
 

 

 

 

 

関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレ展望号展望号展望号展望号    
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成 15年 5月 2日発行 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～～～ 目 次 ～～～ 

1. 主 将 挨 拶 

2. 関西インカレハーフマラソン結果 

3. 関 西 イ ン カ レ 展 望 

4. 関 西 イ ン カ レ 日 程 

5. 京 都 イ ン カ レ 結 果 

6. 記 録 会 の 結 果 な ど 



 2

主将挨拶主将挨拶主将挨拶主将挨拶 
 

今年もいよいよ関西インカレと相成りました。 

先日行われました初日のハーフマラソンにおいては 3 回生の 3 名が出場、うち西村好康、

田中斉太郎の両名がそれぞれ 5 位、７位と活躍、合計 6 点の得点をあげております。1 部

昇格を争うことになると思われる甲南大、龍谷大は 10 点、6 点と得点しておりますが、全

く引けをとっておりません。部員一丸となって 2 日目以降のトラック・フィールドの部へ

と臨みたいと思います。 

OBの皆様方には日頃より多大なご支援・ご声援を頂きまことにありがとうございます。

今年こそは悲願である一部昇格を成し遂げたいと思いますので、皆様方にもぜひ競技場へ

足を運んで頂き、選手一同にご声援くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

    

京都大学陸上競技部主将京都大学陸上競技部主将京都大学陸上競技部主将京都大学陸上競技部主将            寺田寺田寺田寺田    智智智智    
 
 
 
 
 

関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレハーフマラソンハーフマラソンハーフマラソンハーフマラソン結果結果結果結果 
((((４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日    長居公園周回長居公園周回長居公園周回長居公園周回))))    

1位 片山 直人 (大阪市立大3) 1.10.26 
2位 高木 雅行 (甲南大4) 1.11.00 
3位 古川 裕一 (龍谷大4) 1.11.04 
4位 有村 洋行 (大阪産業大2) 1.13.07 
5555位位位位    西村西村西村西村    好康好康好康好康    ((((京都大京都大京都大京都大 3)3)3)3)    1.13.291.13.291.13.291.13.29    
6位 浅山 瑠樹 (甲南大2) 1.13.30 
7777位位位位    田中斉太郎田中斉太郎田中斉太郎田中斉太郎    ((((京都大京都大京都大京都大 3)3)3)3)    1.14.211.14.211.14.211.14.21    
8位 金政 泰介 (大阪大3) 1.14.54 
20202020位位位位    渡辺渡辺渡辺渡辺    敬宏敬宏敬宏敬宏    ((((京都大京都大京都大京都大 3)3)3)3)    1.19.451.19.451.19.451.19.45     
    
ハーフマラソンハーフマラソンハーフマラソンハーフマラソン終了時点終了時点終了時点終了時点でのでのでのでの男子男子男子男子 2222部対校得点部対校得点部対校得点部対校得点    

1位 甲南大 10点
2位 大阪市立大 8点 
3333位位位位    京都大京都大京都大京都大    6666点点点点    
3位 龍谷大 6点 
5位 大阪産業大 5点 
6位 大阪大 1点 

    

    
    
    
    

 
 
 
 
関西インカレの最初の種目であるハーフマラソンに
出場したのは、西村好康、田中斉太郎、渡辺敬宏の 3
人。レース当日は 4 月下旬にもかかわらず、気温 28
度という過酷な条件のもとで行われた。レース序盤、
1部の有力選手が自重したため1部2部が入り混じっ
た大先頭集団が構成され、西村はその集団についた。
田中はやや遅れて第2集団、渡辺は後方からのスター
トとなった。西村はレース中盤で、1 部の選手を含む
2 部先頭集団を引っ張るなど積極的なレースを展開し
た。しかし 16 キロ付近でペースが上がり集団が崩れ
始めると一気に失速、一時は6位まで順位を落とした
が、意地のスパートで1人かわし5位に入った。田中
は、暑さで大きくペースダウンする選手が多いなか、
序盤に無理をせずイーブンペースで押し切った。中盤
以降、落ちてきた選手を次々ととらえ、自身初となる
７位入賞を果たした。渡辺も、中盤以降確実に順位を
上げていったものの、前半の遅れが大きく響き精彩を
欠いたまま20位でフィニッシュした。 
西村、渡辺はやや不本意なレースとなってしまった
が、田中の快走が光り、6 点を獲得した。悪条件下で
途中棄権が続出した大波乱のレースだったが、関西イ
ンカレ1部昇格に向けてまずは順調な立ち上がりとい
えるだろう。(内田) 
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関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレ展望展望展望展望 
～短距離～ 

100ｍ 

松井松井松井松井    延行延行延行延行    (2)(2)(2)(2)        11.0111.0111.0111.01    
松井は持ちタイムこそ 11 秒台ではあるが、今シー
ズン初めのレースで追い風参考ながら10秒99をマー
クしており、今回で 10 秒台を出すのはほぼ間違いな
いだろう。周りの状況によってはさらなる高記録も期
待でき、持ち前のスタートを生かし、後半で粘りを見
せれば決勝進出も十分狙っていけるはずである。 
 

200ｍ 

藤井藤井藤井藤井    章輔章輔章輔章輔 (3) (3) (3) (3)        22.2522.2522.2522.25    
200m には安定感と高い技術に定評のある藤井が出
場。今シーズンのベストタイムを見れば決勝進出は難
しいが、うまく調子を合わせてベストに近いタイムを
出せれば不可能ではない。もともと力のある選手なの
で、いい結果を残してもらいたい。 
 

400ｍ 

村地村地村地村地    優樹優樹優樹優樹 (3) (3) (3) (3)        49.3149.3149.3149.31    
短長パートのエースである村地はシーズン初めから
かなり調子がよく、今シーズンだけでも 49 秒台を 2
度出しており期待が持てる。前半を消極的に走ってし
まうことを課題としていたが、最近は前半から積極的
なレース展開をするようになり、上位の選手について
いけば 48 秒台も十分に狙える状態である。是非決勝
に駒を進めて、ここ何年かの400mの低迷を打破して
もらいたいものである。 

