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主将挨拶 

 

来たる 5 月 14 日、遂に第 79 回関西学生陸上競技対校選手権大会を迎えることになりま

した。我々京都大学陸上部の目標は当然総合優勝、一部昇格であります。昨年はランキン

グでは京大有利となりながらも予想外の苦戦を強いられ、挙句 4 位と惨敗し悲願の達成ど

ころか大きな課題を残すほろ苦い思い出となりました。昨年の最大の敗因はやはり当てに

すべきでないランキングを鵜呑みにして緊張感のないまま試合に臨んでしまったことでし

ょう。そして結果、士気が上がらず応援も散漫なものになって選手も力を発揮できなかっ

たのであろうと思います。さて今年は昨年とは打って変わってランキングは 4 位と厳しい

闘いになることは明白であります。しかし去る 4 月 21 日、先立って行われたハーフマラ

ソンにおいて 3 選手達それぞれが悪天候の中、折れることの無い激走を見せてくれ部員達

の士気は著しく向上しました。結果も西村（工・２）が 3 位入賞、6 点獲得と関西インカ

レ本戦に向けての例年にない好スタートを切ることが出来ました。対抗となるであろう大

経には早くも 10 点以上の差をつけられましたが我々は昨年の悪夢に打ち勝つためにそし

て今後の闘いに勢いをつけるために部員一丸となった強い団結力でこの逆境に立ち向かい

必ず優勝して一部に上がってみせます。 

開戦まであと僅かとなりましたが選手達に大きな怪我人が出ることなく極めて順調に調

整が進んでおりどの選手達も素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることを確信してお

ります。大会は平日の開催ではありますが蒼穹会の皆様方に応援をして頂ければ我々にも

大きな励みになると思いますのでご多忙の中、恐縮ですが一人でも多くの先輩達が競技場

の方に足を運び我々の闘いをそして我々の勝利を支えて頂けますようどうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

 

京都大学陸上競技部主将   米谷 健司 
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関カレハーフマラソンの結果 

3 位  西村 好康 (2)  1.09.16  (PB) 

22 位 背戸 和寿 (3)  1.15.44 

28 位 西村 重行 (4)  1.21.48 

 

西村好康 

当初から得点が期待されていた西村好康。無理

して先頭に着くことはせず、入りの 5km は 15.50

程度で通過。その後は、2部 5位集団に付き、余

裕を持ってレースをすすめる。10km の通過は

32.30 前後。その後集団から近畿大（1部）の柴

田が飛び出したところについていき、13～14km 付

近で神戸大の松井、17km 付近で同じく神戸大の堀

常をかわし、3位にたつ。ラストは気力でカバー

し、堂々の3位でゴール。貴重な 6点を獲得した。

（渡辺敬宏） 

 

背戸和寿 

背戸は京都インカレ前から調子があまりよく 

なく、事前のランキングも下位で得点は難しかっ

たため、集団についていくなどといったことは考

えずに、自分に最適なレースをしようと決めて臨

んだ。実際、ほぼその通りのレースをし、ただひ

たすら自らのペースを刻んでゴール。コースの状

況や天候を考えると、ほぼ実力を出し切ることが

出来たタイムといえるだろう。（渡辺敬宏） 

 

西村重行 

就職活動の上に故障で十分な練習ができてい

なかった西村重行であったが、10km の通過が

33.39 と前半は予想以上に体が動いた。しかし、

12km 過ぎから苦しくなり、一度は回復したものの、

13km あたりで完全に置いていかれてしまった。そ

の後ペースは落ちる一方であったが、何とか走り

きりゴール。順位は最下位であったが、本人は

「10km 過ぎまで思ったよりも走れたので、トラッ

クの方では走れる自信がついた。」と言っており、

関西インカレトラック（5000m に出場予定）では

活躍が期待できるであろう。（渡辺敬宏） 

 
レースを終え、安堵の表情を浮かべる西村好康
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関西インカレの展望 

～短距離～ 

100ｍ 

雪本 明宏 (M2) 10.99 

広瀬 亮平 (4)  10.88 

100ｍは雪本、広瀬の監督、パートチーフの二

名が出場。雪本は昨年に比べ春先の出足もよく、

決勝進出を果たし監督としてチームに勢いをつ

けたいところである。ベテランらしいピーキング

で準決勝において力を出し切れば十分に可能で

ある。 

広瀬は去年は京都インカレ後に肉離れを起こ

し、関西インカレは準決勝落ちという不本意な結

果に終わった。しかし今年は去年の轍は踏まず、

関西インカレには万全の体勢で臨み、去年の屈辱

を晴らして上位入賞を果たしたいところである。 

 

200ｍ 

広瀬 亮平 (4) 21.92 

藤井 章輔 (2) 22.25 

広瀬は一昨年この種目で入賞を果たしており、

今年も当然入賞したいところである。大会後半に

行われるため疲労との戦いになってくる可能性

もあり、他の種目や予選でいかに体力を温存でき

るかが鍵となる。 

藤井(章)は大学１年目の去年こそ十分な力を発

揮できなかったが、今年は京都インカレでいきな

り関西インカレ標準記録に迫る22”25をマークし

ており、入賞の可能性は高い。100ｍには出場し

ないため体力的にも問題なく、ほぼフレッシュな

状態で臨めるのも強みである。 

この種目の決勝は大会最終日であり、対校得点

争いにも影響を及ぼしそうであり、なんとしても

二人とも決勝に残りたいところである。 

 

