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主将挨拶 

 

我々の 10 年ぶりの優勝で幕を閉じた七大戦からはや 2ヶ月過ぎました。しかし我々

の闘いはまだ終わったわけではありません。来たる10月 12日（土）、山城総合運動公

園陸上競技場にて第 75 回東京大学・京都大学陸上競技大会兼東京大学・京都大学対校

女子陸上競技大会が行われます。昨年は近年稀にみる大接戦となり勝敗の行方は最終種

目4×400m リレーまで縺れ込みましたが後一歩の所で及ばず僅差で苦杯を舐める結果

となりました。しかしながら今年の我々は昨年の轍をふまぬよう意識を変え練習に取り

組み大きく成長したことを確信しております。七大戦の勝利の勢いそのまま立ち向かい

必ずや完全勝利を治めてみせます。我等に対する東大勢ですが七大戦では本来の力を出

しきれず得点をこぼした面もあるので全く侮ることが出来ません。蒼穹会の方々の熱い

応援があればこそ我等の勝利も不動のものとなると思われますので一人でも多くの先

輩が競技場に足をお運び頂きますようよろしくお願い致します。 

 

京都大学陸上競技部主将   米谷 健司 

 

 

 
                 １０年ぶりの七大戦優勝 
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東大戦の日程 

日時：１０月１２日（土）  （開会式１０：００ 閉会式１５：３０） 

 
☆トラックの部 

１０：３０ １００ｍ 

１０：３５ 女子１００ｍ 
１０：４５ １５００ｍ 
１０：５５ ５０００ｍＯＰＥＮ 
１１：４５ ４００ｍ 
１１：５０ 女子４００ｍ 
１２：１０ １１０ｍＨ 
１２：３０ ４×１００ｍＲ 
１２：４５ ８００ｍ 
１２：５０ 女子８００ｍ 
１２：５５ ８００ｍＯＰＥＮ 
１３：１５ ２００ｍ 
１３：２０ ２００ｍＯＰＥＮ 
１３：４０ ４００ｍＨ 
１４：００ 女子３０００ｍ 
１４：２０ ５０００ｍ 
１４：５０ 女子４×１００ｍＲ 
１５：００ ４×４００ｍＲ 

☆フィールドの部 

１０：３０ 走高跳／ハンマー投 
 

 

１１：３０ 走幅跳／女子走幅跳 
１１：４５ 円盤投 
 

 

 

 

 

 

１３：１５ 棒高跳 
 

１３：３０ 砲丸投／女子砲丸投 
１４：００     三段跳／やり投 

 

場所：山城総合運動公園陸上競技場 （http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/） 

京阪宇治駅、JR宇治駅から、又近鉄大久保駅、城陽方面から、それぞれ「太陽が丘」行バスに乗車。約15～20分 
 

 

 

＊第７５回東大・京大対校陸上競技大会記念パーティーについて＊ 

日時：２００２年１０月１２日（土）１７時３０分から１９時３０分 

場所：「パルティール京都（宇治市宇治樋ノ尻８８ 電話０７７４－２５－７７７７）」 

    陸上競技場からはバスで移動予定。移動時間は約１０分。 

    当会場からＪＲ宇治駅までマイクロバスを予定。徒歩でも約１０分。京阪宇治駅まで徒歩約１５分。 

    当日参加可。 
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東大戦の展望

～短距離～ 

100ｍ 

広瀬 亮平  (4)  10.81  
花谷 直人  (3)  11.09 
北垣 卓   (2)  11.13  
米谷 健司 (4)  補欠 
松井 延行 (1)  補欠 

100ｍは東大戦トラック最初の種目であり、ここでまず貯

金を作り、後の選手を戦いやすくするためにも重要な種目

である。タイムでは広瀬が頭一つリードしており、二連覇

の可能性は高い。二位争いは花谷、北垣、さらに東大勢も

タイムが近く接戦になりそうである。しかし、花谷、北垣

が冷静に自分の走りができれば上位独占も十分可能であり、

ここで大きく勝ち越してまず流れを京大に持ってきたいと

ころである。 
 

 

200ｍ 

広瀬 亮平  (4)  21.92  
藤井 章輔  (2)  22.25  
北垣 卓   (2)  22.63  
藤井 健輔 (2)  補欠 
村地 優樹  (2)  補欠 

200ｍは恐らくタイムでは上位を占めており、大差での勝

利を期待できる種目である。広瀬は三連覇がかかっており、

去年、一昨年と 21秒台を出しており、今年も好タイムを残

したい。藤井（章）の故障からの回復具合が気になるが、

９月下旬の記録会ではそこそこ走れており本番は大丈夫そ

うである。北垣は９月に精力的にレースに出て 200ｍのレ

ース経験も十分積んでおり、不安はなさそうである。 
 

 

400ｍ 

村地 優樹 (2)  50.05  
花谷 直人 (3)  50.52  
堀江 匠 (1)  ― 
米谷 健司 (4)  補欠 
藤井 健輔 (2)  補欠 
短距離で一番苦しい戦いを強いられそうなのが 400ｍで

ある。村地は 49秒台突入目前であり、50秒を切り最低で

も二位は確保したい。花谷は 9月初めにふくらはぎを軽く

肉離れしたが、現在は元気に走っており、問題なさそうで

ある。50秒台で安定して走る力はあり、ここはベストを更

新して上位に食い込んで欲しい。堀江は大学で 400ｍを走

るのは初めてであるが、最近の練習では調子を上げてきて

おり、51秒台前半は狙えそうである。 
 

 

 

110ｍH 

佐藤 真一郎 (3)  15.12  
若山 哲志 (4)  15.15  
尾崎 禎亮 (2)  15.54  
小林 祐之 (4)  補欠 
寺田 悟 (4)  補欠 
この種目は明らかに東大と力の差があり、ことしも無難

にこなせば大幅に勝ち越せる種目である。注目は若山、佐

藤の優勝争いである。七大戦優勝の若山は腰をいためてい

て少し不安があるが、ピーキングは上手く、佐藤は七大戦

以降少し精彩を欠いていたがここに来て復調してきており、

面白い勝負になりそうである。尾崎は東大の一番手をきっ

ちり抑え、あわよくば優勝争いに絡んで欲しい。 
 

 

400ｍH 

若山 哲志 (4)  54.85  
寺田 悟 (4)  55.56  
尾崎 禎亮 (2)  57.70  
小林 祐之 (4)  補欠 
西村 広展 (3)  補欠 