 

110ｍH 

佐藤真一郎佐藤真一郎佐藤真一郎佐藤真一郎 (4) (4) (4) (4)        14.9914.9914.9914.99    
尾崎尾崎尾崎尾崎    禎亮禎亮禎亮禎亮 (3) (3) (3) (3)        15.4815.4815.4815.48    
今年は110mHのレベルが高く、去年の関西インカ
レでの佐藤の記録15秒12(3位)ですら決勝に進出でき
ない可能性がある。しかし佐藤は今シーズンの初めか
ら非常に調子がよく、蒼穹記録である14秒95も視野
に入っており、決勝進出は間違いない。おそらく3位
以下は 14秒 9あたりの混戦になると思われるので、
短距離パートチーフとして勝負強いところを見せたい
ものである。尾崎は今シーズン低調であるが、レベル
の高い選手と勝負することで本来の力を取り戻してほ
しい。 
 

400ｍH 

寺田寺田寺田寺田        悟悟悟悟 (M1) (M1) (M1) (M1)        54.2554.2554.2554.25    
西村西村西村西村    広展広展広展広展 (4) (4) (4) (4)        60.3860.3860.3860.38    
寺田は卒業研究などで忙しかったために冬季練習を
十分に積めておらず、今シーズンは少し低調であるが、
ベストに近いパフォーマンスが出来れば決勝進出は間
違いないので是非頑張ってもらいたい。西村は決勝進

出を狙うのは厳しいが、積極的なレースをしてベスト
を更新し、周囲を盛り上げたい。 
 

4ｘ100ｍR 

米谷米谷米谷米谷・・・・花谷花谷花谷花谷・・・・北垣北垣北垣北垣・・・・藤井藤井藤井藤井((((章章章章))))・・・・杉本杉本杉本杉本・・・・松井松井松井松井    
4継はこの 6人がエントリーする。今年は全体の底
上げがうまくいったおかげで、誰が抜けてもほぼ同じ
タイムを出せるような安定感を持っている。この中で、
花谷と松井は先の記録会にて関西インカレ2部標準記
録を切るタイムを出しており、バトンミスさえしなけ
れば上位陣とも十分戦えるはずである。上位入賞と41
秒台を目指して頑張ってもらいたい。 
 

4ｘ400ｍR 

花谷花谷花谷花谷・・・・北垣北垣北垣北垣・・・・藤井藤井藤井藤井((((健健健健))))・・・・藤井藤井藤井藤井((((章章章章))))・・・・村地村地村地村地・・・・堀江堀江堀江堀江    
去年は予選落ちという残念な結果に終わってしまっ
たマイルリレーだが、今回はエースの村地を筆頭にか
なりレベルの高いメンバーが揃った。決勝へはまず問
題なく進めるであろうし、決勝では選手の疲労が心配
ではあるが、うまくいけば 3分 17秒程度のタイムは
いけそうである。マイルリレーで良い結果を残し、綺
麗なかたちで関西インカレを締めくくりたいものであ
る。 

 

200m・両リレー 藤井章輔 
 

 

女子100m 滝上伸子 
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女子 100m 

滝上滝上滝上滝上    伸子伸子伸子伸子    (3)(3)(3)(3)        14.2114.2114.2114.21    
普段から男子部員に混ざり、男子部員と同じメニュ
ーで練習をこなしている。冬の練習も積極的に行い、
今シーズンは悪くない入りをした。得点に関しては厳
しいと思われるが、十分に自己ベスト更新も考えられ
るので、自分の走りをしっかりし、今後の飛躍につな
げてほしい。 

～中距離～ 

800m 

寺田寺田寺田寺田        智智智智 (4) (4) (4) (4)        1.58.441.58.441.58.441.58.44    
磯島磯島磯島磯島        弘弘弘弘 (3) (3) (3) (3)        1.57.091.57.091.57.091.57.09    
前田前田前田前田    昌也昌也昌也昌也 (2) (2) (2) (2)        1.56.891.56.891.56.891.56.89    ((((棄権棄権棄権棄権))))    
寺田は冬に故障してほぼ練習ができなかったが、京
都インカレ後に調子を上げてきており、スピードはベ
スト時の状態に戻りつつある。500m地点から勝負を
かけられるだけのスタミナが戻れば決勝進出も見えて
くるだろう。 
磯島は今シーズンまずまずのスタートを切ると徐々
に調子を上げ、京都インカレでは 4 位入賞。先日は
400mの自己ベストも更新（51″33）している。現在も
好調を維持しており、生涯ベスト（1’55”94）を更新し
ての上位入賞も十分に期待できるところである。 
前田はシーズンはじめに 1’56”89のベストを出し入
賞を十分に期待できるところであったが、京都インカ
レ後に膝を故障して無念の棄権となった。 

 

1500m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (3) (3) (3) (3)        3.56.843.56.843.56.843.56.84    
内田内田内田内田        翔翔翔翔 (2) (2) (2) (2)        4.16.764.16.764.16.764.16.76    
長距離のエース西村は今シーズンも京都インカレ、
関西インカレハーフと入賞してきているが、本人とし
てはまだまだ不本意な戦績である模様。持ち記録的に
は大教大の後藤が一人抜けているが、西村が本調子に
戻れば十分に上位争いができるものと思われる。 
内田は今期1戦目でベストを更新、好調を維持して
いる。この記録では決勝に残るのは厳しいが、現時点
でまだまだベストをのばせるだけの力は持っており、
本番での4分一桁台を出しての決勝進出を期待したい。 

 

800m 磯島弘(左)・前田昌也(中央) 

