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主将挨拶主将挨拶主将挨拶主将挨拶 
    

春一番春一番春一番春一番のののの大勝負大勝負大勝負大勝負、、、、関西学生陸上競技対校選手権大会関西学生陸上競技対校選手権大会関西学生陸上競技対校選手権大会関西学生陸上競技対校選手権大会がががが近近近近づいてまいりましたづいてまいりましたづいてまいりましたづいてまいりました。。。。        

去去去去るるるる４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日にはにはにはには、、、、他他他他のののの種目種目種目種目にににに先立先立先立先立ちちちち長居公園周回長居公園周回長居公園周回長居公園周回コースコースコースコースにてにてにてにて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のののの競技競技競技競技がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。ハハハハ

イレベルイレベルイレベルイレベルなななな争争争争いにいにいにいに得点得点得点得点こそこそこそこそ奪奪奪奪えなかったもののえなかったもののえなかったもののえなかったものの、、、、自己新記録自己新記録自己新記録自己新記録のののの粘粘粘粘りりりり強強強強いいいい走走走走りをりをりをりを見見見見せたせたせたせた渡辺渡辺渡辺渡辺（（（（工工工工・・・・４４４４））））をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、

出場出場出場出場したしたしたした３３３３選手選手選手選手のののの走走走走りはりはりはりは５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日からのからのからのからのトラックトラックトラックトラック・・・・フィールドフィールドフィールドフィールド種目種目種目種目にににに向向向向けてけてけてけて部員達部員達部員達部員達をををを鼓舞鼓舞鼓舞鼓舞させてくれるものであさせてくれるものであさせてくれるものであさせてくれるものであ

りましたりましたりましたりました。。。。    

さてさてさてさて、、、、毎年本大会毎年本大会毎年本大会毎年本大会にににに対対対対するするするする部員部員部員部員のののの思思思思いはいはいはいは格別格別格別格別のものがありますのものがありますのものがありますのものがあります。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ今年今年今年今年はははは７７７７年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに関西関西関西関西ＩＣＩＣＩＣＩＣ一部一部一部一部のののの

舞台舞台舞台舞台でででで京大京大京大京大のののの実力実力実力実力をををを試試試試せるということもあってせるということもあってせるということもあってせるということもあって、、、、部員一同部員一同部員一同部員一同、、、、練習練習練習練習にににに力力力力のこもるのこもるのこもるのこもる毎日毎日毎日毎日ですですですです。。。。我我我我々々々々はははは一部校一部校一部校一部校のののの新参新参新参新参

者者者者でありでありでありであり、、、、チームチームチームチームとしてとしてとしてとして苦戦苦戦苦戦苦戦をををを強強強強いられることはいられることはいられることはいられることは否否否否めませんめませんめませんめません。。。。選手一人一人選手一人一人選手一人一人選手一人一人のののの１１１１点点点点でもでもでもでも多多多多くもぎくもぎくもぎくもぎ取取取取ってやるといってやるといってやるといってやるとい

うううう執念執念執念執念、、、、粘粘粘粘りでこのりでこのりでこのりでこの戦戦戦戦いにいにいにいに勝勝勝勝ちちちち残残残残りりりり、、、、一部校一部校一部校一部校のののの座座座座をををを死守死守死守死守しますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの試合試合試合試合をををを京大京大京大京大がががが一部強豪校一部強豪校一部強豪校一部強豪校としてとしてとしてとして飛飛飛飛

躍躍躍躍するするするする礎礎礎礎にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

大会大会大会大会はははは、、、、例年平日開催例年平日開催例年平日開催例年平日開催もももも多多多多いなかいなかいなかいなか、、、、今年今年今年今年はははは木木木木～～～～日日日日とととと絶好絶好絶好絶好のののの競技日程競技日程競技日程競技日程ですですですです。。。。蒼穹会蒼穹会蒼穹会蒼穹会のののの皆様皆様皆様皆様はごはごはごはご多忙多忙多忙多忙とはとはとはとは存存存存じじじじ

ますがますがますがますが、、、、是非是非是非是非ともともともとも競技場競技場競技場競技場までまでまでまで足足足足をおをおをおをお運運運運びびびび下下下下さいさいさいさい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、我我我我々々々々にににに追追追追いいいい風風風風をををを吹吹吹吹かせるごかせるごかせるごかせるご声援声援声援声援をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。    

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            磯島磯島磯島磯島    弘弘弘弘    
 

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２８２８２８２８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 村刺 厚介 (京都産業大) 1.07.44
2位 稲井 義幸 (立命館大) 1.07.45
3位 井川 重史 (京都産業大) 1.07.52
4位 上間 翔太 (京都産業大) 1.08.00
5位 樋口 達夫 (立命館大) 1.08.28
6位 新井 博文 (大阪体育大) 1.08.29
7位 桂  聡史 (神戸大) 1.08.30
8位 目茂井 政 (大阪体育大) 1.08.37
15151515位位位位    渡邊渡邊渡邊渡邊    敬宏敬宏敬宏敬宏    ((((京都大京都大京都大京都大 4444))))    1.09.131.09.131.09.131.09.13  
23232323位位位位    相澤相澤相澤相澤    泰隆泰隆泰隆泰隆    ((((京都大京都大京都大京都大M1M1M1M1))))    1.12.281.12.281.12.281.12.28  
    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 4444))))    ＤＮＦＤＮＦＤＮＦＤＮＦ    
    