400ｍHはタイムでは若山、寺田が抜きん出ており 1、2
位は確実である。特に寺田は最近 110ｍH でもベストを出

し好調であり、1回生で出した上記のタイムを超えそうであ

る。尾崎はこの種目波が大きく、どのくらいのタイムで走

るか読みづらいが、少しでも上位に入り、点差を広げて欲

しい。 
 
 

4ｘ100ｍR 

花谷-広瀬-藤井(章)-北垣   （補欠 米谷 堀江 杉本） 

この種目はここ三年京大が勝っており、今年も走力で

は東大に勝っており、大きなミスがなければ勝てそうで

ある。ただ、4 継はバトンミスの多い種目であり、バト

ンを確実につなぐことが大切である。 
 

 

4ｘ400ｍR 

(花谷･村地･藤井(章)･藤井(健)･広瀬･米谷･堀江)  
マイルリレーは去年、同点で迎えたこの最終種目で東

大に競り負け、総合優勝を逃した因縁の種目である。花

谷、広瀬等多種目出場のメンバーがおり、まだオーダー

は決まっていないが村地、藤井（章）の出場は確定して

いる。特にアンカーを走る村地は近国では一日に 400ｍ
を4本こなしており、体力的にも余裕があり、期待でき

そうである。できれば最終種目までに勝負を決めてしま

いたいが、花谷、広瀬が万全の状態で臨めば、マイルリ

レーでも東大に勝てそうである。 
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～中距離～ 

800m 

寺田 智 (3)  1.57.52 
磯島 弘 (2)  1.58.13 
前田 昌也 (1)  2.00.10 
水井 研吾 (1)  補欠 
山田 修裕 (1)  補欠 
寺田は、未だ調子はもう一つといったところであるが、

七大戦での悔しさを晴らすためにも、また新主将として今

後陸上部を引っぱっていくためにも活躍が期待される。い

まや定番となった彼のラストスパートに切れのよさが戻れ

ば、スタンドは大いに盛り上がるだろう。磯島は、七大戦

では事前のランキングを大きく覆し、三位入賞を果たした

選手である。練習では好タイムで走っており、後は結果を

待つのみである。現在も好調を維持しており、今が旬の選

手である。昨年の雪辱を晴らすためにも、好記録・優勝を

期待したい。前田は、中距離期待の一回生である。夏以降

調子を落としてしまい、未だ不調から抜け出せていない現

状だが、七大戦前は急激に調子を上げてきていたので、今

回も試合に合わせて調子を上げてきてくれるだろう。また

今後のステップアップのためにも積極的な姿勢を見せてほ

しい。 
持ちタイムから見ると、完全に東大にリードされた状況

であり今年も苦戦を強いられそうだが、中距離種目の特性

上、レース展開やコンディショニング次第で結果は大きく

変わる。そのことを考慮し、京大の選手がいかに東大の隙

をつくことができるかが勝敗の決め手となるだろう。 
 
 

1500m 

西村 好康 (2)  3.56.84 
大畑 合 (4)  4.00.56 
山崎 圭介 (3)  4.12.45 
山中 邦夫 (4)  補欠 
佐藤 章徳 (3)  補欠 
大畑は、七大戦以後、『三分台突入・東大戦優勝』を目

標に、多くの犠牲を払い過酷な練習に耐えてきた。彼の

身上である積極果敢なレースを実践できれば、その目標

達成も十分可能である。後はレース当日に向けての調整

次第であろうが、長年中距離班を引っ張りつづけてきて

くれた彼である、必ず成し遂げてくれるだろう。山崎は、

知る人ぞ知る、陸上部における『陰の活躍者』である。

これまで数々の対校戦で入賞し、自己記録を更新しスタ

ンドを沸かせてきたが、彼の活躍が取り立たされること

は稀であった。しかし、今回の彼からは強い意気込みが

感じられ、調子もまずまず良いので最低でもベスト記録

は更新し、上位にも食い込んでくるだろう。そして今大

会の主役の一人に名を連ねてくれるだろう。西村は、七

大戦での汚名を返上するためにも是非優勝したいところ

である。調子も上向きであるので順当にいけば優勝は固

いと思われるが、中距離種目の特性上油断はできない。

また大会の進行上早い時間帯に行われる競技であるので、

チーム全体に勢いをつける意味でも、彼の活躍は不可欠

であるので、是非がんばってほしい。 
 

 

～長距離～ 

5000m 

西村 好康 (2)  14.55.30  
西村 重行 (4)  15.19.29  
佐藤 章徳 (3)  15.32.34  
田中 齊太郎 (2)  補欠 
宮木 貴志 (1)  補欠 
昨年のデッドヒートが記憶に新しい 5000ｍ。今回はその

レースを制したエースの西村（好）を中心に、新旧のパー

トチーフが出場する。 
西村（重）は九月の始めに靭帯を痛め、ここ数週間をリ

ハビリに費やしてきた。練習不足は否めないが、最後のト

ラックでの対校戦に向け、気合は十分。持前の粘りの走り

に期待したい。 
佐藤は御存知、3000ｍＳＣのエース。昨季までは 5000

ｍで結果が残せなかった佐藤も今季は早々に好記録を出し、

代表の座を手中にした。障害では蒼穹二位の実績を持つ選

手。隠れた優勝候補か。 
西村（好）は四連覇に向け、今年がその二年目になる。

今回は 1500ｍとのダブル出場で疲労も心配されるが、七大

戦以降確実に復調しており、他選手の追随は許さないだろ

う。5000ｍで総合優勝に王手をかける。 
 
 
 

～跳躍～ 

走幅跳 

杉本 昌大 (1)  7m08  
宮田 征門 (4)  6m77  
粟村 聡資 (4)  6ｍ36  
鈴木 龍介 (4)  補欠 
森  一 (2)  補欠 
走幅跳にはこの三人が出場する。一回生ながら七大戦で

７ｍを跳んだ杉本は練習でも時折その強さをひしひしと感

じさせる。ぜひこの試合でもその実力を発揮し優勝して欲

しい。宮田は大学院入試をはさんでの出場となる。どうし

てもブランクは否めないが、最高学年としての努めはきち

んと果たしてくれるだろう。粟村は対校戦の選手として走

幅跳に出るのは今年初めてである。自己ベストを更新して

一つでも上の順位を狙いたい。全体としては両校ともに似

通った競技レベルであり混戦が予想される。各選手がしっ

かり跳ぶことが要求されよう。 
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三段跳 

福山 大典 (2)  14m80  
粟村 聡資 (4)  14m34  
横矢 龍之介 (1)  13m91  
垣畑 陽 (2)  補欠 
三段跳は七大戦と同じこのメンバーでの出場である。