女子 800m 

岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    祥子祥子祥子祥子 (3) (3) (3) (3)        2.37.292.37.292.37.292.37.29    
岩瀬は今シーズンすでに 800mと 3000mで自己ベ
ストを記録している。それぞれベスト近くをもう1戦
たたいており、好調を維持している。他校の選手層が
厚く得点は難しいかもしれないが、大舞台での大幅な
ベスト更新を期待したい。 

 
～長距離～ 

5000m 

山﨑山﨑山﨑山﨑    圭介圭介圭介圭介 (M1) (M1) (M1) (M1)        15.24.815.24.815.24.815.24.8    
佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳 (4) (4) (4) (4)        15.02.315.02.315.02.315.02.3    
西村西村西村西村    好康好康好康好康 (3) (3) (3) (3)        14.34.514.34.514.34.514.34.5    
全員が多種目出場の最終種目となる。 
この種目では参加標準記録(15.05.0)を突破していな
い山﨑はおそらく 2組中、1組目の登場となる。しか
し、毎年この組からも入賞者は出ているので、何とし
てでもトップを取り、入賞への望みをつないでほしい。 
佐藤は今季の 5000m では結果が出ていないが、持
久的な練習は積めており、上記の記録を出した昨年末
の走りが再現できれば入賞圏内に入ってこれる。終盤
まで集団で我慢できれば、15分の壁を破ることができ
るかもしれない。 
西村は昨年、10000mには優勝したものの、この種
目は僅差の2位だった。レース後、相当悔しそうな表
情をしていたが、ようやく借りを返す機会が巡ってき
た。雪辱を果たし、優勝を果たしてほしい。また、そ
れだけの力は十分持っている。 
    

10000m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (3) (3) (3) (3)        30.28.0330.28.0330.28.0330.28.03    
田中斉太郎田中斉太郎田中斉太郎田中斉太郎 (3) (3) (3) (3)        32.47.0532.47.0532.47.0532.47.05    
西村はこの日、1500mを走った後のレースとなるが、
京都インカレでこのパターンを試し、好結果を得てい
る。ハーフマラソンでは終盤崩れたが、原因ははっき
りしているようで、しっかり修正してくるだろう。連
覇に期待がかかる。 
田中は自分でペースを作り、押していける選手であ
る。ハーフマラソンでも、序盤の 20 位台から驚異の
追い上げで7位入賞を果たした。本人も自信を深めた
ようで、その再現も十分あり得るだろう。 
昨年のような速い展開になれば西村のスピードが、
逆に暑さのためにサバイバルレースとなれば田中の粘
りが、それぞれ活きる。どちらにしても見所は十分で
ある。 
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3000mSC 

山﨑山﨑山﨑山﨑    圭介圭介圭介圭介 (M1) (M1) (M1) (M1)        9.30.799.30.799.30.799.30.79    
佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳 (4) (4) (4) (4)        9.07.259.07.259.07.259.07.25    
大崎大崎大崎大崎    友数友数友数友数 (3) (3) (3) (3)        9.56.989.56.989.56.989.56.98    
山﨑は先日の記録会で自己ベストをマークしており、
体調はかなり上向きである。本人の目標である9分20
秒切りが達成されれば、上位争いは可能。身上である
ラストの切れをここでも発揮できれば、表彰台も見え
てくる。 
佐藤はこの種目3連覇を目指す。昨年2位の片山(大
市大)は出場しないようであるので、8分台の記録を持
つ高木(甲南大)が相手だろう。この種目に賭けている
ので、何としても大会記録(9.00.87)を破っての優勝を
果たしたい。 
大崎は春合宿で故障してしまったが、今は完治して
おり、冬季練習は十分こなせていたこともあって、急
速に調子を戻している。ここ2年、この種目の出場者
は全員得点を挙げているので、今年の大崎にも期待し
たい。 

 

10000mW(オープン) 

杉本杉本杉本杉本    明洋明洋明洋明洋 (4) (4) (4) (4)        40.38.8640.38.8640.38.8640.38.86    
昨年に引き続き杉本1人の出場である。昨年は全員
を周回遅れにして優勝しており、もはや関西には敵は
いない。終始独歩ながら関西学生新記録を樹立した相
性のいいこの大会をステップにして、目指すは日本一、
そして世界である。 
 

 

 

 

 

 
5000m・3000mSC 山﨑圭介(左)・佐藤章徳(右) 
 

 

 

女子 1500m 

田端亜衣子田端亜衣子田端亜衣子田端亜衣子 (4) (4) (4) (4)        5.07.515.07.515.07.515.07.51    
田端1人の出場となる。冬季練習では何度か足の痛
みを訴えるなど、現在も完調ではない。周囲のレベル
も高いが、雰囲気にいい意味で飲まれ、大記録が飛び
出すかもしれない。持ち前のガッツあふれる走りに期
待したい。 

 

～跳躍～ 

走高跳 

渡邉渡邉渡邉渡邉    浩一浩一浩一浩一 (4) (4) (4) (4)        1m901m901m901m90    
昨年は 1m90 をクリアできず記録なしに終わった。
今年も京都インカレで1m85と不安を感じさせる出だ
しだったが、本人はそれ相応の手ごたえを感じており、
少なくとも記録なしということにはならないはず。そ
して記録があるということは2部においては入賞する
ということと同義であり、そうなると1つでも順位を
上げるために1回でも少ない試技での試合運びがポイ
ントとなる。 
 

棒高跳 

佐藤真一郎佐藤真一郎佐藤真一郎佐藤真一郎 (4) (4) (4) (4)        3m603m603m603m60    
｢記録を残せば上位入賞｣という棒高跳びには佐藤が
出場。本職の 110mHで念願の 14秒台に突入した勢
いを駆って、先日の記録会では棒高跳でも関西インカ
レ出場標準記録に迫る3m60の自己ベストをクリアし
ており、その勢いをそのままに3m80、あわよくば4m
のクリアへと期待は高まる。ここしばらく七大戦、東
大戦では苦渋のなめさせられている種目だけに先へつ
ながる試技を望みたい。 
 