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１１１１部対校得点部対校得点部対校得点部対校得点    
    

1位 京産大 19点 
2位 立命館大 11点 
3位 大阪体育大 4点 
4位 神戸大 2点 

    

    
 
 
男子ハーフマラソンは、最高気温22℃と、前日まで
の暑さが信じられぬような天候の中で行われた。例年
通り長居競技場の周回を７周半するコース。 
はじめの１周はゆったりとしたペースで、大集団と
なってレースが展開する。２周目にペースが上がると
相澤が少し苦しそうな表情を見せる。いまひとつ体が
動かなかったという相澤。6kmを過ぎるあたりで徐々
に先頭から遅れ始め、その後は我慢のレースとなった。 
一方、この日絶好調だった渡邊は、６周半を走り終
えるまで先頭に食らいつくという好走を見せる。ラス
ト１周で引き離され、得点には届かなかったものの、
今年の３月に出した自己記録を更に縮め、1.9.13と好
タイムでゴールした。 
また、故障がようやく癒えてきたエース・西村は６

km を過ぎたあたりで棄権。西村はレースから長い間
離れている。そのため、「この試合で試合勘を取り戻し
たい」、と語っていたのだが、先頭集団を引っ張るなど、
積極的な走りをし、関カレ本戦でも戦える目途がつい
たと、満足そうな表情を見せていた。 
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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    (3(3(3(3))))        11.0111.0111.0111.01    
 
 １００ｍに出場するのは、三回生の松井である。
松井は昨年からショートスプリントのエースとし
て活躍し、京都インカレでは追い風参考ながら
10"81をたたき出して四位に食い込んでいる。さら
に京都インカレ後の記録会で念願の公認での１０
秒台（10"89）を出すなど好調である。昨年より強
い、一部の選手と競ることによってもう一段階上を
狙ってもらいたい。 
 

200ｍ 

藤井藤井藤井藤井    章輔章輔章輔章輔 (4 (4 (4 (4))))        22.022.022.022.06666    
        
２００ｍは四回生の藤井（章）である。藤井は昨年
秋に22"06をたたき出したが、今期は春先の故障、
京都インカレ直前の十二指腸潰瘍による入院とい
う不運のためまだレースに出ていない。しかしその
分走りたいという気持ちは誰よりも強く、そのモチ
ベーションに期待が持てる。もともと実力のある選
手であり、大舞台に合わせる調整力があるため、一
部の選手と競って実力プラスアルファの力を出し
て一つでも上を狙って欲しい。 
 

400ｍ 

村地村地村地村地    優樹優樹優樹優樹 (4) (4) (4) (4)        48.6048.6048.6048.60    
堀江堀江堀江堀江        匠匠匠匠 (3) (3) (3) (3)        51.0851.0851.0851.08    
水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎 (2) (2) (2) (2)        48484848.24.24.24.24    

 
 ４００ｍは二回生の水谷、四回生の村地、三回生
の堀江の三名が出場する。 
水谷は足の状態が思わしくないにも関わらず、先
日の京都インカレで48"54をマークしており、全カ
レ標（47"50)を突破しての決勝進出への期待が持て
る。     
村地は昨季の関カレ以降一度も 50秒を切れず低
迷していたが、京都インカレでようやく 50秒を切
って勢いに乗っており、水谷に負けじと決勝進出を
狙う。 
堀江は冬季練習を順調に積んでおり、今シーズン
好調である。マイルリレーのラップからして 50秒
を切る実力は十分にあるので、ベストを更新して欲
しいところである。 
110ｍH 

佐藤真一郎佐藤真一郎佐藤真一郎佐藤真一郎 (M1) (M1) (M1) (M1)        14.14.14.14.85858585    
尾崎尾崎尾崎尾崎    禎亮禎亮禎亮禎亮 (4 (4 (4 (4))))        15.4815.4815.4815.48    

        
１１０ｍＨはＭ１の佐藤（真）、四回生の尾崎が
出場する。 
蒼穹記録保持者の佐藤は、昨年の東大戦でじん帯
断裂という大怪我を負ったが、驚異的な回復力で早
期復帰を果たし、順調に調子を上げてきている。 
一部での高いレベルの戦いの中で実力を発揮し
ての蒼穹記録の更なる更新が期待される。尾崎は 
今期は不調にあえいでいるが、周囲の強豪のなかで
持ち前の負けん気を発揮してベストの更新を狙っ
て欲しい。 
 

400mH 

水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎 (2 (2 (2 (2))))        51.8251.8251.8251.82    
桑原桑原桑原桑原        昇昇昇昇 (2 (2 (2 (2))))        57.5357.5357.5357.53    
 
    ４００ｍＨは水谷、桑原の二回生コンビが出場す
る。蒼穹記録保持者の水谷は、春先の怪我のためハ
ードル練習がこなせていないため、今期はまだ目立
ったタイムは出ていない。しかし４００ｍは好調で
あり、最近ではハードル練習も再開しているので不
安はない。大舞台にめっぽう強いので、生涯ベスト
を更新しての上位入賞、そして優勝が期待できる。
桑原はこの冬もっとも練習を積んできた選手の一
人であり、春先から４００ｍＨ、８００ｍでベスト
を更新していて好調である。一部での戦いは厳しい
が、さらにベストを更新してチームに勢いをもたら
して欲しい。 
    