400ｍ 

根元 貴行 (M1)  50.38 

標準記録突破者がおらず、去年に引き続き根元

一人の出場になる。ここ数年京大勢は 400ｍで入

賞できず、準決勝がひとつの壁となっている。決

勝進出には恐らく５０秒切りが不可欠であり、根

元としては準決勝で自己ベストを出して、去年果

たせなかった決勝進出を果たして欲しい。そうす

ればマイルの上位入賞も確実となるであろう。 

 

110ｍH 

若山 哲志   (4)  15.24 

佐藤 真一郎 (3)  15.39 

若山、佐藤とも去年は入賞しており、今年も W

入賞が期待される。若山は春先出遅れていたが、

京都インカレ以降復調してきており、今年も確実

に入賞しそうである。佐藤も 4 月に入って 15”39

の大学ベストをマークしており、去年(8 位)より

上位に入るであろう。この種目は上位陣の力が拮

抗しており、接戦が予想されるが、二人とも冷静

に自分の走りが出来れば上位に食い込む可能性

は高いといえる。 

 

400ｍH 

若山 哲志 (4)  54.85 

尾崎 禎亮 (2)  57.85 

若山は今期はまだ 56 秒台に留まっているが、

この記録はぶっつけ本番の京都インカレで出し

たものであり、前述の通り復調してきているため

心配はなさそうである。やはり心配なのは他種目

出場のため体力面であるが、とにかく予選の一本

に集中してなんとしても決勝に残って欲しい。 

尾崎は京都インカレで自己ベストをマークし

て代表に選考された。ヨンパーの経験もまだ浅く、

一気に自己ベストを更新してくる可能性もあり、

決勝進出ラインが落ちてくれば、決勝進出も見え

てくるであろう。 

 

4ｘ100ｍR 

雪本－広瀬－藤井(章)－北垣  

               (補欠 若山 花谷) 

ここ 3 年連続で表彰台に上がっている 4 継は、

今年は悲願の優勝を狙う。そして去年(41”30)、一

昨年(41”29)とあと一歩のところで届かない日本
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インカレ標準(41”20)切りをなんとしても果たし

たい。1 走は 5 年連続となる雪本。1 走の経験が

豊富で今年も例年の如く快走してくれるであろ

う。2 走は去年故障で走れなかった広瀬。去年の

借りを返すためにもここで他校のエース級と互

角以上の戦いをしたい。3 走は藤井(章)。カーブ

ワークが上手くここで他大学を引き離し、先頭で

アンカーの北垣に渡したい。北垣は個人種目には

出場しない分リレーにトップコンディションを

持ってきて、強豪が相手になるであろうが得意の

中間疾走で力まずただゴールだけを目指して突

き進んで欲しい。神通が抜けたが、今年の 4 継は

各区間にそれぞれ適性を持ったランナーを配置

できており、バトンが上手く流れれば去年以上の

記録も期待できそうである。また、予選は関カレ

トラックの部最初の種目であり、ここで好記録を

出し京大陸上部全体にいい流れを作り出したい。 

 

4ｘ400ｍR 

(雪本･根元･米谷･若山･藤井(章)･藤井(健)) 

 マイルの走順はまだ未定である。予選突破には

概ね 3 分 20 秒前後の記録が必要であり、恐らく

雪本、根元、藤井(章)、の起用は確定であり、も

う一人は走力的には若山であるが、直前に恐らく

110ｍH の決勝を走っており、翌日には 400ｍH も

あるため関西インカレまでの記録会で米谷、藤井

(健)が結果を出せればその二人のどちらかを投

入し、若山は温存したいところである。しかし、

若山抜きで決勝は苦しいとなると迷わず若山が

走るであろう。決勝に残り、走れる状態であれば

広瀬を投入し、上位を覗う。 

   

～中距離～ 

800m 

寺田 智 (3)  1.57.52 

昨年に比べるとやや調子の良くない寺田だが、

現段階で調子が上がりきっていない分、今後の調

整しだいでは大きく飛躍する可能性もある。2 部

800m は、今年は昨年よりもハイレベルでの争いが

予想されるため、決勝に進出するのはやや厳しい

が、昨年の経験を生かし、流れにうまくのること

ができれば、自己ベストの更新は期待できる。 

 

1500m 

大畑 合   (4)  4.00.56 

佐藤 章徳 (3)  4.05.35 

西村 好康 (2)  3.58.82 

1500m には以上の３名が出場。昨シーズン怪我

に泣いた大畑は、冬季練習の出遅れが響き、今シ

ーズンレースではまだ思うような結果が残せて

いないが、一昨年のこの大会では 6位に入賞して

おり、関西 I.C.との相性はいい。練習での調子は

悪くないので本番で、最後のシーズンにかける意

気込みが前面に出れば上位入賞するだろう。 

佐藤は春先から好調で、今年は昨年優勝した

3000mSCに加え、1500mも出場することになった。

京都 I.C.では自己ベストを更新したものの、目標

には及ばず、納得のいく結果ではなかった。今大

会では大きくベストを更新し入賞することを期

待したい。 

昨年大躍進を遂げた西村は今シーズンも安定

した力を見せており、本番では上位入賞が大きく

期待される。28日の記録会で、今シーズン初レー

スにして、3 分台をたたき出し上々の仕上がり。

5000m14 分台の持久力とラストの勝負強さに、ハ

イレベルの争いが加われば記録の面でも期待が

持てる。 

 

