
桜 門 陸 友 会 会 報 1

　天皇賜杯第88回日本学生対校選手権大会は、９月12～15日の４日間に渡り、長良川陸上競技場（岐阜県岐阜市）に
て開催されました。
　選手たちは最終日まで全力を尽くしましたが、順天堂大学（64点）に惜しくも４点及ばず、本学は60点で総合２位
の結果となりました。来年度は総合優勝奪還に向けて頑
張ってくれると思います。陸友会の会員皆様のさらなる応
援よろしくお願いいたします。
　以下に本学の結果を記します。

　敗因は、主将である私が得点を取れなかったこと、力不足によりチームをまとめきれなかったこ
とにあります。申し訳ございません。
　来年は総合優勝を奪還できるよう、今回の教訓を次の代に丁寧に受け継いでいきます。
　ご声援ありがとうございました。

　この度、岐阜で行われました全日
本インカレにて優勝をすることが出
来ました。
　日頃より多くのご支援・ご声援の
おかげでこのような結果を収めることが出来ました。
　これからも日々精進して参ります。

　今回の全日本インカレは繰り上げで優勝と
いう形になりました。勝負に勝てたのは良い
収穫でしたがタイムが８分57秒と目標には届
きませんでした。
　これから駅伝シーズンに入るので１万メートルやハーフマ
ラソンでチームの主力になれるように努力していきます。

本学選手成績　男子の部	 		
種　目 順位 氏　　名 学年 記録 / 風

 3000mSC １位 川上　瑠美梨 3 8 分 57 秒 32

 4 × 400mR ４位

 1 走 ) 鵜池　優至 3

 3 分 7 秒 02
２走 ) 荘司　晃佑 1
３走 ) 渡邉　楽久 4
 4 走 ) 井上　大地 2

棒高跳 １位 江島　雅紀 3  5 ｍ 50
走幅跳 ２位 橋岡　優輝 3  7m94/-0.5
三段跳 ６位 村上　大雅 4 15m82/+0.4

砲丸投
３位 佐藤　皓人 2  16m55
５位 白藤　聖陽 3 15m72

円盤投 ６位 阿部　敏明 2  48m80
ハンマー投 ５位 久門　大起 1 63m21

やり投 ３位 相原　大聖 M2  75m07
十種競技 ３位 潮崎　　傑 M1 7149 点

本学選手成績　女子の部	 		
種　目 順位 氏　　名 学年 記録 / 風

走高跳
１位 髙橋　　渚 ２  1m78
６位 梅原　遥奈 １  1m75

 男子総合順位・得点 ＊総合２位（60 点）、トラック 13 位、フィールド優勝、多種目２位タイ（２種目）
順　位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
得　点 64 60 48 37 36 35 33 33
大学名 順天堂大学 日本大学 筑波大学 中央大学 中京大学 東海大学 法政大学 九州共立大学

種目優勝者

主将　山本　竜大

棒高跳　江島　雅紀 3000mSC　川上　瑠美梨

2019.12

60

発行：日本大学桜門陸友会
　　　〒156−0045  東京都世田谷区桜上水4−25−5
　　　日本大学陸上競技部合宿所内
　　　TEL・FAX  03−3306−4491

陸上競技部だより
日本インカレ惜しくも４点差で敗れる
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　2019年９月25日～ 10月６日カタール・ドーハにて、第17回世界陸上競技選手権大会が開催されました。
　本学からは、澤野大地（棒高跳・平成15年卒）、ケンブリッジ飛鳥（４×100ｍR・平成28年卒）、北口榛
花（やり投・スポーツ科学部４年）、江島雅紀（棒高跳・スポーツ科学部３年）、橋岡優輝（走幅跳・スポー
ツ科学部３年）の５名が参加しました。
　橋岡優輝選手は、森長正樹コーチの世界陸上での走幅跳び日本最高順位９位を上回り、見事８位入賞を
果たしました。
　以下に今大会の結果を記します。