4ｘ100ｍR 

松井松井松井松井・・・・花谷花谷花谷花谷・・・・北垣北垣北垣北垣・・・・堀江堀江堀江堀江・・・・石田石田石田石田・・・・米谷米谷米谷米谷    
    
四継は上記の六名がエントリーしている。オーダ
ーはまだ未定であるが、おそらく好調の松井を軸に
据えたチーム編成になるであろう。今年は例年より
も早くバトン練習を開始しており、経験豊富な昨年
のメンバーも多く残っているので、技術面に不安は
感じられない。昨年の関西インカレで見せた爆発力
を発揮して一つでも上の順位を狙ってもらいたい。 
 

4ｘ400ｍR 

水谷水谷水谷水谷・・・・村地村地村地村地・・・・藤井藤井藤井藤井((((章章章章))))・・・・花谷花谷花谷花谷・・・・堀江堀江堀江堀江・・・・涌井涌井涌井涌井    
 

 マイルは上記の六名がエントリーしている。藤井
の十二指腸潰瘍の回復のスピードが未知数である
ため、オーダーはまだ未定である。先日の京都イン
カレで蒼穹新記録（3'16"07）を出しており、波に
乗っている。しかしこの記録では決勝に残ることは
難しく、3'15を切るあたりが決勝進出ラインになる
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と思われるため、全カレ標準（3'13"00）を目標に
掲げてレースに臨む。 

女子 100m 

滝上滝上滝上滝上    伸子伸子伸子伸子    (4)(4)(4)(4)        14.214.214.214.21111    
    
        女子１００ｍは四回生の滝上が出場する。滝上
は先日の京都インカレで大学ベストをマークして
おり好調である。順調に冬季練習が積めているので
更なる記録の伸びが期待できる。周囲の選手は強豪
が揃っており、得点に絡むのは難しいと思われるが、
強豪に食らいついて生涯ベストの更新を狙っても
らいたい。 

 

女子 4ｘ100ｍR 

北川北川北川北川・・・・滝上滝上滝上滝上・・・・海野海野海野海野・・・・森村森村森村森村・・・・岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬・・・・山下山下山下山下    
    
女子四継は上記の六名がエントリーしている。走
順は未定であるが、おそらく昨年からのメンバーで
ある北川、滝上、海野、森村の四人で臨むと思われ
る。先日の京都インカレではバトンミスで辛苦を味
わっているだけに関西インカレにかける思いは強
い。京都インカレの分を取り返すような好記録を期
待したい。 
 

  

蒼穹新を出したマイルメンバー 
（左から）水谷・堀江・花谷・村地 

 
～中距離～ 

800m 

磯島磯島磯島磯島        弘弘弘弘    (4)(4)(4)(4)        1.51.51.51.57777....09090909    
岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也 (2 (2 (2 (2))))        1.55.461.55.461.55.461.55.46    
前川前川前川前川    真彦真彦真彦真彦 (2) (2) (2) (2)        1.55.551.55.551.55.551.55.55        

 
磯島は就職活動のため３,４月の練習量は少なく
ならざるを得なかったが、そのわりには練習で走れ
ており、調子も上向きである。懸案だったスピード
も最近の強練でよくなってきている。ハイレベルな
試合のため、予選から決して手を抜くことはできな

いが、一つ一つのレースに集中して準決勝、決勝へ
と勝ち進んでいってもらいたい。 
 岡本は今期も春先から絶好調の状態。シーズン最
初のレースで１分５５秒台を出すと、先日の京都イ
ンカレではラストに猛烈な追い上げを見せ１分５
５秒４７の好タイムで２位入賞を果たすなど、のり
にのっている。持ちタイムでは決勝進出が一つの目
標になるが、彼の今の勢いを見るに決勝進出はほぼ
確実であろう。決勝でベストを更新し、少しでも多
くの得点を京大にもたらしてほしい。 
 前川はシーズン当初こそ怪我のため不調であっ
たが、焦ることなく次第に調子を取り戻してきた。
関西インカレには万全の状態で臨んでくれるだろ
う。前川も決勝進出が一つの目標になるが、粘り強
く大舞台に強い選手であり、必ずや成し遂げてくれ
るだろう。 

 
1500m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (4) (4) (4) (4)        3.54.053.54.053.54.053.54.05    
三好三好三好三好    達也達也達也達也 (3 (3 (3 (3))))        4.114.114.114.11....82828282    
        
西村は関西インカレに合わせて不断の努力で調整
をしてきたが、昨年秋からの怪我にまだ不安の残る
状態である。このような状態であるため、複数種目
にエントリーしている彼が１５００ｍを走るかど
うかは未定。特に１５００ｍは１００００ｍと同日
のため、どちらかに絞る公算が高い。１５００ｍに
出場の場合は、短い距離なのでなんとか集中してベ
ストタイムに近いレースをしてほしい。貴重な得点
が京大にもたらされるだろう。 
 三好は去年の関西学生駅伝で活躍し今期の飛躍
が期待されたが、いまひとつ調子にのりきれていな
い。持ちタイムでは入賞ラインに届くのは厳しいが、
もともと力のある選手なので、大きな舞台で躊躇す
ることなく積極的なレースを行い、復活のきっかけ
としてほしい。 
 

女子 800m 

岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    祥子祥子祥子祥子 (4) (4) (4) (4)        2.35.312.35.312.35.312.35.31    
 
岩瀬は今期最初の記録会でベストと１秒差と、ま
ずまずの調子でシーズンインした。現在も練習相手
になかなか恵まれないなか、今までと比べ質、量と
もに充実した練習をこなせている。自信を持って自
己新を狙いにいってほしい。 
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～長距離～ 