～長距離～ 

5000m 

西村 重行 (4)  15.29.72 

西村 好康 (2)  14.51.7 

同姓の二人が出場する。重行のほうは現在の長

距離班のチーフを務める。冬期練習の終盤で故障

をしてしまい、最悪の状態で望んだ先日のハーフ

マラソンでは屈辱の最下位。しかし、その後は比

較的順調な仕上がりを見せており、入賞も期待で

きる。 

一方の好康は丸吉が一線を退いた後、京大長距

離の若きエースとして活躍してきた。連日の登場
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で、疲労が心配されるが、彼ならきっとやってく

れるだろう。インカレ最終日、西京極のスタンド

が『ヨシヤス』コールで沸く。 

 

10000m 

山中 邦夫 (4)  33.33.32 

西村 好康 (2)  31.07.54 

山中は今シーズン、飛躍に向けての大きな一歩

を踏み出したランナーだ。先日の京都インカレで

上記の自己ベストをマークし、代表の座を手に入

れた。入賞ラインには少し遠いが、猛者を相手に

華麗なレースを展開してくれるに違いない。 

西村は体格に恵まれたランナーではなく、外見

は強そうに見えない。しかし、その眼は獲物を狙

う肉食動物のそれである。今、彼の眼が捕らえて

いるのはインカレの表彰台。それも一番高いとこ

ろである。熱戦が予想されるこの競技、得意のラ

ストスパートが炸裂する。 

 

3000mSC 

山崎圭介 (4)  9.39.37 

佐藤章徳 (3)  9.16.97 

チーフの西村とともに長距離班を支える山崎。

目立たないが、頼れる。まさにいぶし銀の走りを

見せる彼が、今、静かに燃えている。昨年のこの

競技で８位入賞を果たしたが、それ以降、著しい

競技レベルの向上を見せている。 

昨年のこの競技での覇者、佐藤。連覇がかかる

今年は大阪市大の片山（記録 8’53”59・00 年高校

総体第 4 位）という強敵がいる。しかし、佐藤も

負けてはいない。冬期は充実した走り込みを行っ

ており、課題だったスタミナの面での不安を克服。

いざ、連覇に挑む。 

 

10000mW 

杉本 明洋 (3)  41.50.59 

出場者数の関係で、今年も OP 競技になること

が予想される。しかし、だからといって、盛り上

がらないわけではない。関西学生記録保持者にし

て、京大でもっとも世界に近い男、杉本。その闘

志あふれる姿は、ポイントにならずとも、京大一

部昇格に向けての大きな原動力になるだろう。 

 

～跳躍～ 

走幅跳 

宮田 征門 (4)  6m96 

森   一   (2)  6m31  

 走幅跳には二人が出場する。宮田は先日の京都

インカレは脚部不安のため棄権してしまったが、

最高学年としてこの関西インカレではしっかり

跳んでくれるであろう。十種競技にも出場するた

めその兼ね合いが難しいところではあるがぜひ

頑張って貰いたい。森はその京都インカレで、満

足に練習できていないという不安を抱えながら

も自己ベストに迫る跳躍を見せている。学連員と

しての忙しさや関西インカレのレベルの高さを

考えると厳しい戦いになると思うが、悔いのない

試合をしてほしい。  

走幅跳は神大や阪大をはじめ、レベルの高い試

合を強いられると思われる。そこに京大がどれだ

け食い下がる事ができるかが、勝負の鍵である。  

 

三段跳 

和田 浩    (M1)  14m55  

粟村 聡資  (4)    14m39 

福山 大典  (2)    14m57 

三段跳は三名の出場となる。和田は昨年の大怪

我が嘘かと思うほどの超回復をとげ、この関西イ

ンカレに出場する。ポテンシャルはこの三人の中

でも群を抜いており、全力で大会記録の更新を狙

う。粟村は万全を期して京都インカレに挑んだが

集中が保てず無残な結果に終わった。その雪辱を

果たすべくこの関西インカレではしっかりとし

た跳躍を見せ、パートチーフとしての役割を果た

したいところである。福山は春先から体調を崩し

ていたが、ここにきて練習で調子をとり戻してき

ている。「対抗戦は順位」という彼のこだわりを

この大会でもしっかり体現してほしい。  

 三段跳は三人とも参加標準をクリアしている

だけに、大量得点したいところである。  
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走高跳 

渡邉 浩一 (3)  1m93  

田中 智弘 (2)  1m80  

走高跳は二人の出場となる。昨シーズンは停滞

の一途を辿り辛酸を舐めた渡邉であり、京都イン

カレも１ｍ８５と不本意な記録に終わっている。

しかしその京都インカレで若干の手ごたえを感

じているようであり、また自己記録の高さから考

えても、ぜひ表彰台を狙ってほしい。田中はほと

んど初心者でありながらデビュー戦の京都イン

カレでいきなり１ｍ８０をクリアしている。１ｍ

９０をクリアすれば得点は確実だと思われるの

で是非自己記録を更新して得点してもらいたい。  

 走高跳は大阪大の真鍋と神戸大の井奥が突出

しているものの、参加者が少ないため記録が出れ

ば十分得点できるので、京都大の二人が記録を残

せるかというところが注目される。  

 