第17回世界陸上競技選手権大会　結果報告

氏　　名 所　属（卒業年） 種　目 結　　果

澤野　大地 平成15年卒 棒高跳 5ｍ45㎝（予選 A組13位）

ケンブリッジ飛鳥 平成28年卒 4×100ｍR

北口　榛花 スポーツ科学部・４年 やり投 60ｍ84㎝（予選 A組７位）

江島　雅紀 スポーツ科学部・３年 棒高跳 ５ｍ45㎝（予選 A組14位）

橋岡　優輝 スポーツ科学部・３年 走幅跳 ７ｍ92㎝（決勝 ８位）

　この度、ドーハで行われました世界選
手権に男子棒高跳、日本代表として出場
させて頂きました。陸上競技を始めた頃
から目標としていた大会に出場すること
が出来て本当に嬉しい限りです。結果は

予選敗退となってしまいましたが来年の東京オリンピッ
クに良い形で繋げられると実感しています。このような
結果を残すことが出来ているのは、日頃より多くのご支
援、ご声援のおかげです。本当にありがとうございます。
　これからも日々精進して参ります。

江島　雅紀

　この度ドーハ世界陸上で８位に入賞し
ました。しかし結果としては満足できる
ものではありません。ですが、１センチ
の差で入賞を果たすことができたのは来
年の東京オリンピックやその後の陸上競

技人生においてとても大きな糧となります。
　またコーチやチームメイト、様々な方々の応援があっ
たからこその結果だとも感じています。ご声援ありがと
うございました。

橋岡　優輝

　今回のドーハ世界陸上は、自身７回目
の世界陸上への出場でした。結果は予選
落ちと残念なものとなりましたが、この
年齢でも十分に戦える感覚を得られたと
いう最高の収穫がありました。来年の東

京オリンピックに向けて、自身のこれまで培ってきた経
験と知識を総動員し最大限の準備をしてまいります。応
援ありがとうございました。

澤野　大地

　世界陸上に向けて、３ヶ月チェコの
コーチとBigfinal ８人に残ることを目標
に取り組みました。コーチがいる環境で
日々課題を少しずつクリアできたことは
とても自信になり、本番に臨めました。

結果は６センチ差で13位決勝進出ならずと、予選の記録
がそこまで高くなかっただけに悔しさが残りますが、安
定感は確実に出てきており、後は３本でどれだけ記録を
出せるようにするかだと思っています。
　東京オリンピックではこのような悔しさを味わうこと
がないよう、これからも頑張ります。

北口　榛花

　今回は世界陸上に出場できず悔しい結
果に終わってしまいました。
　しかし来年の東京オリンピックはすぐ
そこまで迫っているので、この冬のト
レーニングでレベルアップして挑めるよ

うにします。
　いつも応援ありがとうございます。

ケンブリッジ飛鳥

世界陸上結果報告
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　2019年７月３日～ 14日に第30回ユニバーシアード競技大会がイタリア・ナポリにて開催されました。
　本学からは、北口榛花（やり投・スポーツ科学部４年）、江島雅紀（棒高跳・スポーツ科学部３年）、橋
岡優輝（走幅跳・スポーツ科学部３年）の３名が参加しました。
　今大会では、橋岡優輝が同種目日本人初の金メダル（８m01cm）を獲得し、北口榛花が銀メダル

（60m15cm）、江島雅紀（５m21cm）が７位入賞を果たし、３選手ともにすばらしい結果を残しました。
　以下に本大会の結果を記します。

　本学の北口榛花（やり投・スポーツ科学部４年）、橋岡優輝（走幅跳・スポーツ科学部３年）が日本新
記録を更新しました（10月31日現在）。
　北口選手は、これまでの日本記録（63m80cm）を大きく更新する、64m36cmの記録を残し、10月27日（日）
に福岡県本城陸上競技場にて開催された北九州陸上カーニバルにおいて、自身の記録を更に大きく更新す
る66ｍ00㎝の日本新記録を樹立しました。
　また、橋岡選手は、これまでの日本記録（８m25cm、森長正樹コーチが27年間保持）を上回る、８
m32cmの記録を残しました。惜しくも、橋岡選手の更新後に日本記録は再度更新されてしまいましたが、
橋岡選手が恩師である森長正樹コーチの元日本記録を更新しました。
　以下に２選手のコメントを記します。