5000m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (4) (4) (4) (4)        14.32.7014.32.7014.32.7014.32.70    
渡邊渡邊渡邊渡邊    敬宏敬宏敬宏敬宏 (4) (4) (4) (4)        15.31.1315.31.1315.31.1315.31.13    
 
西村は長引いた故障もようやく回復してきてい
る。先日のハーフでは６キロ余りで途中棄権したも
のの、本人にとっては予想以上の出来であり、本戦
までには体調面ではほぼ万全の状態で臨めそうで
ある。衰えている体力の回復次第では得点の可能性
も十分ある。 
 渡辺は今シーズンこの種目と先日のハーフで自
己ベストをたたき出しており、勢いに乗っている。
例年だとこの時期から調子を崩しているが、今年は
一部で戦えるばかりか、６月には伊勢予選も控えて
いることもあり、本人は細心の注意を払っているよ
うなので、きっと一仕事やってくれるだろう。 
 

10000m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (4 (4 (4 (4))))        30.28.0330.28.0330.28.0330.28.03    
宮木宮木宮木宮木    貴志貴志貴志貴志 (3) (3) (3) (3)        33333333....38.9338.9338.9338.93    

 
西村は同じ日に決勝の行われる 1500ｍにもエン
トリーしており、故障と体力の回復具合をみてどち
らかの種目に絞る予定である。どちらに出るにして
も得点の可能性は十分あるので１点でも多くもぎ
取りたいところである。 
 宮木は春先は疲労と貧血気味で低調であったが、
ようやく復調してきているようである。最近、同回
生の成長が著しく、次期エースの座を脅かされつつ
あるが、そろそろ格の違いをみせつけてもらいたい
ところである。 
 

3000mSC 

山﨑山﨑山﨑山﨑    圭介圭介圭介圭介 (M2 (M2 (M2 (M2))))        9.28.969.28.969.28.969.28.96    
佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳 (M1 (M1 (M1 (M1))))        9.07.259.07.259.07.259.07.25    

 
山崎は京都 ICの一週間後に一部標準を切る自己
ベストをマークしており、上り調子である。今まで
の競技生活の集大成としてこれ以上ない舞台は整
った。あとは自己ベストはもちろんのこと、得点を
目指して頑張ってもらいたい。 
 佐藤は春先は調子が上がらず心配されたが、京都
IC で並居る強豪を抑えて見事優勝を飾っており、
調子はまずまずよいようである。だが自力では相手
のほうが上であり、雪辱を期してくるのは必至であ
る。ここで臆することなく喰らいついていければ結
果は自ずとついてくるだろう。 

 

10000mW 

杉本杉本杉本杉本    明洋明洋明洋明洋 (M1) (M1) (M1) (M1)        39.5239.5239.5239.52.82.82.82.82    

山田山田山田山田    修裕修裕修裕修裕（（（（3333））））        記録記録記録記録なしなしなしなし    
田中田中田中田中    裕裕裕裕介介介介（（（（2222））））        記録記録記録記録なしなしなしなし    
  

今年から遂に競歩が正式種目となった。 
杉本はこの種目で昨年全カレ優勝を果たしている。
また４月の全日本競歩輪島大会でも優勝しており、そ
の強さは相変わらずである。関西ではこれといったラ
イバルもおらず、優勝への死角はまったく見当たらな
い。 
 山田、田中(裕)はともに競歩は初心者で関カレがデ
ビュー戦となる。出場者が９名であるので、失格にな
らないように気をつければ必ず得点はついてくるだろ
う。目先の順位は気にせず、とにかく確実に歩ききっ
てもらいたい。 
 一部残留争いをより確実に勝ち残るためには、この
種目で何点取れるかが大きなポイントになるだろう。 
 

女子 1500m 

山下山下山下山下    里絵里絵里絵里絵(4)(4)(4)(4)        5.09.735.09.735.09.735.09.73    
 
 山下は今シーズンに入って１５００Ｍに二回出場し
ているが、いずれもベストを更新して、冬練の成果を
きっちりレースで出してきている。山下の持ち味は、
何と言っても本番での勝負強さと精神的な安定性であ
る。大きな舞台でも動じることなく、淡々と冷静にレ
ースを進めていくことができる。今回の関西インカレ
では、関西の強豪勢との大きなレベルの差は否めない
が、その強豪勢の中で積極的なレースをして、更なる
ベスト更新をしたいところである。 
 

 
京カレでみごとな優勝を飾った佐藤章徳(左) 
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～跳躍～ 

 

棒高跳 

平野平野平野平野        聖聖聖聖    (4(4(4(4))))        3333ｍｍｍｍ77770000        
  
 棒高跳びには京都インカレで大きくベストを更
新し勢いにのる平野が出場。しかしどうやらいきな
り４ｍ以上の高さからの試技となる模様。がんばれ
へーやくん！ 
 

走幅跳 

杉本杉本杉本杉本    昌大昌大昌大昌大 (3 (3 (3 (3))))        7m087m087m087m08    
高橋高橋高橋高橋    孝治孝治孝治孝治 (2 (2 (2 (2））））        6m656m656m656m65    

 
長らく怪我に悩まされていた杉本だが、シーズン
入り直前ようやく回復し、その後着実に調子を上げ
てきている。自己ベストの更新と入賞を期待したい。 
 高橋は怪我で長らく本来の跳躍ができないでい
る。学校枠での参加だが、関カレ一部の雰囲気にの
まれず生涯ベストを目指してほしい。 
 