棒高跳 

水田 真人 (7)  3m40  

棒高跳は水田一人の出場となる。昨年着実に力

をつけてきた水田は、先日の京都インカレでは調

子を崩し、本人も納得の行かない記録で終わって

しまっている。ここにきて少し足に不安があるら

しいが、関西インカレには間に合わせてくれるだ

ろう。ただいかんせん開始の高さが３ｍ８０であ

ると思われるので、得点は厳しいものになると思

われる。  

 

～投擲～ 

砲丸投げ 

竹村 顕大朗 (2)  12m08 

八木 美典   (4)  記録なし 

竹村は、昨年のシーズン後半は、安定して１２

ｍ付近を投げていたものの、冬季でのフォームの

改造により少し記録が不安定となっている。練習

では、１２ｍ付近投げられるものの、京都 IC で

は１１ｍ前半という記録だった。関西 IC までに

記録を安定させ、確実に記録を出せれば 8 位入賞

も確実なので期待したい。八木は入賞の可能性は

ほぼないが、ベストを出して盛り上げたいところ

である。 

 

円盤投げ 

河村 和彦 (3)  31m96 

練習では３３ｍ付近をコンスタントに投げ、う

まくかかると３５ｍを投げる河村。もし、３５ｍ

を投げれれば入賞も可能になってくるので頑張

って欲しいところだ。ただ、京都 IC の円盤で足

首を負傷して、次のハンマー投げに支障をきたし

てしまったこともあり、関西 IC では、そのよう

なことをして本職のハンマー投げに支障が出な

いようにしたいものである。 

 

ハンマー投げ 

河村 和彦   (3)  44m85 

竹村 顕大朗 (2)  記録なし 

最近のハンマー投げは、レベルが高くなってき

たが、河村は確実に記録を伸ばしてきているので

入賞するであろう。２位から８､９位あたりまで

は混戦が予想されるため、大ベストを出して上位

入賞してほしいものである。竹村は、ハンマー投

げは初めてなので頑張ってもらいたいものであ

る。 

 

やり投げ 

堤 哲生 (5)  58m51 

松田 俊 (1)  50m33 

最近、就職活動も大分落ち着きを見せている堤。

関西 IC まで期間も短く、ブランクも長いが、持

ち記録が 58m とおそらくランキング 3 位なので、

確実に入賞はするであろう。一回生ながらも校内

の争いに勝って出場となった松田は高校時代に

50m 投げており、関西 ICでベスト付近を投げるこ

とができれば入賞も可能なので、是非入賞しても

らいたいものである。 

 

総評 

昨年とは違い、確実に得点力が増えた投擲である

が、昨年の 1 部砲丸優勝者が今年は 2 部で砲丸、



 8

円盤に出場したり、ハンマー投げに強い新入生が

いる大学があったりと、全体的にレベルがあがっ

ていることも確かである。そのため、まったく気

の抜けない試合である。よって、投擲で大きく点

を稼いで、チームをのせ、1 部昇格に貢献したい

と思います。 

 

～混成～ 

十種競技 

宮田 征門 (4)  5555 点   
（100m 11.26  110H 16.70  LJ 6m68  DT 25m66  PS 8m25   

PV 3m00  HJ 1m81  JT 35m32  400m 52.14  1500m 5.09.24)  

花谷 直人 (3)  4646 点 
（100m 11.58  110H 19.46  LJ 5m62  DT 21m06  PS 8m38   

PV 2m50  HJ 1m65  JT 36m86  400m 51.95  1500m 5.26.31)  

 十種競技にはこの二人が出場する。宮田は昨年

の学年別で、初めての十種にも拘らずいきなりの

好記録をマークしている。表彰台も十分狙えるだ

けの実力はあるので、しっかり頑張って欲しい。

花谷は十種経験は豊富であるが、本人の実力から

すればもっと得点してもおかしくない筈である。

この関西インカレでは大台を目指してその実力

を発揮してくれることだろう。  

 十種は大きな得点源となり得るので、二人の好

記録に期待したい。 

 

～女子部～ 

100m 

滝上 伸子 (2)  14.53 

 大学に入ってからいまひとつ伸び悩んでいる

滝上。練習はきちんと積めているだけに、本人と

しても記録が出ないことに対する焦りを感じて

いる様子。記録を出すだけの下地はできているの

で、自分の走りができさえすれば、生涯ベスト

（13”81）の更新も可能だろう。 

 

200m 

滝上 伸子 (2)  29.47 

 100mとともに短距離2種目に出場する滝上。練

習では積極的に長めの距離を走ってきたので後

半はさほど落ちることもなく問題はない。問題は

スピードで、前半どこまで加速できるかが鍵だろ

う。カーブはわりと得意とするので、ここでしっ

かり加速して生涯ベストを超える記録を狙って

いきたい。 

 