第30回ユニバーシアード競技大会　結果報告

氏　　名 所　属 種　目 結　　果
北口　榛花 スポーツ科学部・４年 やり投 60ｍ15㎝（決勝２位）

江島　雅紀 スポーツ科学部・３年 棒高跳 ５ｍ21㎝（決勝７位）

橋岡　優輝 スポーツ科学部・３年 走幅跳 ８ｍ01㎝（決勝１位）

　この度５/ ６木南道孝記念、10/27北九

州カーニバルにおいて日本記録を更新す

ることができました。入学当初からずっ

と目標にしていましたので、やっと更新

できたという思いで

す。 ま た、10月 に

投 げ た66m00 ㎝ と

いう記録はとても価

値がある記録ですか

ら、今後は狙った試

合で記録を投げられ

るように、さらに日

本記録を更新し続け

て70m投げれるよう

頑張っていきたいと

思います。

　８m32㎝の記録で森長コーチの持ってい

た ８m25

㎝という

長く破ら

れていなかった記録を破

ることができました。

　教え子として越えるこ

とができたことを嬉しく

思うとともに日本記録を

保持できているわけでは

ないのでこれからも精進

します。

北口　榛花
橋岡　優輝

ユニバーシアード結果報告

日本記録を更新しました
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箱根駅伝予選会　結果
総合順位　７位　合計タイム 10：54：29

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位

大　学
東京国際
大　　学

神 奈 川
大　　学

日本体育
大　　学

明治大学 創価大学 筑波大学 日本大学
国 士 舘　
大　　学

早 稲 田
大　　学

中央大学

合計タイム 10：47：29 10：50：55 10：51：09 10：51：42 10：51：43 10：53：18 10：54：29 10：55：21 10：55：26 10：56：46

　去る、10月26日に立川市の国営昭和記念公園で開催されました第96回東京箱根間往

復大学駅伝競走予選会におきまして本学は10時間54分29秒で７位となり、第96回箱根

駅伝への出場権を得ることが出来ました。現地で多くのＯＢ・ＯＧの皆様にご声援いた

だきましたことをこの場を借りて御礼申し上げます。

　予選会当日は暑さが厳しい中でのレースとなりましたが、選手たちは事前に自分たち

で設定したペースを変更することなく、序盤から積極的な攻めの走りに徹しました。そ

のため、後半はペースを落とした選手が数名いましたが、夏合宿での例年以上に走り込

みと実践的な練習を積むことが出来た結果、レース後半もよく粘り、予選通過に繋げる

ことが出来たと思います。

　現在のチーム状況は、今回予選会に出場した以外の選手も、大半の選手がこの秋に自

己ベストを更新しており、個人のパフォーマンスとチームのムードも向上しておりま

す。箱根駅伝を経験した選手も多く残っていますが、箱根駅伝経験者以外にも練習の積

み重ねにより着実に力をつけてきた新戦力の上級生と、元気のいい１年生も多数控えて

おりますので、チーム内のメンバー選考も激しくなってきています。

　第96回箱根駅伝ではシード権を確保し、次年度の３大駅伝への出場権を獲得し、今後

の日本大学の飛躍に繋げる大会にしたいと思っておりますので、今後ともご支援ご指導

のほどよろしくお願い申し上げます。

箱根駅伝予選会結果報告・箱根駅伝に向けて�
武　者　由　幸　特別長距離部門監督

予選会通過を喜ぶ選手たち
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学生新体制が決定いたしましたので、ご報告いたします。
来年度は関東インカレ９連覇・日本インカレ総合優勝に向けて戦ってまいります。

学生新体制の紹介

役　　職 氏　　名 専門種目 出身高校
主 　 将 丸山　優真 十種競技 　信太　　　（大阪）
副 主 将 白藤　聖陽 砲丸投 　安城学園　（愛知）
総 　 務 沢井　智也 ー 　日大三島　（静岡）
副 　 務 菊池　翔太 砲丸投 　田名部　　（青森）

寮 　 長
高山　　倭 走幅跳 　北海道栄　（北海道）
黒田　佳祐 400mH 　下関西　　（山口）

短距離幹事 鵜池　優至 400m 　西京　　　（京都）
跳 躍 幹 事 水谷　　司 三段跳 　帯広農業　（北海道）
投 擲 幹 事 白藤　聖陽 砲丸投 　安城学園　（愛知）

　この度日本大学陸上競技部の主将を務めさせて頂く事になりました、混成ブロックの丸山
優真です。
　主将になっても今までと変わらず、自分の目標に向かって最大限の努力をし、またチーム
全体でインカレ総合優勝を目指していきます。