三段跳 

粟村粟村粟村粟村    聡資聡資聡資聡資    (M2(M2(M2(M2))))        14141414m34m34m34m34    
福山福山福山福山    大典大典大典大典 ( ( ( (4444))))        11115555mmmm33338888    
横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介    (3(3(3(3))))        14m3314m3314m3314m33    
 

 福山は冬期練習をしっかりつめており、京都イン
カレで１５ｍを跳んでいる。彼は実は大舞台での声
援を力に変える男。優勝を狙う。 
 粟村は昨シーズン終盤から今シーズンにかけて
ベスト付近の跳躍を連発している。引退試合という
こともあり、大ベストをぜひ見たいところである。 
横矢は去年より明らかに好調であり、１４ｍ後半を
跳んで得点を目指す。冬期練習で高まったスプリン
ト力を生かせるかがカギ。 
 

女子走幅跳 

海野海野海野海野    益代益代益代益代 (2 (2 (2 (2))))        4m94m94m94m97777    
 

 海野は京都インカレ直前体調を崩したものの、冬
期練習で地力はついている。５ｍ２０～３０あたり
を狙っていってほしい。 
 

女子三段跳 

森村森村森村森村    あかねあかねあかねあかね (2) (2) (2) (2)        9m709m709m709m70    
 

 森村は高校以来となる三段跳びエントリー。まだ
関カレで得点するほどの力はないが、まずは１０ｍ
を目指す。 
 

 
今シーズン、既に１５ｍ台を記録している福山 

 

～投擲～ 

砲丸投 

森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介 (2) (2) (2) (2)        12m6412m6412m6412m64    
 
 砲丸投げは投擲種目の中では最も得点の可能性
が高い種目であるが、しかしながらベスト８に食い
込む為には蒼穹記録の更新をもってしても微妙な
線である。だが、京都インカレで竹村の記録を破り、
代表枠の座を勝ち取った森川は、今シーズンにおい
ては全ての試合で自己ベストを更新し続けており、
未だ右肩上がりの成長を見せている。ここで、もう
一段階の成長を見せ、蒼穹記録の突破、そしてベス
ト８に残ることを期待している。 
 

円盤投 

吉﨑吉﨑吉﨑吉﨑    敬祐敬祐敬祐敬祐 (2) (2) (2) (2)        31m9931m9931m9931m99    
 
未だ足の故障が完治せず、十分な練習ができない
吉崎ではあるが、そのような状況下においても、京
都インカレにおいては見事自己ベストを更新する
ことが出来た。この勢いに乗って、関西インカレで
も自己ベストを塗り替えてくれるものと信じてい
る。 
 

 ハンマー投 

木村木村木村木村    克也克也克也克也 (3) (3) (3) (3)        36m4136m4136m4136m41    
 
前回の京都インカレでは、２回の田中に肉薄され



 7

た木村であるが、未だハンマーのエースとしての座
は守り続けている。調子も悪くは無いようなので、
是非とも自己ベストを更新して、エースとしての力
を見せ付けてもらいたい。 
 

やり投 

松田松田松田松田        俊俊俊俊 ( ( ( (3)3)3)3)        50m3350m3350m3350m33    
 
３年連続関西インカレ出場の松田。最近の様子は
あまり調子が良くないようではあるが、新１回生に
５０ｍオーバーの新人が２人も入ってくることも
あり、自己ベスト、あるいはそれに準ずる記録を出
してくれることであろう。 
 

～混成～ 

十種競技 

垣畑垣畑垣畑垣畑        陽陽陽陽 (4) (4) (4) (4)        5697569756975697    
花谷花谷花谷花谷    直人直人直人直人 (M1) (M1) (M1) (M1)        5388538853885388    
    
垣畑は冬期練習で苦手の４００、１５００を補強
し、総合的にも（自分で言うのもなんだが）力をつ
けている。６０００点をとり一部残留に貢献したい
ところ。 
花谷は今年もスプリントの面ではスキはない。大き
くムラのある走り幅跳びと投擲種目を安定させら
れるかがベスト更新の条件となりそう。
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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２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））
〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１４：００ 女子 ４×１００ｍＲ 予
１４：１５ ２部 ４×１００ｍＲ 予
１４：３０ １部 ４×１００ｍＲ 予
１４：５０ 女子 １５００ｍ 予
１５：１５ ２部 １５００ｍ 予
１５：４０ 女子 ５０００ｍＷ オープン
１６：２０ 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 
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２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈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 予 
１０：３５ ２部 １００ｍ 予 
１１：００ １部 １００ｍ 予 

１部 １００００ｍＷ 決 
１１：２０

２部 １００００ｍＷ 決 
１２：５０ 女子 １５００ｍ 決 
１３：００ ２部 １５００ｍ 決 
１３：１０ １部 １５００ｍ 決 
１３：２５ 女子 ４００ｍ 予 
１３：４５ ２部 ４００ｍ 予 
１４：０５ １部 ４００ｍ 予 
１４：３０ 女子 １００ｍ 準 
１４：４０ ２部 １００ｍ 準 
１４：５０ １部 １００ｍ 準 
１５：００ 女子 １００００ｍ 決 
１５：５０ ２部 １００００ｍ 決 
１６：３５ １部 １００００ｍ 決 
１７：１５ 女子 ４００ｍ 準 
１７：２５ ２部 ４００ｍ 準 
１７：３５ １部 ４００ｍ 準 
１７：４５ ２部 (10) ４００ｍ
１７：５５ １部 (10) ４００ｍ
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ １部 棒高跳 決