走幅跳 

森森森森            一一一一 (3) (3) (3) (3)        6m316m316m316m31    
杉杉杉杉本本本本    昌大昌大昌大昌大 (2) (2) (2) (2)        7m087m087m087m08    
森は学連員としての多忙を縫っての出場になる。同
じく学連員である田中斉太郎の関西インカレハーフで
の活躍に触発されてのベスト更新が期待される。一方
7m ジャンパー杉本は春先から好調だっただけに上位
入賞も見込まれていたが、先日の記録会で脚を痛めて
しまい出場は困難な状況。逸早い回復も望まれるが、
これをバネとして夏以降の対校戦での大活躍を期待し
たい。 
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三段跳 

粟村粟村粟村粟村    聡資聡資聡資聡資 (M1) (M1) (M1) (M1)        14m3414m3414m3414m34    
福山福山福山福山    大典大典大典大典 (3) (3) (3) (3)        14m8614m8614m8614m86    
横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介 (2) (2) (2) (2)        14m3314m3314m3314m33    
三段跳びは、手薄な他の跳躍種目を尻目に、万全の
布陣で臨む。粟村は過日の故障の影響が多少懸念され
るものの専門の授業を擲つ意気込みで大飛躍を狙う。
エース福山は今シーズン早くもベストを更新して
15m に肉薄しており全日本インカレ出場の標準記録
突破も視野に入っている。昨年対校戦で大いに活躍を
見せた横矢は今回出場を三段跳に絞ってあわよくば先
輩2人を上回りたいところ。この3人なら上位独占も
画餅ではない。 

 

女子走幅跳 

北川北川北川北川    佳奈佳奈佳奈佳奈 (3) (3) (3) (3)        4m894m894m894m89    
女子跳躍はここ最近布陣が手薄で、今回の出場もこ
れのみである。記録はそれなりのものを持っており、
また練習も積めているだけに、自分自身の記録の更新
ということは無論のこと、周りの強豪たちに伍してと
まではゆかないまでも1センチでも迫れるような跳躍
によってこれぞというところを見せてほしい。 
 

～投擲～ 

砲丸投 

河村河村河村河村    和彦和彦和彦和彦 (4) (4) (4) (4)        10m9910m9910m9910m99    
竹村顕大朗竹村顕大朗竹村顕大朗竹村顕大朗 (3) (3) (3) (3)        12m5512m5512m5512m55    
竹村は去年5位に入賞しており今年もそれほど顔ぶ
れは変わっていないようなのでさらに上を狙えそうで
ある。京都インカレでもベストを大幅に更新し調子は
いいので13ｍを越え表彰台を狙ってほしい。河村は記
録的には入賞は厳しいが少しでもベストを更新し入賞
を狙いたい。 

円盤投 

河村河村河村河村    和彦和彦和彦和彦 (4) (4) (4) (4)        33m2633m2633m2633m26    
円盤投げは河村1人の出場。おそらく入賞ラインは

36ｍ前後になると予想される。就職活動の関係で円盤
はこの試合が今季初試合になってしまうが練習では調
子は悪くないのでベストを出してなんとか入賞に食い
込みたいところ。 

ハンマー投 

八木八木八木八木    美典美典美典美典 (M1) (M1) (M1) (M1)        35m35m35m35m35353535    
河村河村河村河村    和彦和彦和彦和彦 (4) (4) (4) (4)        44444444m85m85m85m85    
ハンマー投げは昨年よりさらに混戦模様になりそう
である。八木はまだ本調子ではないようであるがここ
でベストをだして入賞に絡んでいくと共に盛り上げて
いってほしい。河村もまだ調子は上がっていないよう
であるがなんとか調子を上げていって上位入賞を狙っ
ていきたい。昨年は不本意な結果に終わってしまって
おり最後の関西インカレで表彰台を目指す。ベストが
出せれば表彰台は堅いと思われる。このハンマー投げ
で勢いをつけて続いて出場する円盤、砲丸につなげて
いきたいところ。 

やり投 

松田松田松田松田        俊俊俊俊 ( ( ( (2222))))        47m7347m7347m7347m73    
昨年に引き続き出場の松田。昨年は1回生というこ
ともありまだまだ高校時代の身体に戻っておらず、ま
た初めての関西インカレということで力を発揮しきれ
ていないようであった。入賞するには50ｍを越えてい
かなければならないが、今年は京都インカレで大学ベ
ストを更新しており、この勢いで自己ベストを出して
いってほしい。 

 

～混成～ 

十種競技 

花谷花谷花谷花谷    直人直人直人直人 (4) (4) (4) (4)        5125512551255125    
最近行われた奈良市記録会では、100mと200mに
おいて、自己ベストを更新しており、調子が上がって
きている。ただ、十種競技は総合力を要する競技であ
り、2 日間に分かれて競技が行われるため、大会期間
中の体調管理も大切になってくる。本来の力を発揮で
きれば得点も望めるので、一部昇格のためにも、奮闘
してもらいたい。 
 

 
十種競技・両リレー 花谷直人 
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関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレ日程日程日程日程        （（（（長居第長居第長居第長居第２２２２）））） 
５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日（（（（火火火火））））
〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１３：００ 女子 ４×１００ｍＲ 予
１３：１０ ２部 ４×１００ｍＲ 予
１３：２０ １部 ４×１００ｍＲ 予
１３：５０ 女子 １５００ｍ 予
１４：０５ ２部 １５００ｍ 予
１４：３０ 女子 ５０００ｍＷ オープン
１５：１０ 男子 １００００ｍＷ オープン
１６：１０ 女子 ４×４００ｍＲ 予 
１６：２５ ２部 ４×４００ｍＲ 予
１６：３５ １部 ４×４００ｍＲ 予
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１４：３０ 女子 棒高跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１３：００ 女子 ハンマー投 決
１４：００ ２部 ハンマー投 決
１５：３０ １部 ハンマー投 決