その七大戦で大きく自己記録を更新し優勝を飾った福山

は、そのあとの近畿国立対校戦でも好跳躍をみせており、

この試合でも優勝候補である。その実力をいかんなく発

揮して、１５ｍの跳躍をみせたいところである。粟村は

今年は怪我とファウルが多く活躍という活躍も出来てい

ない。しかしようやく復調の兆しが見えてきているので、

最後の対校戦らしい跳躍をみせてほしい。横矢は先日の

記録会で参考記録ながら１４ｍをマークしており勢いに

乗っている。走高跳同様好パフォーマンスが期待される。

三段跳は勝ち越しはかたいと思われるので、ここでどれ

だけ勝てるかも跳躍全体の一つの鍵となるであろう。 
 
 

走高跳 

横矢 龍之介 (1)  1m93  
渡邉 浩一 (3)  1m90  
田中 智弘 (2)  1m80  
走高跳はこの三人が出場する。横矢はシーズン初めに踵

を痛めたことも感じさせない好調ぶりを今シーズン中見せ

続けている。例によって三段跳との二種目出場ではあるが、

大台に乗せる跳躍が見たいものである。渡邉はここのとこ

ろ本人の実力からは随分低迷している。しかし先日グラン

ドで１ｍ９０を跳んでおり、復調の兆しも見える。会心の

跳躍を見せてほしい。田中は本人的な事情でやや練習不足

であることが気になるところではある。しかし先日の七大

戦での悔しい思いを糧にがんばって欲しい。走高跳は東大

勢も強豪ぞろいである。競り合いの中、好記録がうまれる

こと、そして勝負に勝つことが期待される。 
 
 

棒高跳 

水田 真人 (7)  3m40  
佐藤 真一郎 (3)  3m30  
花谷 直人 (3)  3m00  
棒高跳はこの三人が出場する。水田はここのところ３ｍ

３０前後で伸び悩んでいる。この東大戦が最後の対校戦と

なるので、悔いのない跳躍をして欲しい。佐藤は１１０ｍ

Ｈとの二種目出場である。本人は、３ｍ５０は跳べると豪

語しているのでぜひとも東大勢に一矢報いて欲しい。花谷

は五種目を兼任するためこの競技に万全で臨める訳ではな

いが、昨年は記録無しに終わったので、それだけは避けて

欲しいところ。この競技は東大がかなり強いためなかなか

いい勝負に持ち込むのは難しいが、勝負は水物なので、気

持ちで負けないようがんばって欲しい。 
 

 

 

～投擲～ 

砲丸投 

竹村 顕大朗 (2)  12m19  
河村 和彦 (3)  10m99  
八木 美典 (4)  9m43  
垣畑 陽 (2)  補欠 
東大の一番手と竹村、東大の二番手と河村、東大の三番

手と八木の勝負となるであろう。 
竹村は七大戦において６投目に逆転されるなど、悔しい

思いをしているので、その雪辱を晴らし、是非、優勝した

いところである。河村は最近、安定した記録を出している

のでまず勝てるであろう。 
八木もこの 2 人に負けないように、しっかりと勝って３

点勝ち越したいところである。 
 

 

円盤投 

河村 和彦 (3)  32m61  
堤  哲生 (5)  30m72  
垣畑 陽 (3)  28ｍ03  
八木 美典 (4)  補欠 
東大の出口が安定して 40m 近くを投げるため、突出して

いる。しかし、2位以下には今期、安定して30m を越える

投げをしている河村と、最近コツが分かったと、練習で 34m
付近を投げている堤、そして試合に不慣れなため前試合で

は 28m 台だったが、30m は越える力を持つ垣畑の 3 人の

争いになるだろう。一種目目であるために、ここで 2位、3
位、4位を取って勢いに乗りたいところである。 
 

 

ハンマー投 

河村 和彦 (3)  44m85  
八木 美典 (4)  35m08  
木村 克也 (1)  31ｍ54  
水田 真人 (7)  補欠 
河村が全体から突出しており、1 位は間違いないだろう。

2 位には東大の出口が有力である。3 位以下は 35m 台に京

大の八木と東大の小笠原がおり、勝負どころであるため八

木は負けられない。木村は、5位以上はほぼ確定しているた

め、何とかベストを出して 3 位争いに絡みたいところであ

る。 
 

 

やり投 

堤  哲生 (5)  59m66  
松田 俊 (1)  47m59  
八木 美典 (4)  46m93  
真鍋 文朗 (2)  補欠 
最近の記録の安定性、2位(52m台)との差を考えても堤の
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優勝は間違いないところである。そのため、堤が 60m を越

え、そして蒼穹記録にどこまで追いつけるかが見所となる。

2 位は東大の出口であるが、最近調子が良くなく、50m 付

近しか投げていないため、松田、八木もいい勝負ができそ

うである。2人とも出口に勝って、1 位、2位、3 位を独占

し、大量リードしたいところである。 
 

投擲総括 

昨年から、1 人が 2種目以上勝負できる力をつけるという

考えの成果が実り、どの種目も勝ち越す可能性が高くなっ

た。そのため、投擲で大量リードを奪って、チームの優勝

に大きく貢献したい。 
 
 
 

～女子部～ 

女子は今年から正式に対校戦となります。しかし現時

点の我が女子部は、実力不足が否めず、非常に苦しい戦

いとなります。主将大本が腰痛で棄権したこともあり、

枠を埋めるのに必死な種目もいくつかあります。しかし、

やる気・意欲・ガッツはあふれており、決して東大に負

けていません。各選手が自分にとってのベストパフォー

マンス が出来るように、精一杯努力したいと思います。 
 

100m 

滝上 伸子 (2)  14.21  
北川 佳奈 (2)  14.47  
１００ｍには上記の２人が出場する。北川は最近体調

を崩しぎみなのが不安要因ではあるが、実力は十分にあ

る選手である。夏場に十分練習も積めており、実力を開 
花させて１３秒台を出して欲しい。滝上は先日の記録会

でベストを更新しており、上り調子である。彼女も夏の

練習の成果の手応えを感じており、記録会に続いて自己

ベストを、そして１３秒台も充分にねらえるであろう。 
 

400m 

田端 亜衣子 (3)  ―  
北川 佳奈 (2)  ― 
溜  宣子 (2)  補欠 
２人とも専門外であり、苦しい戦いとなる。北川はこの種

目は初出場であるが、１００ｍのスピードを生かし、後半粘

ることが出来れば好記録が望めるだろう。力強い走りをして

もらいたい。田端は長距離選手のため、スピード不足は否め

ない。しかしチャレンジ精神は旺盛であり、この４００ｍで

何かをつかみ取ってもらいたい。 

 