１部 (10) 走幅跳
１１：００

２部 (10) 走幅跳
１２：３０ 女子 走高跳 決
１３：３０ ２部 三段跳 決

１部 (10) 走高跳
１５：００

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 
１０：００ 女子 やり投 決
１２：００ ２部 円盤投 決

１部 (10) 砲丸投
１３：００

２部 (10) 砲丸投
１４：００ １部 円盤投 決
１６：００ 女子 ハンマー投 決
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５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 (7) １００ｍＨ 
１０：１０ 女子 １００ｍＨ 予
１０：２５ 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
１１：１５ ２部 １００ｍ 決
１１：２０ １部 １００ｍ 決
１１：３５ 女子 ４００ｍ 決
１１：４０ ２部 ４００ｍ 決
１１：４５ １部 ４００ｍ 決
１２：００
１２：２０

２部
３０００ｍＳＣ
タイムレース

決

１２：４０ １部 ３０００ｍＳＣ 決
１３：０５ 女子 ８００ｍ 予 
１３：３５ ２部 ８００ｍ 予 
１４：００ １部 ８００ｍ 予 
１４：３５ 女子 １００ｍＨ 決
１４：４５ ２部 １１０ｍＨ 決
１５：００ １部 １１０ｍＨ 決 
１５：１５ 女子 ２００ｍ 予
１５：３０ ２部 ２００ｍ 予
１５：５０ １部 ２００ｍ 予
１６：１５ 女子 ４００ｍＨ 予
１６：２５ ２部 ４００ｍＨ 予
１６：５０ １部 ４００ｍＨ 予
１７：１５ 女子 ４×１００ｍＲ 決
１７：２５ ２部 ４×１００ｍＲ 決
１７：３５ １部 ４×１００ｍＲ 決
１７：５０ 女子 (7) ２００ｍ 

２部 (10) １５００ｍ
１８：０５

１部 (10) １５００ｍ
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 走幅跳 決
１２：００ 女子 (7) 走高跳

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

１部 (10) 円盤投
１１：４５

２部 (10) 円盤投
１３：００ 女子 円盤投 決
１４：００ 女子 (7) 砲丸投
１５：３０ １部 砲丸投 決

１部 (10) やり投
１６：００

２部 (10) やり投

５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 ８００ｍ 準 
１０：１５ ２部 ８００ｍ 準 
１０：２５ １部 ８００ｍ 準 
１０：４５ 女子 ２００ｍ 準 
１０：５５ ２部 ２００ｍ 準 
１１：０５ １部 ２００ｍ 準 
１１：４０ 女子 ４００ｍＨ 決
１１：５０ ２部 ４００ｍＨ 決 
１２：００ １部 ４００ｍＨ 決 
１２：１５ 女子 ８００ｍ 決
１２：２５ ２部 ８００ｍ 決
１２：３５ １部 ８００ｍ 決
１２：５０ 女子 ２００ｍ 決
１３：００ ２部 ２００ｍ 決
１３：１０ １部 ２００ｍ 決
１３：２５ 女子 ５０００ｍ 決
１３：５０
１４：１５

２部
５０００ｍ
タイムレース

決

１４：４０ １部 ５０００ｍ 決
１５：０５ 女子 (7) ８００ｍ
１５：２０ 女子 ４×４００ｍＲ 決
１５：３０ ２部 ４×４００ｍＲ 決
１５：４０ １部 ４×４００ｍＲ 決
〈ＪＵＭ〈ＪＵＭ〈ＪＵＭ〈ＪＵＭＰ〉Ｐ〉Ｐ〉Ｐ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ 女子 (7) 走幅跳
１０：００ ２部 棒高跳 決
１１：３０ 女子 三段跳 決
１３：３０ １部 走幅跳 決
１３：３０ ２部 走高跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ １部 やり投 決
１０：００ 女子 砲丸投 決
１１：３０ ２部 砲丸投 決
１２：３０ 女子 (7) やり投
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第第第第６８６８６８６８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17171717日日日日----18181818日日日日    西京極西京極西京極西京極))))    
 
男子対校の部 
▼100m 
松井 延行    予   11.04   -0.2   
         ４位  10.81    +3.3     
北垣  卓 予 11.18 +1.8  
藤井 章輔 予 DNS        
▼200m 
堀江  匠    予 22.42 +1.0 CB 
北垣  卓 予    DSQ                
藤井 章輔 予    DNS                
▼400m 
水谷 太郎    予    48.84             
                 ４位     48.54             
村地 優樹 予 49.55   
花谷 直人(院) 予 49.92  PB⑯ 
▼800m 
岡本 英也 予 1.58.52   
  ２位 1.55.47   
前川 真彦 予 1.58.24   
  ４位 1.58.58   
磯島  弘 予 1.58.58   
         ５位   1.58.62           
▼1500m 
岡本 英也 ６位 4.01.04  PB 
三好 達也 14位 4.18.38   
西村 好康 決    DNS   
▼5000m 
宮木 貴志 10位 15.51.23   
石塚 晶啓    18位    16.15.31         
西村 好康 決    DNS   
▼10000m 
渡辺 敬宏 ８位 33.35.59   
田中斉太郎 ９位 33.56.36   
相澤 泰隆(院) 10位 34.10.12   
▼110mH 
佐藤真一郎(院) 予 15.13 +0.6  
  ２位 14.91 +2.0  
尾崎 禎亮 予 15.77 +0.6  
白方 朗史 予 15.82 +0.6 CB 
▼400mH 
水谷 太郎     予 53.41   
                 ６位   53.30             
桑原  昇 予 57.53  PB 
前川 真彦 予 DNS   
▼3000mSC 
佐藤 章徳(院) １位 9.17.55   
山﨑 圭介(院) ７位 9.43.64   
大崎 友数 ９位 10.03.85   