５５５５月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（水水水水））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１１：００ ２部 (10) １００ｍ
１１：０５ １部 (10) １００ｍ
１１：１５ 女子 １００ｍ 予 
１１：３５ ２部 １００ｍ 予 
１１：５５ １部 １００ｍ 予 
１２：１５ 女子 １５００ｍ 決 
１２：２５ ２部 １５００ｍ 決 
１２：３５ １部 １５００ｍ 決 
１２：５０ 女子 ４００ｍ 予 
１３：１０ ２部 ４００ｍ 予 
１３：３０ １部 ４００ｍ 予 
１４：０５ 女子 １００ｍ 準 
１４：１５ ２部 １００ｍ 準 
１４：２５ １部 １００ｍ 準 
１４：４５ 女子 １００００ｍ 決 
１５：３５ ２部 １００００ｍ 決 
１６：２０ １部 １００００ｍ 決 
１７：１０ 女子 ４００ｍ 準 
１７：２０ ２部 ４００ｍ 準 
１７：３０ ２部 (10) ４００ｍ
１７：４０ １部 (10) ４００ｍ
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１１：００ １部 棒高跳 決
１１：５０ １部 (10) 走幅跳
１１：５０ ２部 (10) 走幅跳
１３：３０ 女子 走高跳 決
１４：００ ２部 三段跳 決
１５：３０ １部 (10) 走高跳
１５：３０ ２部 (10) 走高跳
１６：００ １部 三段跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１１：００ 女子 やり投 決
１３：００ ２部 円盤投 決
１３：３０ １部 (10) 砲丸投
１３：３０ ２部 (10) 砲丸投
１５：００ １部 円盤投 決
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５５５５月月月月１１１１５５５５日日日日（（（（木木木木））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 (7) １００ｍＨ 
１０：０５ 女子 １００ｍＨ 予
１０：２０ ２部 (10) １１０ｍＨ 
１０：３０ １部 (10) １１０ｍＨ 
１０：４０ ２部 １１０ｍＨ 予
１０：５０ １部 １１０ｍＨ 予
１１：１０ 女子 １００ｍ 決
１１：２０ ２部 １００ｍ 決
１１：３０ １部 １００ｍ 決
１２：００ 女子 ４００ｍ 決
１２：１０ ２部 ４００ｍ 決
１２：２０ １部 ４００ｍ 決
１２：４０
１２：５５

２部
３０００ｍＳＣ
タイムレース

決

１３：１０ １部 ３０００ｍＳＣ 決
１３：３５ 女子 ８００ｍ 予 
１４：００ ２部 ８００ｍ 予 
１４：２０ １部 ８００ｍ 予 
１４：４５ 女子 １００ｍＨ 決
１５：００ ２部 １１０ｍＨ 決
１５：１０ １部 １１０ｍＨ 決 
１５：２５ 女子 ２００ｍ 予
１５：４０ ２部 ２００ｍ 予
１５：５５ １部 ２００ｍ 予
１６：１５ 女子 ４００ｍＨ 予
１６：３０ ２部 ４００ｍＨ 予
１６：４５ １部 ４００ｍＨ 予
１７：００ 女子 ４×１００ｍＲ 決
１７：１０ ２部 ４×１００ｍＲ 決
１７：２０ １部 ４×１００ｍＲ 決
１７：３０ 女子 (7) ２００ｍ 
１７：４０ ２部 (10) １５００ｍ
１７：５０ １部 (10) １５００ｍ
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：３０ 女子 走幅跳 決
１２：００ 女子 (7) 走高跳
１３：３０ １部 (10) 棒高跳
１３：３０ ２部 (10) 棒高跳
１３：３０ １部 走高跳 決
１４：３０ ２部 走幅跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 
１０：００ ２部 やり投 決
１１：３０ １部 (10) 円盤投
１１：３０ ２部 (10) 円盤投
１３：３０ 女子 円盤投 決
１４：００ 女子 (7) 砲丸投
１５：３０ １部 砲丸投 決
１６：００ １部 (10) やり投
１６：００ ２部 (10) やり投

５５５５月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（金金金金））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：２０ 女子 ８００ｍ 準 
１０：３０ ２部 ８００ｍ 準 
１０：４０ １部 ８００ｍ 準 
１０：５５ 女子 ２００ｍ 準 
１１：１０ ２部 ２００ｍ 準 
１２：００ 女子 ４００ｍＨ 決
１２：１５ ２部 ４００ｍＨ 決 
１２：２５ １部 ４００ｍＨ 決 
１２：４０ 女子 ８００ｍ 決
１２：５０ ２部 ８００ｍ 決
１３：００ １部 ８００ｍ 決
１３：１５ 女子 ２００ｍ 決
１３：２５ ２部 ２００ｍ 決
１３：３５ １部 ２００ｍ 決
１３：５０ 女子 ５０００ｍ 決
１４：１５
１４：３５

２部
５０００ｍ
タイムレース

決

１４：５５ １部 ５０００ｍ 決
１５：１５ 女子 (7) ８００ｍ
１５：３０ 女子 ４×４００ｍＲ 決
１５：４０ ２部 ４×４００ｍＲ 決
１５：５０ １部 ４×４００ｍＲ 決
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 (7) 走幅跳
１０：００ ２部 棒高跳 決
１０：００ ２部 走高跳 決
１２：００ 女子 三段跳 決
１３：３０ １部 走幅跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 砲丸投 決
１１：３０ ２部 砲丸投 決
１２：３０ 女子 (7) やり投
１３：３０ １部 ハンマー投 決
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第第第第６７６７６７６７回京都回京都回京都回京都インカレインカレインカレインカレ結果結果結果結果 
((((４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日・・・・１３１３１３１３日日日日    西京極西京極西京極西京極))))    