800m 

岩瀬 祥子 (2)  2.38.65 

 この冬、女子部員の中で最も成長した岩瀬。春

先から大学ベストを大幅に更新し、勢いがある。

周りのペースに流されてはならないが、特に後半

は周りの選手にうまく引っ張られていけば、ベス

ト更新の快走が期待できる。 

 

1500m 

田端 亜衣子 (3)  5.08.50 

 冬練の後半から故障が治りきらず、思うように

練習がつめなかった田端だが、それまでの積み重

ねがあったぶん、急速に復調してきている。1500m

は7ヶ月ぶりということもあり、スピードに対応

できるかどうか不安もあるが、展開次第では4分

台突入も期待できる。 

 

100mH 

北川 佳奈 (2)  15.51 

 ハードルは北川の専門種目ではあるが、三年ぶ

りのレースなので記録は未知数である。先日の京

都インカレでは走幅跳で6位タイ記録の7位とな

るなど、技術・スピード面では問題はあまりない

が、走りきる体力に不安が残る。後半崩れないよ

う走りきって、大学でのハードル初レースとして

納得のいく記録を出したい。 

  

走幅跳 

北川 佳奈 (2)  4m89 

 先にも述べた通り、京都インカレで 7位となっ

たこの種目だが、今回は先日出したばかりの自己

ベスト（4m89）を超えて 5m 台を狙う。着地がう

まくいけば 5m は十分手の届く距離なので、蒼穹

記録の 5m10 を超える記録も期待できる。 
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関西インカレの日程  （西京極） 

５月１４日（火）           第１日目 
 
〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１１：００ 女子 ４×１００ｍ 予 

１１：１０ ２部 ４×１００ｍ 予 

１１：２５ １部 ４×１００ｍ 予 

１１：４０ 女子 １５００ｍ 予 

１１：５５ ２部 １５００ｍ 予 

１２：１５ 女子 ４００ｍ 予 

１２：３５ ２部 ４００ｍ 予 

１２：５５ １部 ４００ｍ 予 

１３：３０ 女子 １００ｍ 予 

１３：４５ ２部 １００ｍ 予 

１４：０５ １部 １００ｍ 予 

１４：３０ 女子 ５０００ｍＷ ｵｰﾌﾟﾝ 
１５：２０ 女子 ４００ｍ 準 

１５：３０ ２部 ４００ｍ 準 

１５：４０ １部 ４００ｍ 準 

１５：５０ 女子 １５００ｍ 決 

１６：００ ２部 １５００ｍ 決 

１６：１０ １部 １５００ｍ 決 

 

〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１１：００ ２部 走高跳 決 

１１：００ ２部 三段跳 決 

１３：００ 女子   棒高跳 ｵｰﾌﾟﾝ 
１４：００ １部 三段跳 決 

 

〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１１：３０ ２部 円盤投 決 

１３：００ 女子 砲丸投 決 

１４：００ １部 円盤投 決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１５日（水）           第２日目 
 
〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：００ ２部 (10) １００ｍ 

１０：０５ １部 (10) １００ｍ 

１０：１５ 女子 １００ｍ 準 

１０：２５ ２部 １００ｍ 準 

１０：３５ １部 １００ｍ 準 

１０：５０ 女子 １００００ｍ 決 

１１：４０ 女子 １００ｍＨ 予 

１２：００ ２部 １１０ｍＨ 予 

１２：１０ １部 １１０ｍＨ 予 

１２：３０ 女子 ４００ｍ 決 

１２：３５ ２部 ４００ｍ 決 

１２：４０ １部 ４００ｍ 決 

１２：５５ ２部 １００００ｍ 決 

１３：４０ 女子 １００ｍ 決 

１３：４５ ２部 １００ｍ 決 

１３：５０ １部 １００ｍ 決 

１４：０５ １部 １００００ｍ 決 

１４：５０ 女子 １００ｍＨ 決 

１５：００ ２部 １１０ｍＨ 決 

１５：０５ １部 １１０ｍＨ 決 

１５：２０ 女子 ４×４００ｍ 予 

１５：３５ ２部 ４×４００ｍ 予 

１５：５０ １部 ４×４００ｍ 予 

１６：０５ ２部 (10) ４００ｍ 

１６：１０ １部 (10) ４００ｍ 

 

〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：００ １部 走高跳 決 

１１：００ １部 (10) 走幅跳 

１１：００ ２部 (10) 走幅跳 

１２：００ ２部 棒高跳 決 

１３：００ 女子 三段跳 決 

１４：００ １部 (10) 走高跳 

１４：００ ２部 (10) 走高跳 

 

〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：００ １部 やり投 決 

１２：００ ２部 やり投 決 

１２：４０ １部 (10) 砲丸投 

１２：４０ ２部 (10) 砲丸投 

１４：００ 女子 やり投 決 
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５月１６日（木）          第３日目 
 

〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：００ 女子 (7) １００ｍＨ  

１０：１５ ２部 (10) １１０ｍＨ  

１０：２０ １部 (10) １１０ｍＨ  

１０：３５ 女子 ２００ｍ 予 

１０：５０ ２部 ２００ｍ 予 

１１：０５ １部 ２００ｍ 予 

１１：３０ 女子 ８００ｍ 予 

１１：５０ ２部 ８００ｍ 予 

１２：１０ １部 ８００ｍ 予 

１２：３０ 女子 ４００ｍＨ 予 

１２：４５ ２部 ４００ｍＨ 予 

１２：５５ １部 ４００ｍＨ 予 

１３：１５ 

１３：３０ 
２部 

３０００ｍＳＣ 
タイムレース 

決 

１３：４５ １部 ３０００ｍＳＣ 決 

１４：０５ 女子 ２００ｍ 準 

１４：１５ ２部 ２００ｍ 準 

１４：２５ １部 ２００ｍ 準 

１４：４０ 女子 ８００ｍ 準 

１４：５０ ２部 ８００ｍ 準 

１５：００ １部 ８００ｍ 準 

１５：１５ 女子 ４００ｍＨ 決 

１５：２５ ２部 ４００ｍＨ 決 

１５：３０ １部 ４００ｍＨ 決 

１５：４５ 女子 (7) ２００ｍ  

１５：５５ 女子 ４×１００ｍ 決 

１６：００ ２部 ４×１００ｍ 決 

１６：０５ １部 ４×１００ｍ 決 

１６：２０ ２部 (10) １５００ｍ 

１６：２５ １部 (10) １５００ｍ 

 

〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：３０ 女子 走幅跳 決 

１０：４０ 女子 (7) 走高跳  

１２：２０ １部 (10) 棒高跳  

１２：２０ ２部 (10) 棒高跳  

１３：３０ １部 走幅跳 決 

 

〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：００ ２部 砲丸投 決 

１１：００ １部 (10) 円盤投 

１１：００ ２部 (10) 円盤投 

１１：３０ １部 砲丸投 決 

１３：００ 女子 (7) 砲丸投 

１３：３０ 女子 円盤投 決 

１５：００ １部 (10) やり投 

１５：００ ２部 (10) やり投 

５月１７日（金）           第４日目 
 

〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：２０ 女子 ５０００ｍ 決 

１０：４５ 女子 ２００ｍ 決 

１０：５０ ２部 ２００ｍ 決 

１０：５５ １部 ２００ｍ 決 

１１：１０ 女子 ８００ｍ 決 

１１：２０ ２部 ８００ｍ 決 

１１：３０ １部 ８００ｍ 決 

１２：２０ 

１２：４０ 
２部 

５０００ｍ 
タイムレース 

決 

１３：００ １部 ５０００ｍ 決 

１３：２５ 男子 １００００ｍＷｵｰﾌﾟﾝ 

１４：２０ 女子 (7) ８００ｍ  

１４：３０ 女子 ４×４００ｍ 決 

１４：４０ ２部 ４×４００ｍ 決 

１４：５０ １部 ４×４００ｍ 決 

 

〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 

１０：３０ １部 棒高跳 決 

１０：３０ 女子 (7) 走幅跳 

１１：００ 女子 走高跳 決 

１２：００ ２部 走幅跳 決 
 
〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 

 ９：４５ ２部 ハンマー投 決 

１１：１５ 女子 ハンマー投 決 

１２：００ 女子 (7) やり投 

１２：３０ １部 ハンマー投 決 
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第 66 回京都学生陸上競技対校選手権大会の結果
(４月１３日・１４日 西京極) 

 

▼100m 

広瀬 亮平 予 11.26 -3.6  

  ４位 11.15 -1.0  

花谷 直人 予 11.53 -1.5  

北垣  卓 予 11.66 -2.1  

▼200m 

藤井 章輔 予 22.25 -0.1  CB⑳ 

  ５位 22.66 -2.5  

北垣  卓 予 23.21 -0.1  

▼400m 

根元 貴行(院) 予 51.47   

花谷 直人 予 52.09   

米谷 健司 予 53.28   

▼800m 

寺田  智 予 1.58.44   

近藤 芳樹 予 1.59.17   

▼1500m 

佐藤 章徳 ４位 4.05.35  PB 

磯島  弘 ９位 4.10.84   

大畑  合 10位 4.11.36   

▼5000m 

西村 好康 ４位 14.55.30   

山崎 圭介 12位 16.10.27   

▼10000m 

山中 邦夫 11位 33.33.32  PB 

田中斉太郎 12位 33.48.39  PB 

背戸 和寿 13位 35.17.84   

▼110mH 

佐藤真一郎 予 15.65 -0.1  

  ３位 15.54 -0.6  

若山 哲志 予 15.69 -1.6  

  ５位 15.87 -0.6  

尾崎 禎亮 予 16.24 -1.6  

  ６位 16.16 -0.6  

▼400mH 

若山 哲志 予 56.06   

  ５位 56.05   

尾崎 禎亮 予 57.85  PB 

寺田  悟 予 57.96   

▼3000mSC 
佐藤 章徳 ５位 9.45.80   

山崎 圭介 ６位 9.46.24   

斉藤寛太郎 12位 10.10.99  PB 

▼4×100mR 
雪本(院)-広瀬-藤井章-北垣 ３位 42.29 

▼4×400mR 
藤井章-雪本(院)-米谷-花谷 ６位 3.25.84 

 
 

 

 

 

 