▼4×100mR 
花谷(院)-松井-石田-北垣 ３位     42.49  
▼4×400mR 
村地-堀江-花谷(院)-水谷 ３位     3.16.07 

蒼穹新 
▼走高跳 
松久 佳弘 ５位 1m75   
▼棒高跳 
垣畑  陽 ３位 3m70   
平野  聖 ４位 3m70  PB 
浜田 良太 ６位 3m10  PB 
▼走幅跳 
杉本 昌大 ３位 6m96 +1.1  
垣畑  陽 ７位 6m59 +1.0  
高橋 孝治 ９位 6m20 -0.4  
▼三段跳 
福山 大典 １位 15m16 +1.5  
横矢龍之介 ７位 14m22 +1.8  
佐藤真一郎(院) 10位 13m07 +3.1  
   12m95 +1.6  
▼砲丸投 
森川 陽介 ６位 12m64  PB④ 
竹村顕大朗 ７位 12m02   
田中 聡一 13位 10m03   
▼円盤投 
吉崎 敬祐 ９位 31m99  PB 
垣畑  陽 10位 30m47   
森川 陽介 13位 29m44  PB 
▼ハンマー投 
木村 克也 ７位 36m12   
田中 聡一 ８位 35m57  PB 
松田  俊 10位 26m08  PB 
▼やり投 
松田  俊 ９位 47m34   
浜田 良太 13位 40m62  PB 
高橋 孝治 14位 40m34  PB 
 
女子対校の部 
▽100m 
北川 佳奈 予 14.02 +0.3  
滝上 伸子 予 14.11 +1.2 CB⑰ 
海野 益代 予 DNS   
▽200m 
滝上 伸子 ７位 29.70 +1.1  
▽800m 
岩瀬 祥子 予 2.37.98   
▽1500m 
山下 里絵 12位 5.09.73  PB⑥ 
中村奈都子 13位 5.11.30  PB⑦ 
▽100mH 
北川 佳奈 ４位 17.56 +3.0  
▽4×100mR 
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森村-北川-滝上-岩瀬 決     DSQ   
▽走幅跳 
森村あかね ３位 4m73 +0.5 CB⑨ 
海野 益代 決 DNS   
 
男子オープンの部 
▼100m 
米谷 健司(院) OP 11.17 +3.3  
花谷 直人(院) OP 11.29 +2.0  
▼400m 
涌井 健策 OP 51.97  CB 
河野  良 OP 55.25   
▼800m 
水井 研吾 OP 2.12.21   
▼5000m 
宇部  達 OP 16.15.79   
田中斉太郎 OP 16.16.63   
山本  直 OP 16.27.56   
山下 輝芳 OP 17.15.06   
▼10000m 
山城  丈 OP 36.39.86   
▼棒高跳 
佐藤真一郎(院) OP 3m70  PB 
▼三段跳 
粟村 聡資(院) OP 14m14 +1.5  
北島 明文 OP 13m38 +2.2  
   12m88 +1.5 PB 
▼円盤投 
北島 明文 OP 24m43  PB 
 
 
 
▼男子の部対校戦成績 
１位 京都産業大学  202点  
２位 立命館大学    176点  
３位 同志社大学   107点  
４位 京都大学   106点  
 
▽女子の部対校戦成績 
１位 立命館大学     138点 
２位 同志社大学       64点 
３位 京都産業大学       54点 
８位 京都大学        13点 
 
 
 
 
 
 

    

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    

((((2003200320032003年年年年12121212月月月月6666日日日日～～～～2004200420042004年年年年5555月月月月4444日日日日))))    
 
第第第第11111111回京都陸回京都陸回京都陸回京都陸協記録会協記録会協記録会協記録会(12/6(12/6(12/6(12/6    西京極西京極西京極西京極))))    
▼5000m 
山下 輝芳  16.41.8   
園村 和弘  17.03.3   
▽3000m 
中村奈都子  11.29.4   
 
兵庫県実業団長距離記録会兵庫県実業団長距離記録会兵庫県実業団長距離記録会兵庫県実業団長距離記録会(12/13(12/13(12/13(12/13    姫路姫路姫路姫路))))    
▼5000m 
石塚 晶啓  15.45.64  PB 
宮木 貴志  16.09.21   
▼10000m 
佐藤 章徳  32.30.52   
相澤 泰隆  33.04.11  PB 
 
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))))    
▼5000m 
山﨑 圭介(院)  15.13.9  PB 
佐藤 章徳  15.36.0   
宮木 貴志  15.38.9  PB 
宇部  達  15.50.5  PB 
渡辺 敬宏  15.52.3   
加藤 圭祐  16.07.3  PB 
岡本 英也  16.10.5  PB 
山下 輝芳  16.18.9  PB 
前川 真彦  16.19.1  PB 
背戸 和寿  16.27.9   
山本  直  16.33.2   
園村 和弘  16.58.4  PB 
桑原  昇  17.35.2  PB 
▽3000m 
中村奈都子  11.20.1  PB 
岩瀬 祥子  11.26.5  PB 
山下 里絵  11.44.9   
 
第第第第15151515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 
宇部  達  1.11.06  PB 
佐藤 章徳  1.13.30  PB 
山城  丈  1.19.36  PB 
 