男子対校男子対校男子対校男子対校のののの部部部部    
▼100m 
花谷 直人 予 11.23 +0.4  
松井 延行 予 11.27 +0.9  
北垣  卓 予 11.29 +0.4  
▼200m 
藤井 章輔 予 22.58 +0.4  
  ８位 22.78 -0.5  
杉本 昌大 予 22.72 +1.5 PB 
北垣  卓 予 23.09 +1.3  
▼400m 
村地 優樹 予 50.09   
花谷 直人 予 51.83   
▼800m 
磯島  弘 予 2.00.84   
  ４位 1.58.06   
前田 昌也 予 2.00.65   
  ８位 2.03.47   
寺田  智 予 2.02.68   
▼1500m 
西村 好康 ７位 4.00.22   
磯島  弘 11位 4.11.42   
山田 修裕 13位 4.18.94  CB 
▼5000m 
佐藤 章徳 ８位 15.44.35   
山﨑 圭介(院) ９位 15.48.00   
宮木 貴志 18位 16.51.95   
▼10000m 
西村 好康 ５位 31.03.03   
田中斉太郎 ８位 32.47.05  PB 
渡辺 敬宏 10位 33.53.59   
▼110mH 
佐藤真一郎 予 15.09 +0.1 PB③ 
  ４位 14.99 +0.1 PB② 
尾崎 禎亮 予 15.88 +0.4  
  ８位 15.85 +0.1  
寺田  悟(院) 予 16.13 +0.4  
▼400mH 
寺田  悟(院) 予 57.16   
西村 広展 予 60.38  PB 
藤森真一郎 予 63.11  PB 
▼3000mSC 
佐藤 章徳 ２位 9.07.25  PB② 
山﨑 圭介(院) ９位 9.35.66   
大崎 友数 15位 10.12.02   
▼4×100mR 
松井-北垣-花谷-米谷 ５位 42.47  
▼4×400mR 
花谷-北垣-藤井章-村地 ４位 3.21.18  
▼走高跳 
渡邉 浩一 ３位 1.85   
横矢龍之介 ６位 1.80   
▼棒高跳 
佐藤真一郎 ３位 3.50  PB 
▼走幅跳 
杉本 昌大 ２位 7.04 +2.0  
福山 大典 ５位 6.50 +1.1 PB 
▼三段跳 
福山 大典 ２位 14.64 +0.3  
粟村 聡資 ３位 14.28 +0.7  
横矢龍之介 ５位 13.76 +0.3  
 
 
 

 
 
 
 
▼砲丸投 
竹村顕大朗 ５位 12.55  PB⑤ 
河村 和彦 13位  9.74   
▼ハンマー投 
八木 美典 ８位 35.35   
木村 克也 ９位 35.20   
▼やり投 
松田  俊 ９位 47.73  CB 
真鍋 文朗 14位 28.48   
八木 美典  NR   
 
女子対校女子対校女子対校女子対校のののの部部部部    
▽100m 
滝上 伸子 ３位 14.45 +0.3  
▽200m 
滝上 伸子 ７位 30.22 -0.7  
▽800m 
岩瀬 祥子 ７位 2.37.31   
▽1500m 
田端亜衣子 11位 5.22.62   
山下 里絵 12位 5.23.06  PB⑪ 
溜  宣子 13位 5.39.98   
▽走幅跳 
北川 佳奈 ７位 4.58 -0.6  
 
男子男子男子男子オープンオープンオープンオープンのののの部部部部    
▼100m 
藤井 章輔 OP 11.24 +0.9 CB 
米谷 健司 OP 11.32 +0.2  
真鍋 文朗 OP 12.52 +0.4 PB 
▼200m 
米谷 健司 OP 23.33 +1.0  
濱田 良太 OP 23.96 +1.0 PB 
▼1500m 
菅原 健志 OP 4.23.75  CB 
三好 達也 OP 4.30.50   
▼5000m 
吉田 寛幸 OP 16.49.85   
背戸 和寿 OP 17.05.24   
宇部  達 OP 17.18.72   
▼3000mSC 
福原 徹彦 OP 11.31.68   
 
 
 
男子対校戦成績男子対校戦成績男子対校戦成績男子対校戦成績    
１位 
２位 
３位 
４４４４位位位位    

京都産業大 
立 命 館 大 
同 志 社 大 
京 都 大京 都 大京 都 大京 都 大    

217.5点(T145点1位/F72.5点1位)  
178点(T117点2位/F61点2位) 
128点(T71点4位/F57点3位) 
85858585点点点点(T34(T34(T34(T34点点点点5555位位位位/F48/F48/F48/F48点点点点４４４４位位位位))))    

 
女子対校戦成績女子対校戦成績女子対校戦成績女子対校戦成績    
１位 
２位 
３位 
６６６６位位位位    

立 命 館 大 
龍 谷 大 
同 志 社 大 
京 都京 都京 都京 都 大大大大    

103点(T80点1位/F23点2位) 
72点(T55点2位/F17点3位) 
54点(T46点3位/F 8点4位) 
12121212点点点点(T10(T10(T10(T10点点点点5555位位位位/F 2/F 2/F 2/F 2点点点点5555位位位位))))    
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個人戦個人戦個人戦個人戦・・・・記録会記録会記録会記録会などのなどのなどのなどの結果結果結果結果    
(2002(2002(2002(2002年年年年１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日～～～～2003200320032003年年年年４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日))))    

    
兵庫実業団長距離記録会兵庫実業団長距離記録会兵庫実業団長距離記録会兵庫実業団長距離記録会(12/7 (12/7 (12/7 (12/7 姫路姫路姫路姫路))))    
▼5000m 
宮木 貴志 16.06.44 
▼10000m 
西村 好康 30.28.03  PB② 
佐藤 章徳 32.29.99  PB 
渡辺 敬宏 32.38.18  PB 
田中斉太郎 32.55.27  PB 
 
第第第第11111111回京都陸協記録会回京都陸協記録会回京都陸協記録会回京都陸協記録会(12/8 (12/8 (12/8 (12/8 西京極西京極西京極西京極補助補助補助補助))))    
▼▼▼▼5000m 
佐藤 章徳 15.09.1  PB⑭ 
山﨑 圭介 15.38.3 
大崎 友数 16.09.1  PB 
山下 輝芳 16.47.9 
背戸 和寿 16.50.1 
吉田 寛幸 16.54.4 
福原 徹彦 17.05.6 
▽女子3000m 
中村奈都子 11.31.2  PB⑥ 
 