▼走高跳 

渡邉 浩一 ５位 1.85   

田中 智弘 ８位 1.80  ♪ 

▼棒高跳 

水田 真人 ３位 3.20   

佐藤真一郎 ４位 3.20   

▼走幅跳 

森   一 ８位 6.30 +2.0  

宮田 征門 ９位 6.07 +1.7  

鈴木 龍介 11位 5.77 +2.2  

(公認最高) 4.18 +1.8  

▼三段跳 

和田  浩(院) 優勝 14.20 +1.0  

粟村 聡資 ４位 13.61 +1.0  

福山 大典 ５位 13.60 +1.8  

▼砲丸投 

竹村顕大朗 ７位 11.22   

▼円盤投 

河村 和彦 11位 29.88   

▼ハンマー投 

河村 和彦 ６位 42.52   

▼やり投 

八木 美典 12位 41.08   

▽100m 
滝上 伸子 ８位 14.73 -2.2  

▽200m 
滝上 伸子 予 30.36 -1.4  

▽800m 
岩瀬 祥子 ９位 2.42.24   

▽1500m 
溜  宣子 13位 5.40.60   

▽5000m 
田端亜衣子 10位 19.53.87    PB⑤ 

▽走幅跳 
北川 佳奈 ７位 4.89 +1.6 CB⑥ 

 

▼対校得点男子 
1位 京産大 245点 (T 171点 1位  F 74点 2位) 
2位 立大 151点 (T 95点 2 位  F 56点 3 位) 
3位 同大 119点 (T 41点 4 位  F 78点 1 位) 
4 位 京大 90 点 (T 51 点 3 位  F39 点 4 位) 

 
▽対校得点女子 
1位 立大 117点 (T104点 1 位  F 13点 3 位) 
2位 京教大 77点 (T26点 5位  F51点 3位) 
3位 龍大 67点 (T37点 2位  F30点 2位) 
9 位 京大 3 点 (T 1 点 9 位  F2 点 4 位) 
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個人戦・記録会などの結果 

( 2001年12月８日～2002年４月28日 ) 

 
全国クラスの大会 

第８５回日本選手権競歩 ( 1/27 六甲アイランド) 

▼20kmW 

杉本 明洋 ９位 1.26.28  PB 蒼穹新 
 

第４１回全日本競歩輪島大会 ( 4/14 輪島公認) 

▼20kmW 

杉本 明洋 ６位 1.25.06  PB 蒼穹新 

 
昨年末に行われた大会・記録会 

兵庫実業団記録会 ( 12/8王子公園) 

▼10000m 
西村 好康  31.07.54    PB⑥ 

丸吉 繁一  31.43.66    PB⑭ 

西村 重行  32.21.80    PB 

背戸 和寿  35.00.34    PB 

 

第１１回京都陸協記録会 ( 12/9 西京極補助) 

▼5000m 

山崎 圭介  15.43.6  PB 

背戸 和寿  16.56.1 

▽3000m 
佐々木 郁  10.19.1  PB 蒼穹新 

 

加古川マラソン ( 12/23 加古川河川敷)  

▼ハーフマラソン 

丸吉 繁一  1.10.37 

西村 重行  1.11.05    PB⑳ 

背戸 和寿  1.13.10    PB 

 

第１２回京都陸協記録会 ( 12/16 西京極補助) 

▼5000m 

西村 好康  14.51.7    PB⑦ 

山崎 圭介  15.34.5    PB 

佐藤 章徳  15.50.5  

渡辺 敬宏  16.04.0    CB 

西村 重行  16.08.7 

菅原 健志  16.32.3    CB 

吉田 寛幸  16.39.1    PB 

斉藤寛太郎  16.45.2 

大崎 友数  16.51.1 

小林 輝明  18.06.5    PB 

▽3000m 
佐々木 郁  10.16.7  PB 蒼穹新 

山下 里絵  11.37.1  PB⑧ 

岩瀬 祥子  11.44.1  PB⑨ 

中村奈都子  11.48.3  PB⑩ 

 

今年行われた大会・記録会 

元旦ロードレース・競歩大会 ( 1/1 庄内緑地) 

▼20kmW 

杉本 明洋 優勝 1.31.03   

 

出雲ﾄﾞｰﾑくにびきマラソン ( 2/11 出雲ﾄﾞｰﾑ周辺) 

▼ハーフマラソン 

西村 重行  1.13.37   

     

大阪シティハーフマラソン  ( 2/24 大阪市内) 

▼ハーフマラソン 

背戸 和寿 82位 1.17.26   

     

第１４回京都陸協記録会 ( 3/23 太陽が丘) 

▼100m 

広瀬 亮平  11.28 -1.0  

花谷 直人  11.49 -1.0  

雪本 明宏(院)  11.50 -1.0  

神通 邦彦  11.51 -1.0  

北垣  卓  11.70 -2.9  

佐藤真一郎  12.22 -0.9  

▼200m 

花谷 直人  23.40 +0.4  

河野  良  25.44 -0.8  

▼400m 

寺田  悟  55.11   

▼5000m 

西村 好康  15.16.22   

西村 重行  15.51.24   

大畑  合  15.56.89   

佐藤 章徳  16.11.13   

山中 邦夫  16.18.61  PB 

田中斉太郎  16.25.06  CB 

斉藤寛太郎  16.47.64   

松本 隆平(蒼)  16.56.78   

園村 和弘  16.58.68  PB 

伊藤 隆裕  17.08.37  PB 

小林 輝明  18.09.52  PB 

▼110mH 

佐藤真一郎  15.70 +1.9  

尾崎 禎亮  15.96 +1.9 CB 

▽3000m 

岩瀬 祥子  12.22.07   

     