800m 

岩瀬 祥子 (2)  2.38.65 
中村 奈都子 (2)  2.52.94 
溜  宣子 (2)  補欠 

岩瀬は関西学生女子駅伝から一週間後のレースとなるた

め、スピード練習不足であるのが不安材料である。しかし駅

伝・東大戦への意欲とともに調子は上々であり、ここで好記

録を出して、秋シーズンの活躍へとつなげたいところである。

中村は専門外となるが、夏あたりから急激に力をつけてきて

おり、非常に勢いのある選手である。この８００ｍで何かを

つかみ取ってくれるであろう。２人ともぜひ上位入賞をねら

って欲しい。 
 

3000m 

田端 亜衣子 (3)  10.56.52  
山下 里絵 (2)  11.30.26 
中村 奈都子 (2)  補欠 
田端は４００ｍの後の出場となり厳しいところではある

が、専門種目である。夏の故障からも脱出して調子を上げて

きており、きっちりと点を取って欲しい。山下も真夏の七大

戦でベストを更新しており、どんどん力をのばしつつある。

涼しい東大戦では自己ベスト大幅更新も充分に期待できる。

この種目は確実に一位、二位をおさえたいところである。 
 

4ｘ100ｍR 

滝上-北川-岩瀬-田端       （補欠 溜 中村） 

今回は１人が中距離選手、１人がリレー未経験の長距離選

手という非常に厳しい戦いとなる。バトン練習をしっかりと

し、いかに上手にバトンをつなぐかがポイントになるだろう

か。最後の種目なので、ここはチームワークでもってしっか

り走ってしめくくりたい。 
 

走幅跳 

北川 佳奈 (2)  4m89  
滝上 伸子 (2)  4m33  
北川は間に４００ｍがはさまってしまうため、苦しい戦

いとなる。実力を出せれば５ｍは十分ねらえる選手である

ので、４００ｍの疲労に負けずに健闘してもらいたい。滝

上は１００ｍに続いて、ここでも好記録をねらう。持ち前

のパワフルさとガッツで、自己ベストを目差し頑張ってほ

しい。これも、２人とも上位入賞をねらいたい種目である。 
 

砲丸投 

岩瀬 祥子 (2)  ―  
滝上 伸子 (2)  ―  
溜  宣子 (2)  補欠 
岩瀬は専門外であり、練習日数も限られており厳しいとこ

ろではあるが、意欲は十分である。なんとか得点にからむ投

げをしてもらいたい。滝上は３種目目の出場となる。専門外

ではあるが、短距離の筋力と瞬発力を発揮して、上位を目指

して力強く投げてもらいたい。 
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東大戦のランキング

男子 

 

100ｍ 13-8 

広瀬 亮平  10.81  
鈴木 貴博 10.99  
花谷 直人  11.09 
北垣 卓   11.13  
米田 武史 11.14 
式場 健太 11.17 
 

200ｍ 14-7 

広瀬 亮平  21.92  
藤井 章輔  22.25  
鈴木 貴博 22.57 
北垣 卓   22.63  
式場 健太 23.01  
肥後 明佳 23.18  
 

400ｍ 7-14 

大竹 洋平 49.24  
石井 康雄 49.89  
村地 優樹 50.05  
高倉 栄男 50.34 
花谷 直人 50.52  
堀江 匠 ― 
 

110ｍH 15-6 

佐藤 真一郎 15.12  
若山 哲志 15.15  
尾崎 禎亮 15.54  
田中 啓 15.65  
吉岡 和夫 19.4  
岸岡 哲 20.5  
 

400ｍH 14-7 

若山 哲志 54.85  
寺田 悟 55.56  
高倉 栄男 57.22 
尾崎 禎亮 57.70  
田中 啓 58.91  
南條 靖 60.14  
 

800m 6-15 

笹原 翔太 1.54  
石井 康雄 1.56.9  
大竹 洋平  1.55.7  
寺田 智 1.57.52 
磯島 弘 1.58.13 
前田 昌也 2.00.10 
 

 

 

 

1500m 11-10 

西村 好康 3.56.84 
笹原 翔太 3.59  
大畑 合 4.00.56 
安達 太一 4.08  
中原 健二 4.12.2  
山崎 圭介 4.12.45 
 

5000m 12-9 

西村 好康 14.55.30  
田坂 和彦 15.15.66  
西村 重行 15.19.29  
小山 剛史 15.24.99  
佐藤 章徳 15.32.34  
田辺 匡亮 15.33.5  
 

走幅跳 9-12 

藤田 靖浩  7m16  
杉本 昌大 7m08  
橋本 武 6m87  
宮田 征門 6m77  
吉岡 和夫 6m64  
粟村 聡資 6ｍ36  
 

三段跳 11.5-9.5 

福山 大典 14m80  
藤田 靖浩 14m78  
粟村 聡資 14m34  
川添 雄太 14m34  
横矢 龍之介 13m91  
橋本 武 13m58  
 

走高跳 7.5-13.5 

藤原 啓  2m00  
村口 和人 1m96  
横矢 龍之介 1m93  
渡邉 浩一 1m90  
森下 聡  1m90  
田中 智弘 1m80  
 

棒高跳 9-12 

川添 雄太 5m00  
島田 俊雄 4m20  
水田 真人 3m40  
佐藤 真一郎 3m30  
花谷 直人 3m00  
岸岡 哲 2m50  
 

 

 

 

砲丸投 11-10 

出口 雅俊 12m55  
竹村 顕大朗 12m19  
河村 和彦 10m99  
阿部 太一 10m84  
八木 美典 9m43  
岡本 泰英 8m32  
 

円盤投 8-13 

出口 雅俊 39m79  
河村 和彦 32m61  
岡本 泰英 31m23  
島田 俊雄 31m01  
堤  哲生 30m72  
垣畑 陽 28ｍ03  
 

ハンマー投 11-10 

河村 和彦 44m85  
出口 雅俊 42m95  
小笠原 義之 35m82  
八木 美典 35m08  
木村 克也 31ｍ54  
池田 大行 25m31  
 