第第第第12121212回京都陸協記録会回京都陸協記録会回京都陸協記録会回京都陸協記録会(12/14 (12/14 (12/14 (12/14 西京極西京極西京極西京極補助補助補助補助))))    
▼5000m 
西村 好康 14.34.5  PB② 
佐藤 章徳 15.02.3  PB⑫ 
山﨑 圭介 15.24.8  PB 
西村 重行 15.32.5 
田中斉太郎 15.33.2  CB 
渡辺 敬宏 15.37.2  PB 
磯島  弘 15.51.3  PB 
山中 邦夫 16.00.1 
宮木 貴志 16.01.4 
吉田 寛幸 16.22.0  PB 
背戸 和寿 16.26.9 
石塚 晶啓 16.27.4  PB 
大崎 友数 16.31.7 
伊藤 隆裕 16.32.3  PB 
福原 徹彦 16.37.0  PB 
山下 輝芳 16.39.1  CB 
内田  翔 16.48.8 
山城  丈 16.50.8  PB 
小林 輝明 18.18.1 
▽女子3000ｍ 
中村奈都子 11.25.7  PB⑤ 
山下 里絵 11.32.7 
岩瀬 祥子 11.49.6 
 
第第第第14141414回加古川回加古川回加古川回加古川マラソンマラソンマラソンマラソン(12/23 (12/23 (12/23 (12/23 加古川河川敷加古川河川敷加古川河川敷加古川河川敷))))    
▼ハーフマラソン 
西村 重行 1.10.45  PB⑰ 
田中斉太郎 1.11.04  PB 
渡辺 敬宏 1.11.30  PB 
背戸 和寿 1.14.58 
 
第第第第34343434回元旦長距離回元旦長距離回元旦長距離回元旦長距離・・・・競歩大会競歩大会競歩大会競歩大会(1/1(1/1(1/1(1/1    庄内緑地庄内緑地庄内緑地庄内緑地))))    
▼20km競歩 
杉本 明洋 1.31.21 優勝 
 
第第第第86868686回日本選手権回日本選手権回日本選手権回日本選手権(1/26 (1/26 (1/26 (1/26 六甲六甲六甲六甲アイランドアイランドアイランドアイランド))))    
▼20km競歩 
杉本 明洋 1.29.10 16位 
 
 

    
    
    
    
出水出水出水出水ツルマラソンツルマラソンツルマラソンツルマラソン(2/9 (2/9 (2/9 (2/9 鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島))))    
▼マラソン 
吉田 寛幸 2.43.14 
 
第第第第4444回学連記録会回学連記録会回学連記録会回学連記録会(2/12 (2/12 (2/12 (2/12 長居公園周回長居公園周回長居公園周回長居公園周回))))    
▼ハーフマラソン 
西村 重行 1.10.51 
田中斉太郎 1.11.04 
宮木 貴志 1.12.56 
背戸 和寿 1.14.37 
佐藤 章徳 1.16.44 
 
第第第第10101010回泉州国際市民回泉州国際市民回泉州国際市民回泉州国際市民マラソンマラソンマラソンマラソン(2/16 (2/16 (2/16 (2/16 泉佐野泉佐野泉佐野泉佐野))))    
▼マラソン 
松本 隆平(院) 2.38.15 
 
第第第第10101010回京都回京都回京都回京都シティハーフマラソンシティハーフマラソンシティハーフマラソンシティハーフマラソン(3/9 (3/9 (3/9 (3/9 京都市内京都市内京都市内京都市内))))    
▼ハーフマラソン 
西村 好康 1.06.53  PB② 
背戸 和寿 1.14.26 
宇部  達 1.15.56 
吉田 寛幸 1.16.48 
伊藤 隆裕 1.16.56 
佐藤 章徳 1.28.06 
小林 輝明 1.30.57 
 
第第第第51515151回回回回中日豊橋中日豊橋中日豊橋中日豊橋マラソンマラソンマラソンマラソン(3/16(3/16(3/16(3/16    豊橋豊橋豊橋豊橋))))    
▼マラソン 
伊藤 隆裕 2.54.57 
 
亀岡陸協記録会亀岡陸協記録会亀岡陸協記録会亀岡陸協記録会(3/16(3/16(3/16(3/16    亀岡亀岡亀岡亀岡))))    
▼5000m 
西村 好康 15.22.2 
西村 重行 15.23.00 
 
奈良市記録会奈良市記録会奈良市記録会奈良市記録会(3/21(3/21(3/21(3/21    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
松井 延行 11.21 +1.1 
  10.99 +2.7 
花谷 直人 11.33 +0.3 
  11.21 +2.7 
米谷 健司 11.35 +1.8 PB 
北垣  卓 11.48 +1.5 
瀬々井巌士 11.54 +1.8 
佐藤真一郎 11.76 +1.4 
山岸 公彦 11.97 +1.2 
  11.88 +2.7 
平野  聖 11.89 +2.6 
▼200m 
米谷 健司 23.58 +1.5 
▼800m 
前田 昌也 2.00.1 
▼110mH 
佐藤真一郎 15.52 +0.5 
▽女子3000m 
岩瀬 祥子 11.39.3  PB 
 