第１回学連記録会 ( 4/1,2服部緑地) 

▼100m 

広瀬 亮平  11.08 -0.6  

北垣  卓  11.67 +0.0  

▼200m 

広瀬 亮平  22.43 -0.6  

寺田  悟  24.26 +2.1  

河野  良  24.71 +2.0  
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▼400m 

米谷 健司  53.42   

西村 広展  53.66  PB 

河野  良  54.99  PB 

▼800m 

磯島  弘  1.58.51  CB 

寺田  智  1.59.92   

▼1500m 

佐藤 章徳  4.05.54  PB 

磯島  弘  4.08.49  CB 

大畑  合  4.09.30   

山中 邦夫  4.16.68  PB 

大崎 友数  4.23.58   

伊藤 隆裕  4.30.70   

石田 康典  4.42.63  PB 

▼5000m 

西村 好康  14.57.21   

田中斉太郎  16.21.97  CB 

▼10000m 

背戸 和寿  35.26.10   

吉田 寛幸  36.43.39  PB 

▼400mH 

寺田  悟  59.54   

尾崎 禎亮  60.28   

▼3000mSC 
佐藤 章徳  9.29.06   

山崎 圭介  10.16.90   

斉藤寛太郎  10.18.79   

吉田 寛幸  11.15.96   

▼走幅跳 

鈴木 龍介  5.62 +1.8  

▼三段跳 

福山 大典  12.75 +0.6  

▼ハンマー投 

河村 和彦  44.85    PB⑥ 

▽100m 
北川 佳奈  14.56 -1.2 CB⑰ 

滝上 伸子  14.69 -1.2  

▽200m 
滝上 伸子  29.90 +0.0  

▽800m 
大本 祐子  2.30.06   

岩瀬 祥子  2.38.65    PB⑭ 

     

第６８回兵庫ＩＣ ( 4/5 尼崎) 

▼10000m 

西村 好康 OP 32.17.70   

     

第１回京都陸協記録会 ( 4/7 西京極) 

▼100m 

雪本 明宏(院)  11.32 +1.1  

北垣  卓  11.38 +1.2  

根元 貴行(院)  11.77 +1.1  

佐藤真一郎  11.92 +1.0  

西村 広展  11.99 +1.9 PB 

▼400m 

根元 貴行(院)  52.42   

米谷 健司  53.89   

西村 広展  54.06   

▼1500m 

斉藤寛太郎  4.28.04   

▼5000m 

小林 輝明  17.57.90  PB 

▼110mH 

佐藤真一郎  15.39 +1.1 CB⑧ 

     

第５０回大阪ＩＣ ( 4/8,9万博) 

▼十種競技 

花谷 直人 OP 4643    PB⑬ 

半田 知巳 OP DNF   

 

第６６回京都ＩＣ ( 4/13,14 西京極) 

▼100m 

雪本 明宏(院) OP 11.55 -1.5  

▼200m 

雪本 明宏(院) OP 22.71 +1.8  

根元 貴行(院) OP 23.18 +1.8  

▼400m 

河野  良 OP 55.45   

▼1500m 

伊藤 隆裕 OP 4.22.08  PB 

▼5000m 

松本 隆平(院) OP 16.14.81   

渡辺 敬宏 OP 16.46.38   

吉田 寛幸 OP 17.19.98   

▼3000mSC 
大崎 友数 OP 10.09.04  PB 

 

第２回京都陸協記録会 ( 4/28 西京極) 

▼200m 

広瀬 亮平  22.10 +0.1  

北垣  卓  22.66 +0.9  

河野  良  25.04  ？  

▼400m 

根元 貴行(院)  51.45   

雪本 明宏(院)  52.85   

藤森真一郎  54.36   

▼1500m 

西村 好康  3.58.82    PB⑮ 

寺田  智  4.12.81    PB 

▼5000m 

山中 邦夫  15.59.93  PB 

田中斉太郎  16.01.15  CB 

渡辺 敬宏  16.16.16   
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松本 隆平(院)  16.34.96   

小林 輝明  17.46.46    PB 

▼110mH 

佐藤真一郎  15.73 ？  

▼3000mSC 
杉浦  健(蒼)  9.33.51   

丸吉 繁一(蒼)  9.40.53   

山崎 圭介  9.44.99   

大崎 友数  10.05.16    PB 

伊藤 隆裕  10.28.47    PB 

▼三段跳 

和田  浩(院)  13.97 ？  

▽1500m 
田端亜衣子  5.12.58 
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記号の見方 

 

  ▼：男子種目   ▽：女子種目 

  予：予選    順位：決勝の順位 

  Ⅱ：記録会等の２次レース 

 タ決：タイムレースの決勝(順位不詳) 

 PB：自己新記録 

 CB：大学における自己新記録 

  ♪：デビュー戦 

蒼穹新：蒼穹新記録 

○ ：蒼穹ランク 

  (記録を出した時点、２０位まで) 

 (院)：学連登録の院生 

 (蒼)：蒼穹クラブ登録の部員 