やり投 13-8 

堤  哲生 59m66  
出口 雅俊 52m73  
松田 俊 47m59  
八木 美典 46m93  
池田 大行 45m80  
田中 啓 41m17  

 
合計 

京都大学  172 点 
東京大学  164 点 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女子 

 

100m 3-7 

帰山 祐佳  12.56  
塩入 敦子 13.11  
滝上 伸子 14.21  
北川 佳奈 14.47  
 

400m 3-7 

塩入 敦子 60.30  
目黒 亜由子 60.88  
田端 亜衣子 ― 
北川 佳奈 ― 
 

800m 5-5 

目黒 亜由子 2.18.05 
岩瀬 祥子 2.38.65 
中村 奈都子 2.52.94 
濱田 摩耶 ― 
 

3000m 7-3 

田端 亜衣子 10.56.52  
山下 里絵 11.30.26 
平野 茉来 12.26.56 
濱田 摩耶 12.03  
 

走幅跳 6-4 

中西 紅美  5m02  
北川 佳奈 4m89  
帰山 祐佳 4m84  
滝上 伸子 4m33  
 

砲丸投 3-7 

中西 紅美  9m40  
帰山 祐佳 7m43  
岩瀬 祥子 ―  
滝上 伸子 ―  
 

合計 
京都大学  27 点 
東京大学  33 点 

注意事項 
網掛け選手が京大正選手 
東大に関しては上位記録3名を正選手とした 
同記録の場合は、余った得点を等分した 
リレー種目は未計算 
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第４０回近畿地区国立大学体育大会陸上競技     ( 2002年8月10日・万博) 

総合 ３位 １２２．５点（トラック６５点 フィールド５７．５点）

▼100m 

花谷 直人 予 11.25 -0.3  

  ４位 11.35 -1.1  

瀬々井巌士 予 11.46 +0.7 CB 

  ８位 11.66 -1.1  

▼200m 

広瀬 亮平 予 23.43 -3.0  

  ５位 22.50 +0.2  

北垣  卓 予 23.41 -1.0  

  ７位 22.96 +0.2  

堀江  匠 予 23.84 -4.2  

▼400m 

村地 優樹 予 50.20   

  ５位 50.58   

米谷 健司 予 52.71   

▼800m 

磯島  弘 予 2.00.60   

  ２位 1.59.87   

前田 昌也 予 2.02.15   

  ３位 2.00.10  CB 

寺田  智 予 2.01.72   

  ４位 2.00.99   

▼1500m 

宮木 貴志 予 4.28.16   

  ７位 4.21.06  CB 

内田  翔 予 4.30.47   

  ８位 4.21.07   

山田 修裕 予 4.27.75   

  ９位 4.24.18  CB 

▼5000m 

西村 重行 ６位 15.55.22  

田中斉太郎 ８位 16.00.15  CB 

大畑  合 16位 17.08.87  

▼110mH 

佐藤真一郎 予 15.92 +0.0  

  ２位 15.48 +0.8  

小林 祐之 予 17.53 +0.3 PB 

藤森真一郎 予 19.94 +0.0 PB 

▼400mH 

西村 広展 予 61.64  PB 

佐藤真一郎 予 63.19  PB 

▼3000mSC 

佐藤 章徳 ２位 9.47.25   

西村 好康 ６位 10.03.52 PB 

大崎 友数 ８位 10.13.99  

▼スウェーデンリレー 

米谷-北垣-花谷-村地 予 2.05.01  

北垣-広瀬-花谷-村地 ３位 1.58.73 ④ 

▼走高跳 

横矢龍之介 ３位 1.93  PB⑦ 

渡邉 浩一 ４位 1.90   

田中 智弘 ９位 1.70   

▼棒高跳 

佐藤真一郎 ２位 3.30  PB 

花谷 直人 ７位 2.80   

▼走幅跳 

杉本 昌大 ５位 6.70 +0.5  

森   一 13位 3.74 +0.0  

▼三段跳 

福山 大典 ２位 14.67 +3.5  

 (公認最高) 14.43 +0.7  

垣畑  陽 ９位 13.66 -0.1  

▼砲丸投 

竹村顕大朗 ４位 11.53   

河村 和彦 ９位 10.17   

垣畑  陽 13位 7.78   

▼円盤投 

河村 和彦 ４位 31.55   

垣畑  陽 10位 28.03  PB 

竹村顕大朗 18位 18.25  PB 

▼ハンマー投 

河村 和彦 ４位 43.49   

松田  俊 ７位 25.83  PB 

竹村顕大朗 12位 19.40  PB 

▼やり投 

堤  哲生 ２位 58.47   

松田  俊 ６位 47.59  CB 

真鍋 文朗 14位 31.77   

▽200m 

滝上 伸子 ３位 30.47 -2.8  

▽800m 

大本 祐子 予 2.35.24   

  ５位 2.32.60   

岩瀬 祥子 予 2.42.69   

▽1500m 

田端亜衣子 決 5.19.36   

山下 里絵 決 5.23.58  PB 

中村奈都子 決 5.24.50  PB 

▽100mH 

北川 佳奈 ４位 17.00 -0.4 CB② 

▽4×100m 

滝上-北川-岩瀬-大本 ５位 61.15  

▽走幅跳 
北川 佳奈 ６位 4.67 -1.5  
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第７２回京都大学同志社大学対校陸上競技大会       ( 2002年8月18日・太陽が丘) 