主将：丸山　優真

　この度、総務を務めさせていただくことになりました、３年沢井智也です。伝統ある日本
大学陸上競技部に総務として携われることを感謝します。インカレ総合優勝という目標に向
かってチーム一体となり日々精進して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお
願いいたします。

総務：沢井　智也

　この度、短距離ブロック幹事を務めさせて頂くことになりました鵜池優至です。短距離ブ
ロックは今年のインカレでは個人種目で誰も貢献することが出来ず、悔しい想いをしました。
来年の関東インカレでの９連覇、インカレでの総合奪還に向けて一人一人が自覚と責任を持っ
て取り組めるように自分が率先して日々精進していく所存です。よろしくお願い致します。

短距離幹事：鵜池　優至

　この度、跳躍ブロックの幹事を務めさせて頂くことになりました３年の水谷司です。跳躍
ブロックは橋岡や江島を筆頭に、優秀な選手が多く揃っています。来年度の関東・全日本両
インカレでは跳躍ブロックがチームを牽引し総合優勝を成し遂げます。ブロックがこの目標
に向かって一丸となれるように精進して参りますので、よろしくお願いいたします。

跳躍幹事：水谷　司

　この度、副主将兼投擲幹事に選んでいただきました、３年の白藤聖陽です。
伝統のあるこの日本大学陸上競技部の副主将兼投擲幹事として、選んでいただけたのは光栄
なことです。
　自分自身にこの日本大学陸上競技部の副主将兼投擲幹事が務まるかどうか不安が多いです
が、主将の丸山を支え、感謝の気持ちを忘れず頑張ろうと思います。

副主将 兼 投擲幹事：白藤　聖陽
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陸友会だより

　10月５日（土）に恒例の桜門陸友会
国体懇親会が、茨城県水戸市の季節料理 
金仙にて開催されました。会員の皆様と
陸上競技部の井部監督およびコーチも参
加して頂きました。
　懇親会はOB川添氏の挨拶を頂き、89
歳荻野氏の乾杯の音頭で始まりました。
　懇親会が盛り上がる中、井部監督から
は、陸上競技部の近況報告を受けました。
また跳躍の森長コーチからは世界陸上の
報告があり、橋岡選手の８位入賞を参加者全員で祝いました。本年は関東インカレで８連覇したものの日本
インカレは２位だったため、来年の優勝に向け桜門陸友会としてさらに応援していこうと意見が一致しました。
　宴会は終始和やかなうちに進み、富山県滑川市長の上田氏の挨拶で締めくくられました。ご出席いただき
ました皆様、何かとお忙しい中、遠路はるばるありがとうございました。今回は茨城開催にもかかわらず青森、
高知、富山など日本中からご出席いただきました。来年度は鹿児島県で国体が開催されますので懇親会も鹿
児島での開催となります。会員の皆様のご参加をお待ちしております。
　最後に皆様のご健勝と今後益々のご活躍、そして我が日本大学陸上競技部の更なる活躍をお祈り申し上げ、
懇親会のご報告とさせていただきます。

事務局長　　伯耆田　愼一（昭和49年経済学部卒）

　本競技会は「故釜本文男監督の功績を称え、風化させることなく後世に残し、後輩に伝統を繋げてもらい
たい」という、桜門陸友会投擲部会初代会長である後藤均氏、二代目会長梁川昌三氏、三代目会長石田義久氏、
四代目会長室伏重信氏はじめ会員全員の熱い総意により発足したものです。第５回となった本年は、10月27
日（日）日本大学陸上競技場にて開催されました。
　砲丸投・ハンマー投の２種目を一般男子、一般女子、高校男子、高校
女子の４カテゴリーに分け、総勢69名の参加者にて実施されました。ど
の種目も全国大会入賞者等の強豪選手たちで競技がおこなわれ、ハイレ
ベルな戦いとなりました。
　競技中には同日に福岡で開催されていた北九州陸上カーニバルの女子
やり投において、本学の北口榛花選手が66ｍ00の日本新記録を樹立した
報告があり、関係者一同、大いに盛り上がりました。

桜門陸友会　茨城国体懇親会を開催しました

第５回　釜本文男記念投擲競技会を開催しました

写真

一般男子 砲丸投 表彰式

１位　佐藤　皓人（日大） 15 ｍ 78

２位　阿部　敏明（日大） 15 ｍ 33

３位　國司　裕通（日大） 14 ｍ 66
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中林　和子 様 昭和44年文理学部卒　跳躍