兵庫実業団記録会兵庫実業団記録会兵庫実業団記録会兵庫実業団記録会((((3/223/223/223/22    姫路姫路姫路姫路))))    
▼5000m 
西村 重行 15.10.64 
佐藤 章徳 15.33.58 
山﨑 圭介 15.40.67 
山中 邦夫 15.58.55 
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第第第第3333回回回回北和陸上競技記録会北和陸上競技記録会北和陸上競技記録会北和陸上競技記録会(3/31(3/31(3/31(3/31    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
松井 延行 11.33  0.0 
花谷 直人 11.41  0.0 
北垣  卓 11.52  0.0 
平野  聖 12.18 +0.4 
▼200m 
北垣  卓 23.24 +0.6 
第第第第1111回学連記録会回学連記録会回学連記録会回学連記録会(4/1(4/1(4/1(4/1----2 2 2 2 長居第長居第長居第長居第２２２２))))    
▼100m 
松井 延行 11.18 +0.9 PB 
北垣  卓 11.28 +1.3  
米谷 健司 11.30 +1.4 PB 
瀬々井巌士 11.53 +0.9  
佐藤真一郎 11.63 +0.3 PB 
平野  聖 11.99 +2.0  
▼200m 
村地 優樹 22.64 +2.2 
藤井 章輔 22.79 +1.5 
杉本 昌大 23.06 +1.1 
米谷 健司 23.30 +2.1 
瀬々井巌士 23.32 +0.7 
北垣  卓 23.53 +2.2 
藤森真一郎 25.21 +0.9 
河野  良 25.67 +1.9 
▼400m 
村地 優樹 49.58  CB 
寺田  悟 53.44 
西村 広展 54.57 
藤森真一郎 58.71 
▼800m 
前田 昌也 1.56.89  PB 
磯島  弘 1.58.67   
渡  寛法 2.03.51  PB 
水井 研吾 2.05.72  CB 
▼1500m 
佐藤 章徳 4.02.43  PB 
磯島  弘 4.10.04 
山﨑 圭介(院) 4.14.70 
寺田  智 4.16.32 
三好 達也 4.28.75 
山田 修裕 4.30.70 
▼5000m 
背戸 和寿 16.36.30 
▼10000m 
田中斉太郎 32.50.60 
渡辺 敬宏 33.15.90 
背戸 和寿 35.02.15 
吉田 寛幸 36.30.37 
▼110mH 
佐藤真一郎 15.19 +2.5 
尾崎 禎亮 15.79 +1.1 
▼400mH 
寺田  悟(院) 57.28 
西村 広展 62.49 
▼3000mSC 
佐藤 章徳 9.18.39 
▼三段跳 
福山 大典 14.10 +1.6 
粟村 聡資 13.51 +2.5 
  12.53 +1.4 
▼やり投 
真鍋 文朗 30.06 
 

 
 
 
 
▽女子100m 
滝上 伸子 14.41 +0.8 
▽女子200m 
滝上 伸子 29.78 +3.2 
▽女子800m 
岩瀬 祥子 2.37.29  PB 
▽女子走幅跳 
北川 佳奈 4.33 +0.2 
 
第第第第1111回回回回京都陸協記録会京都陸協記録会京都陸協記録会京都陸協記録会(4/5(4/5(4/5(4/5    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
北垣  卓 11.32 +1.6 
佐藤真一郎 11.85 +1.9 
真鍋 文朗 12.56 +1.8 
▼400mH 
西村 広展 54.54 
▼3000m 
佐藤 章徳 8.49.18  PB⑤ 
山﨑 圭介(院) 9.18.13 
吉田 寛幸 10.05.54 
▼110mH 
佐藤真一郎 15.29 +1.9 
尾崎 禎亮 15.89 +1.9 
▼走幅跳 
粟村 聡資(院) 5.81 +1.1 
 
輪島全日本競歩輪島全日本競歩輪島全日本競歩輪島全日本競歩(4/20(4/20(4/20(4/20    輪島輪島輪島輪島))))    
▼20km競歩 
杉本 明洋 1.24.23 5位 

蒼穹新蒼穹新蒼穹新蒼穹新、、、、関西学生新関西学生新関西学生新関西学生新    
 
第第第第2222回京都陸協記録会回京都陸協記録会回京都陸協記録会回京都陸協記録会(4/27(4/27(4/27(4/27    西京極西京極西京極西京極))))    
▼200m 
佐藤真一郎 23.38 +0.8 
河野  良 25.53 +0.8 
▼400m 
村地 優樹 49.31  CB⑦ 
磯島  弘 51.33  PB 
西村 広展 53.96 
▼1500m 
内田  翔 4.16.76  CB 
三好 達也 4.28.12  CB 
吉田 寛幸 4.34.49 
園村 和弘 4.44.50 
▼5000m 
背戸 和寿 16.31.96 
吉田 寛幸 16.46.80 
山下 輝芳 17.23.06 
▼110mH 
佐藤真一郎 15.04 +0.7 
尾崎 禎亮 15.80 -0.7 
▼400mH 
寺田  悟(院) 57.13 
▼3000mSC 
山﨑 圭介(院) 9.30.79  PB 
大崎 友数 10.03.90 
▼棒高跳 
佐藤真一郎 3.60  PB 
▼三段跳 
福山 大典 14.86 +1.1 PB⑧ 
▽女子3000m 
岩瀬 祥子 11.41.89 
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第第第第1111回奈良市記録会回奈良市記録会回奈良市記録会回奈良市記録会(4/27(4/27(4/27(4/27    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
松井 延行 11.01 +1.8 PB 
花谷 直人 11.05 +1.8 PB 
北垣  卓 11.06 +2.7 
  11.12 +1.8 PB 
杉本 昌大 11.28 +2.2 
米谷 健司 11.29 +1.8 PB 
瀬々井巌士 11.44 +2.7 
  11.46 +1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼200m 
花谷 直人 22.68 +1.0 PB 
北垣  卓 22.89 +1.5 
瀬々井巌士 23.42 +1.0 
浜田 良太 23.80 +1.5 PB 
▼4×100mR 
河村-松井-杉本-花谷 43.89 
▼走幅跳 
杉本 昌大 6.96 
 
記号記号記号記号のののの見方見方見方見方    
▼：男子種目   ▽：女子種目 
予：予選    順位：決勝の順位 
PB：自己新記録 
CB：大学における自己新記録 
○：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    
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