総合 ２位 ４０点（トラック２１点 フィールド１９点）
 
▼100m 
広瀬 亮平 ２位 11.03 +1.1  
北垣  卓 ４位 11.23 +1.1  
米谷 健司 ５位 11.37 +1.1 PB 
▼200m 
村地 優樹 ４位 22.58 +1.5 CB 
北垣  卓 ５位 22.63 +1.5  
米谷 健司 ６位 23.07 +1.5 PB 
▼400m 
藤井 健輔 ４位 51.64  CB 
藤森真一郎 ５位 53.91   
西村 広展 ６位 54.44   
▼800m 
前田 昌也 優勝 2.04.81   
渡  寛法 ４位 2.07.92  ♪ 
水井 研吾 ５位 2.08.41  CB 
▼1500m 
大畑  合 優勝 4.06.20   
磯島  弘 ２位 4.07.17   
佐藤 章徳 ４位 4.17.43   
▼5000m 
西村 好康 優勝 15.16.21  
西村 重行 ２位 15.44.01  
山中 邦夫 ４位 16.12.90  
▼110mH 
佐藤真一郎 ３位 15.53 ？  
尾崎 禎亮 ５位 15.74 ？  
若山 哲志 ６位 18.11 ？  
▼400mH 
西村 広展 ３位 62.77   
村地 優樹 ４位 64.91  PB 
▼4×100mR 
瀬々井-堀江-村地-米谷 ２位 42.86  
▼4×400mR 
堀江-米谷-磯島-北垣 ２位 3.28.22  
▼走高跳 
横矢龍之介 ２位 1.90   
渡邉 浩一 ４位 1.90   
▼棒高跳 
佐藤真一郎 ３位 3.20   
水田 真人 ４位 3.20   
宮田 征門 ５位 2.70   
▼走幅跳 
福山 大典 ２位 6.19 +0.3 PB 
北垣  卓 ３位 6.18 +0.9 PB 
森   一 ５位 6.10 +1.9  
▼三段跳 
福山 大典 優勝 14.12 +0.8  
森   一 ３位 12.93 +1.7  
水田 真人 ５位 11.30 +1.7  
▼砲丸投 
竹村顕大朗 ２位 11.12   
河村 和彦 ４位 10.34   
水田 真人 ５位 7.71   
▼円盤投 
堤  哲生 ２位 30.72  PB 
河村 和彦 ４位 28.75   
水田 真人 ６位 21.83   
▼ハンマー投 
河村 和彦 優勝 40.28   
木村 克也 ４位 29.62   
水田 真人 ６位 27.28   

 
▼やり投 
堤  哲生 ２位 59.66  PB⑤ 
松田  俊 ４位 46.36   
真鍋 文朗 ６位 32.86   
 
以下、オープン 
 
▼100m 
雪本 明宏(院) OP 11.20 +1.7  
小林 祐之 OP 11.44 +1.3  
若山 哲志 OP 11.46 +1.7  
粟村 聡資 OP 11.53 +1.7  
尾崎 禎亮 OP 11.57 +2.1  
山岸 公彦 OP 11.66 +2.1  
佐藤真一郎 OP 11.67 +2.1  
油木 純一 OP 11.84 +1.3 CB 
藤森真一郎 OP 11.96 +2.1  
平野  聖 OP 11.99 +1.3 CB 
▼200m 
杉本 昌大 OP 22.94 +1.7 CB 
小林 祐之 OP 23.52 +1.7  
根元 貴行(院) OP 23.53 +1.7  
粟村 聡資 OP 23.80 +1.7  
▼400m 
河野  良 OP 54.81  PB 
中村 裕司 OP 55.41  ♪ 
▼1500m 
山﨑 圭介 OP 4.15.42   
山下 輝芳 OP 4.31.13  ♪ 
山城  丈 OP 4.34.35  PB 
山川 陽祐 OP 4.50.74  ♪ 
▼5000m 
大畑  合 OP 16.05.15  
宮木 貴志 OP 16.07.82  CB 
山﨑 圭介 OP 16.22.58  
大崎 友数 OP 16.26.37  PB 
田中斉太郎 OP 16.26.55  
内田  翔 OP 16.32.06  PB 
山田 修裕 OP 16.53.41  CB 
松本 隆平(院) OP 17.00.81  
吉田 寛幸 OP 17.01.69  
宇部  達 OP 17.05.69  CB 
背戸 和寿 OP 17.08.81  
石塚 晶啓 OP 17.25.23  ♪ 
佐藤 章徳 OP 17.36.80  
渡辺 敬宏 OP 17.37.70  
伊藤 隆裕 OP 17.43.61  
園村 和弘 OP 18.08.63  
▼円盤投 
宮田 征門 OP 25.20   
平野  聖 OP 22.19  PB 
佐藤真一郎 OP 20.62  PB 
小林 祐之 OP 19.47  PB 
藤森真一郎 OP 17.92  PB 
▼やり投 
横矢龍之介 OP 43.83  PB 
河村 和彦 OP 32.40  PB 
▽800m 
山下 里絵 OP DSQ 
 
 
 

 
 



 11

第６４回関西学生対校駅伝競走大会予選会              ( 2002 年 9 月 4 日・長居周回) 

 記録 チーム 
第１区  

３周(9.0km)  

第２区  

２周(6.2km)  

第３区  

２周(6.2km)  

第４区  

３周(9.0km)  

第５区  

２周(6.2km)  

第６区  

４周(11.8km) 

第７区  

２周(6.2km)  

第８区  

３周(9.0km)  