須藤　昭次 様 昭和27年卒
田中　　力 様 昭和36年経済学部卒　短距離

訃　報

　下記日程にて、箱根駅伝応援・懇親会をおこないます。皆様のご参加をお待ちしております。

応　　援
期　日：令和２年１月２日（木） 、 ３日（金）
 

懇 親 会
期　日：令和２年１月３日（金）　１４：００～（受付１３：４５）
場　所：サンケイプラザ　３１２号室
　　　　東京都千代田区大手町 1 丁目 7-2
会　費：９，０００円
担当者：伯耆田 愼一　　連絡先：０９０－１７７６－４５４５

　「日本大学陸上競技部を応援したい」と申しでてくださった方々に、賛助会員として、桜門
陸友会に入会していただきました。入会いただいた皆様には、この場を借りて御礼申し上げ
ます。また、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　以下に賛助会員の皆様を紹介致します。

賛助会員の入会について

白川　良和	様 昭和40年商学部	卒

鳥山　正文	様 昭和44年生産工学部	卒

斉藤　明義	様 昭和45年医学部	卒

栗﨑　洋二	様 昭和59年法学部	卒

鎌尾　彰司	様 平成元年理工学部	卒

が逝去されております。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

各線「大手町駅」　A4 ・ E1 出口より直結　又は JR 線「東京駅 丸の内」北口より徒歩 7 分

箱根駅伝応援・懇親会を開催します
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※既に納入済みの方々にも封入の都合上、振込用紙を同封しております。ご容赦ください。

● お問い合わせ先 ●　　伯耆田（携帯）  090 －1776－ 4545 ／ 加藤（携帯）  090 － 5706－ 5341
＊合宿所には現在電話当番を配置しておりません。留守番電話になる機会が多いため、上記へお問い合わせください。

