107 樋口　勝利 大東文化 学法石川 平22年 1回
108 古瀬　弘賢 上　武 いわき総合 平22年 1回
109 安部　秀保 亜細亜 学法石川 平22年 1回
110 安島　慎吾 専　修 勿来工業 平22・23・24年 3回 24年は学連選抜
111 撹上　宏光 駒　澤 いわき総合 平22・23・24年 3回
112 高久　芳裕 神奈川 会　津 平23・２５年 ２回
113 猪俣　英希 早稲田 会　津 平23年 1回
114 吉川　修司 東　海 福　島 平24年 1回～
115 太田　成紀 中央学院 保　原 平24年 1回
116 田子　祐輝 法　政 いわき総合 平24年 1回 24年は学連選抜

〈最 新 版〉

※上記一覧表は本誌調べによるものです。
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