1 3:36:24 京都大 

山崎 圭介  
6) 30:26 
(6) 30:26 

大畑  合  
(3) 51:03 
(4) 20:37 

大崎 友数  
(3) 1:12:29 
(5) 21:26 

宮木 貴志  
(4) 1:43:28 
(5) 30:59 

内田  翔  
5) 2:04:53 
(5) 21:25 

西村 好康  
(1) 2:44:34 
(1) 39:41 

松本 隆平  
(1) 3:05:06 
(1) 20:32 

田中斉太郎  
(1) 3:36:24 
(4) 31:18 

2 3:38:48 佛教大 

辻ノ内克成  
(7) 30:39 
(7) 30:39 

上野 栄輔  
(4) 51:11 
(3) 20:32 

田島  優  
(2) 1:11:59 
(2) 20:48 

宮口 英之  
 (1) 1:42:40 
(4) 30:41 

角田隆一朗  
(1) 2:03:40 
(3) 21:00 

前田 有太  
(3) 2:46:23 
(9) 42:43 

松阪 真之  
(2) 3:07:19 
(2) 20:56 

大野 泰行  
(2) 3:38:48 
(5) 31:29 

3 3:39:14 関西外語大 

渡部  龍  
(8) 30:52 
(8) 30:52 

東條 正洙  
(5) 51:31 
(5) 20:39 

野寄慎一郎  
(5) 1:12:54 
(3) 21:23 

中川 大地  
(5) 1:43:31 
(3) 30:37 

平井 祐貴  
(6) 2:05:31 
(7) 22:00 

中谷 一輝  
(2) 2:45:37 
(2) 40:06 

瀬町 徹也  
(3) 3:07:36 
(5) 21:59 

稲生 博昭  
(3) 3:39:14 
(6) 31:38 

4 3:39:40 大阪教育大 

岸田 和大  
(11) 31:48 
(11) 31:48 

西岡 真希  
(11) 52:59 
(6) 21:11 

巽  友宏  
(6) 1:12:59 
(1) 20:00 

森口  稔  
(6) 1:44:09 
(6) 31:10 

相輪  衛  
(3) 2:04:20 
(1) 20:11 

高嶋 秀明  
(5) 2:46:42 
(6) 42:22 

新地 真広  
(4) 3:08:30 
(4) 21:48 

辻本 健彦  
(4) 3:39:40 
(3) 31:10 

5 3:40:46 天理大 

上平 耕司  
(4) 30:19 
(4) 30:19 

溝川 拓郎  
 (2) 50:50 
(2) 20:31 

永井 宏明  
(4) 1:12:53 
(8) 22:03 

多田 悟大  
 (3) 1:43:10 
(2) 30:17 

岡村 大樹  
(2) 2:04:06 
(2) 20:56 

齋藤 敏和  
(4) 2:46:33 
(7) 42:27 

佐藤  剛  
 (5) 3:10:01 
(7) 23:28 

坪田 峰志  
(5) 3:40:46 
(1) 30:45 

6 3:47:36 同志社大 

若山 直樹  
 (9) 31:01 
(9) 31:01 

小國 隆輔  
(9) 52:48 
(10) 21:47 

川人 健二  
(8) 1:14:15 
(6) 21:27 

宮本 民平  
(8) 1:46:02 
(10) 31:47 

米林  厚  
(7) 2:07:11 
(4) 21:09 

三島 悠司  
(6) 2:48:43 
(3) 41:32 

松木 圭輔  
(6) 3:14:24 
(10) 25:41 

増田 有佑  
(6) 3:47:36 
(8) 33:12 

7 3:48:56 桃山学院大 

伝野  剛  
(3) 30:12 
(3) 30:12 

玉井 正志  
(7) 52:15 
(11) 22:03 

林  昌弘  
(9) 1:15:13 
(11) 22:58 

國谷 健二  
(7) 1:45:28 
(1) 30:15 

刑部 智也  
(8) 2:07:52 
(8) 22:24 

原  謙太  
(7) 2:50:36 
(10) 42:44 

山田  要  
(7) 3:15:11 
(8) 24:35 

西森 敏晃  
(7) 3:48:56 
(9) 33:45 

8 3:52:57 摂南大  

中尾  直  
(10) 31:21 
(10) 31:21 

松浦 晃大  
(10) 52:50 
(8) 21:29 

田芝 順朗  
(11) 1:15:55 
(12) 23:05 

山田 健一  
(10) 1:50:00 
(11) 34:05 

栗栖 大樹  
(9) 2:12:57 
(9) 22:57 

西田 和夫  
(8) 2:54:58 
(4) 42:01 

合田 憲司  
(8) 3:17:53 
(6) 22:55 

山口  優  
(8) 3:52:57 
(12) 35:04 

9 3:59:35 大阪府立大 

川瀬  勝  
(1) 29:47 
(1) 29:47 

中嶌  遼  
(8) 52:35 
(12) 22:48 

中川 智克  
(10) 1:15:14 
(10) 22:39 

泉水 智至  
(11) 1:50:38 
(13) 35:24 

矢田 尚士  
(11) 2:14:58 
(11) 24:20 

山本 昌孝  
(10) 3:00:21 
(13) 45:23 

清水 謙一  
(9) 3:25:06 
(9) 24:45 

小笠原正起  
(9) 3:59:35 
(11) 34:29 

10 4:01:40 京都教育大 

岡﨑  圭  
(5) 30:22 
(5) 30:22 

佐藤 広和  
(6) 51:45 
(7) 21:23 

小林 洋介  
(7) 1:13:14 
(7) 21:29 

井上 範洋  
(9) 1:48:03 
(12) 34:49 

倉本 寛司  
(10) 2:13:13 
(13) 25:10 

益山 高広  
(9) 2:58:00 
(12) 44:47 

高瀬 貴啓  
(10) 3:25:21 
(14) 27:21 

東野 俊彦  
(10) 4:01:40 
(13) 36:19 

11 4:07:33 和歌山大 

中山 義之  
(12) 32:30 
(12) 32:30 

下中 健志  
(12) 56:21 
(14) 23:51 

古谷 直城  
(12) 1:20:55 
(13) 24:34 

江角 俊幸  
(13) 1:58:30 
(14) 37:35 

坂本 宗総  
(13) 2:22:59 
(12) 24:29 

上田 真也  
(12) 3:06:03 
(11) 43:04 

植野 寿崇  
(12) 3:33:08 
(13) 27:05 

森井 勝巳  
(11) 4:07:33 
(10) 34:25 

12 4:08:14 奈良大 

澤  裕史  
(13) 33:37 
(13) 33:37 

喜多 弘晃  
(13) 57:15 
(13) 23:38 

登川 正太  
(13) 1:22:42 
(14) 25:27 

匂坂裕一郎  
(12) 1:54:03 
(7) 31:21 

中山 栄喜  
(12) 2:20:04 
(14) 26:01 

小山 昌市  
(11) 3:02:45 
(8) 42:41 

末吉 一生  
(11) 3:29:01 
(11) 26:16 

辻  慎也  
(12) 4:08:14 
(14) 39:13 

  京都学園大 
中川 隆雄  

DNF 

山田 雄樹  
(9) 21:32 

山口 忠彦  
(9) 22:18 

西谷 昌樹  
(9) 31:25 

堀田 貴裕  
(10) 23:13 

植村 裕樹  
(5) 42:08 

川崎  哲  
(12) 26:47 

佐藤 良二  
(7) 32:32 

  大阪大 

富士田 覚  
(2) 30:01 
(2) 30:01 

尼寺 哲郎  
(1) 50:24 
(1) 20:23 

山根  聡  
(1) 1:11:47 
(3) 21:23 

中尾 寿孝  
(2) 1:43:08 
(7) 31:21 

阪井 拓郎  
(4) 2:04:38 
(6) 21:30 

金政 泰介  
 

DNF 

油家 一晃  
 

(3) 21:07 

中瀬健太郎  
 

(2) 30:48 

 DNS 神戸国際大         

※上位５大学が、第６４回関西学生対校駅伝競走大会に出場 
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七大戦以降の個人戦・記録会の結果 

( 2002年 8月31日～2002年9月29日 )
 

天皇賜杯 

第７１回日本学生陸上競技対校選手権大会 

( 9/6,7,8 国立霞ヶ丘競技場) 

▼10000mW 

杉本 明洋 ５位 42.24.4   

     

第２７回全日本競歩根上大会 ( 9/15 根上) 

▼30kmW 

杉本 明洋 22位 2.40.50  PB② 

     