令和元年度桜門陸友会々費納入者 （単位：千円）敬称略
2019年11月16日現在

上田　昌孝	 50	 靑葉　昌幸	 20	 稲垣　治之	 20	 今川　博喜	 20	 小森　照雄	 20	
佐野　嘉男	 20	 長島　庫子	 20	 長島　敏市	 20	 前田　繁俊	 20	 山下　孔章	 20	
青沢　文雄	 10	 秋田　孝夫	 10	 淺野　光男	 10	 阿部　信博	 10	 新井　　誠	 10
有賀　吉正	 10	 碇　　常三	 10	 石田　省二	 10	 市野　重幸	 10	 伊東　勝彦	 10
岩ケ谷一夫	 10	 上田　健一	 10	 宇佐美義高	 10	 宇都宮　敦　	 10	 大渕　俊幸	 10
大村　訓史	 10	 岡崎　正蔵	 10	 小黒　清貴	 10	 鬼山　高之	 10	 小日向朋之		 10	
加瀬　雅章	 10	 北　　貞爾	 10	 木下　博正	 10	 金城　幸明	 10	 小出　敏之	 10	
小枝　典雄	 10	 後藤　　均	 10	 後藤田祥藏	 10	 小林　文夫	 10	 小栁　高規	 10	
小山　裕三	 10	 斉藤　俊雄	 10	 佐藤清太郎	 10	 佐藤　弘次	 10	 障子　　恵	 10	
白鳥　　諒	 10	 新榮　宏茂	 10	 鈴木　伸一	 10	 須藤　昭次	 10	 関根　　侑	 10	
瀬戸　功夫	 10	 高松　武法	 10	 瀧川　一輝	 10	 瀧脇　聰行	 10	 武内修一郎	 10	
多田　文雄	 10	 田中　　力	 10	 田中　里枝	 10	 田村　　淳	 10	 手塚　信男	 10	
永井　立子	 10	 長井　宏之	 10	 中島　　誠	 10	 西川　智巳	 10	 伯耆田愼一	 10	
橋詰　茂夫	 10	 橋本　秀樹	 10	 林　　博志	 10	 平田　史樹	 10	 深沢　詠治	 10	
福地　身一	 10	 藤田　國夫	 10	 堀　　一章	 10	 本田　浩誠	 10	 前澤（北川）栄子	 10	
牧野　安孝	 10	 三浦　成雄	 10	 水田　信道	 10	 宮川　　雅	 10	 武藤　勝美	 10	
谷田部良子	 10	 梁川　昌三	 10	 山内　美奈	 10	 山下　雅也	 10	 山田　　宏	 10	
和田　　怜	 10	 渡邊　裕司	 10	 安田　信昭	 10	 伊澤まき子	 10	 岩本　照暢	 10	
遠藤　尚孝	 10	 奥泉　　剛	 10	 岡田　有生	 10	 河出　千里	 10	 河添　義澄	 10	
笠原　誠則	 10	 久保　一博	 10	 宮本　義文	 10	 牛玖　好文	 10	 金久保達也	 10	
香月　　清	 10	 高橋　直朗	 10	 高島　法子	 10	 佐久間佑典	 10	 佐々木正三	 10	
山﨑　俊幸	 10	 秋本ヒロ子	 10	 松川　行毎	 10	 松澤　　誠	 10	 新井　寛美	 10	
水島　達男	 10	 瀬谷長三郎	 10	 清水　俊一	 10	 白石　富男	 10	 西川　和夫	 10	
大島　　治	 10	 大場　文夫	 10	 中藤喜與志	 10	 奈良岡誠二	 10	 日比　勝俊	 10	
柏木　直子	 10	 飯田　恭平	 10	 平田　則子	 10	 船津　孝一	 10	 北村　　清	 10	
堀口　雅晴	 10	 堀込　　隆	 10	 吉田さつき	 10	 Patrick	Mathen	Wanbui	 5	 安部　宏駿	 5	
大塚　達也	 5	 岡田慶一朗	 5	 加藤　拓海	 5	 菅野　将矢	 5	 ケンブリッジ飛鳥	 5	
佐藤　圭太	 5	 佐藤　玲偉	 5	 島田　尚輝	 5	 祐川　元希	 5	 鈴木　利衣	 5	
西原　圭太	 5	 松原　拓矢	 5	 岸川　　勇	 5	 溝口　侑平	 5	 三浦　　颯	 5	
山川　夏輝	 5	 山木　伝説	 5	 松岡龍之介	 5	 川口　哲生	 5	 染谷　知威	 5	
大澄　敦也	 5	 鷹見　智成	 5	 池内　翔太	 5	 芳賀聡一郎	 5	 野崎　　優	 5	
矢野　佑馬	 5	 澤　　慎吾	 5	 﨑山　雄太	 5

令和元年度運営基金納入者 （単位：千円）敬称略
2019年11月16日現在

水田　信道	 400	 野村　朔生	 100	 上田　昌孝	 50	 小枝　典雄	 10	 佐藤清太郎	 10
瀧川　一輝	 10	 田中　　力	 10	 永井　立子	 10	 深沢　詠治	 10	 福地　身一	 10	
前澤　栄子	 10	 前田　繁俊	 10	 牧野　安孝	 10	 大村　訓史	 5	 樋浦　裕人	 5	
佐藤　圭太	 3	 西川　和夫	 2

＊＊＊		郵便局のほかコンビニでも振込が可能です		＊＊＊
　会員の皆様には、日頃より多大なご支援を頂き、感謝申し上げます。
　また、すでに今年度の会費を納入いただいております皆様には重ねて御礼申し上げます。
　桜門陸友会は、皆様から納入いただいております会費にて、年間２回の会報発行、関東インカレ・日本インカレ・出雲
駅伝・全日本大学駅伝・箱根駅伝の５大会（出場した場合）の支援、定時総会や懇親会といった行事案内・運営活動をおこ
なっております。
　会費納入については、郵便局だけでなく、コンビニエンスストアからも納入ができるようになりました。コンビニエン
スストアからの納入に伴い同封しております払込票には卒業後５年未満の方には5,000円、５年以降の方には10,000円に
て印字させていただいております。金額を変更して納入いただく場合には、お手数ですが、印字金額に二重線を引き、納
入金額を訂正いただいた上で郵便局にて手続きいただきますようお願い申し上げます。
　「できる限り現役学生に還元し陸上部のサポートができるように」との思いがございます。学生たちの力になれるように
会員の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

口座番号：００２７０－４－７７９８７
加入者名：日本大学桜門陸友会

会費お振り込み先会費納入のお願い