第５回京都陸協記録会 ( 8/31 西京極) 

▼100m 

花谷 直人  11.56 -0.4  

雪本 明宏(院)  11.64 -2.9  

小林 祐之  12.03 -2.9  

▼400m 
西村 広展  54.17   

河野  良  55.37   

▼1500m 

前田 昌也  4.22.05  CB 

吉田 寛幸  4.27.67   

山下 輝芳  4.29.47  CB 

山川 陽祐  4.49.13  PB 

▼5000m 

西村 好康  15.36.46  

田中斉太郎  16.46.10  

佐藤 章徳  16.50.31  

大崎 友数  16.55.34  

渡辺 敬宏  17.00.52  

吉田 寛幸  17.08.12  

宇部  達  17.12.89  

▼3000mSC 

佐藤 章徳  9.32.41   

西村 重行  9.51.96   

磯島  弘  10.17.33 PB 

山田 修裕  10.40.52 PB 

福原 徹彦  10.42.18 ♪ PB 

寺田  智  10.50.92 PB 

前田 昌也  10.51.69 PB 

斉藤寛太郎  11.00.91  

伊藤 隆裕  11.18.01  

水井 研吾  11.27.32 PB 

米谷 健司  14.22.16 PB 

▼走幅跳 

粟村 聡資  6.26 ？  

▼三段跳 

粟村 聡資  13.55 ？  

垣畑  陽  ？ ？  

▼ハンマー投 

河村 和彦  43.45   

木村 克也  31.30   

▽3000m 
田端亜衣子  11.21.94 

山下 里絵  11.47.51 

中村奈都子  11.57.22 

岩瀬 祥子  12.25.10 

溜  宣子  12.32.50 

     

第７０回近畿選手権 ( 9/7,8 紀三井寺) 

▼3000mSC 

佐藤 章徳 ５位 9.30.72   

▼4×100mR 

雪本-若山-広瀬-北垣 予 43.32  

６位 42.62  

▼三段跳 

粟村 聡資 － NR   

▼十種競技 

花谷 直人 ４位 4700   

11.33(+0.8)[789]-6.21(-0.4)[632]-8.04[369]- 

1.55[426]-54.39[624] 

18.07(+2.6)[517]-21.18[294]-2.70[286]- 

28.51[278]-5.13.41[485]  

     

第６回京都陸協記録会 ( 9/8 西京極) 

▼100m 

北垣  卓  11.35 +2.3  

▼200m 

北垣  卓  22.89 +2.0  

▼110mH 

尾崎 禎亮  16.04 +1.9  

▼三段跳 

福山 大典  13.53 ？  

     

第７回京都陸協記録会 ( 9/22 西京極) 

▼100m 

北垣  卓  11.29 +2.9  

  Ⅱ 11.28 +1.4  

藤井 章輔  11.29 +2.7  

  Ⅱ 11.29 +2.7  

堀江  匠  11.49 +1.3  

尾崎 禎亮  11.68 +2.7  

寺田  悟  11.72 +2.7  

佐藤真一郎  11.90 +1.5  

赤井 誠一  11.91 +2.6  

平野  聖  11.98 +1.8 CB 

河野  良  12.34 +1.5 PB 

▼400m 

磯島  弘  52.87  CB 

米谷 健司  53.80   

寺田  智  53.87   

西村 広展  55.58   
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藤森真一郎  56.97   

▼1500m 
西村 好康  4.00.13   

大畑  合  4.17.54   

背戸 和寿  4.22.92  PB 

水井 研吾  4.32.44   

▼5000m 

佐藤 章徳  15.32.34 PB 

西村 好康  15.59.43  

宮木 貴志  15.59.59 CB 

田中斉太郎  16.13.87  

松本 隆平(院)  16.13.95  

渡辺 敬宏  16.14.60  

山﨑 圭介  16.20.10  

背戸 和寿  16.27.07  

山中 邦夫  16.27.54  

吉田 寛幸  16.32.82 PB 

山下 輝芳  16.47.46 CB 

伊藤 隆裕  16.49.52 PB 

宇部  達  16.50.45 CB 

菅原 健志  16.51.33  

内田  翔  16.52.51  

石塚 晶啓  16.54.84 CB 

福原 徹彦  17.05.68 CB 

山城  丈  17.20.62 CB 

小林 輝明  18.56.48  

山田 修裕  DNF   

▼110mH 

佐藤真一郎  15.32 +2.6  

寺田  悟  15.85 +0.9  

尾崎 禎亮  15.91 +2.6  

▼3000mSC 
大崎 友数  10.16.87  

▼三段跳 

横矢龍之介  14.01 +2.1  

 (公認最高) 13.88 +1.8  

粟村 聡資  13.84 +2.1  

垣畑  陽  13.45 +1.1  

▼やり投 

堤  哲生  57.77   

▽100m 

滝上 伸子  14.21 +1.4 CB 

北川 佳奈  14.47 +1.4 CB 

▽100mH 

北川 佳奈  18.16 +0.7  

▽走幅跳 

滝上 伸子  4.26 +1.5  

     

第５回奈良市陸協記録会 ( 9/23 鴻ノ池) 

▼100m 

花谷 直人  11.1 +2.7  

  Ⅱ 11.1 +1.6  

北垣  卓  11.2 +2.3  

  Ⅱ 11.1 +1.6  

松井 延行  11.5 +1.2  

  Ⅱ 11.2 +2.5  

米谷 健司  11.7 ？  

  Ⅱ 11.3 +1.9  

山岸 公彦  11.6 ？  

  Ⅱ 11.5 +1.9 PB 

 

▼200m 

北垣  卓  22.6 +0.8  

  Ⅱ 22.4 +1.2  

米谷 健司  23.3 ？  

  Ⅱ 22.8 +1.2 PB 

▼400m 

花谷 直人  52.0   

河野  良  57.0   

     

第５回吹田ナイター記録会 ( 9/25 吹田) 

▼5000m 

山﨑 圭介  16.02.3   

佐藤 章徳  16.15.2   

背戸 和寿  16.19.9  PB 

宇部  達  16.22.5  CB 

山中 邦夫  16.35.1   

福原 徹彦  16.55.8  CB 

     

２００２万博カーニバル ( 9/29 万博) 

▼100m 

花谷 直人 予 11.41 +0.6  

▼5000m 

佐藤 章徳 60位 15.49.53  

吉田 寛幸 113位 16.38.55  

 

 

 

 

 

 

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 
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