奈良市奈良市奈良市奈良市陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技記録会記録会記録会記録会(12/23(12/23(12/23(12/23    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
佐藤真一郎 Ⅰ 12.31 -2.2  
  Ⅱ 11.95 +0.9  
花谷 直人 Ⅱ 11.36 +1.0  
村地 優樹 Ⅱ 11.51 +1.0  
北垣  卓 Ⅱ 11.61 +1.0  
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石田 真大 Ⅱ 11.78 +1.0  
尾崎 禎亮 Ⅱ 12.18 +1.0  
真鍋 文朗 Ⅱ 12.51 +1.0  
▼200m 
花谷 直人 Ⅰ 23.16 +0.5  
  Ⅱ 22.86 +0.2  
村地 優樹 Ⅰ 22.88 +0.5  
  Ⅱ 22.93 +0.2  
北垣  卓 Ⅰ 23.69 +0.5  
  Ⅱ 23.64 -1.2  
石田 真大 Ⅰ 23.94 +0.5  
  Ⅱ 23.98 -1.2  
▼400m 
村地 優樹  51.03   
北垣  卓  53.36   
松田  俊  55.06  CB 
石田 真大  55.33  CB 
真鍋 文朗  55.59   
佐藤真一郎  56.14   
河村 和彦  58.68   
▼800m 
水谷 太郎 Ⅰ 1.59.6  CB 
  Ⅱ 1.54.9  PB⑪ 
磯島  弘 Ⅰ 2.11.7   
  Ⅱ 1.57.8   
▼1500m 
加藤 圭祐  4.20.7  PB 
石塚 晶啓  4.22.7  CB 
▼5000m 
石塚 晶啓  16.12.9   
加藤 圭祐  16.19.2   
田中 裕介  16.34.3  CB 
▼110mH 
佐藤真一郎 Ⅰ 15.71 -0.4 
  Ⅱ 15.79 +0.4 
尾崎 禎亮 Ⅰ 16.20 -0.4 
  Ⅱ 16.16 +0.4 
▼三段跳 
福山 大典  14m00   
▼やり投 
松田  俊  47m86   
▽100m 
北川 佳奈 Ⅰ 14.67 -0.6  
  Ⅱ 14.46 +2.3  
滝上 伸子 Ⅰ 14.67 -1.8  
  Ⅱ 14.53 +2.3  
森村あかね Ⅰ 15.46 -0.9 CB⑳ 
  Ⅱ 15.57 +2.3  
▽200m 
滝上 伸子 Ⅰ 30.69   
  Ⅱ 30.84 +0.4  
森村あかね Ⅰ 32.75  CB 

▽400m 
北川 佳奈  70.73  CB 
滝上 伸子  74.78   
 
第第第第87878787回日本選手権回日本選手権回日本選手権回日本選手権(1/25(1/25(1/25(1/25    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))))    
▼20kmW 
杉本 明洋 ２位 1.21.09 

蒼穹新、関西学生新 

 
第第第第21212121回木津川回木津川回木津川回木津川マラソンマラソンマラソンマラソン(2/1(2/1(2/1(2/1    木津川河川敷木津川河川敷木津川河川敷木津川河川敷))))    
▼マラソン 
背戸 和寿 ９位 2.48.59   
 
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 
相澤 泰隆(院)  1.12.47  PB 
 
第第第第2222回北和回北和回北和回北和陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技記録会記録会記録会記録会(3/13(3/13(3/13(3/13    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
若山 哲志 Ⅰ 11.50 -1.3  
  Ⅱ 11.20 +0.9  
佐藤真一郎 Ⅰ 12.07 -1.3  
  Ⅱ 11.74 +0.9  
寺田  悟(院) Ⅰ 12.36 -1.5  
  Ⅱ 12.16 +1.6  
北垣  卓 Ⅰ 11.97 -1.3  
▼200m 
藤森真一郎 Ⅰ 24.43 +1.0  
  Ⅱ 24.58 +0.8  
河野  良 Ⅰ 25.39 +1.0  
  Ⅱ 25.50 +0.8  
北垣  卓 Ⅰ 23.21 -0.7  
▼400m 
藤森真一郎  54.14   
真鍋 文朗  54.14   
▼1500m 
大崎 友数  4.26.6   
▼110mH 
佐藤真一郎 Ⅰ 15.57 -1.2  
  Ⅱ 15.32 +1.6  
▼400mH 
寺田  悟(院)  56.46   
▼砲丸投 
森川 陽介  12m13  PB⑩ 
▼円盤投 
河村 和彦  30m04   
第第第第11111111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(3/14(3/14(3/14(3/14    京都市内京都市内京都市内京都市内))))    
▼ハーフマラソン 
渡辺 敬宏  1.09.25  PB⑩ 
相澤 泰隆(院)  1.10.51  PB⑲ 
佐藤 章徳  1.15.05   
田中 裕介  1.17.16   



 13

 
仙台仙台仙台仙台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(3/14(3/14(3/14(3/14    仙台市内仙台市内仙台市内仙台市内))))    
▼ハーフマラソン 
宇部  達  1.12.07   
 
兵庫県実業団長距離記録会兵庫県実業団長距離記録会兵庫県実業団長距離記録会兵庫県実業団長距離記録会(3/20(3/20(3/20(3/20    姫路姫路姫路姫路))))    
▼5000m 
佐藤 章徳  15.58.69   
 
和歌山陸協記録会和歌山陸協記録会和歌山陸協記録会和歌山陸協記録会(3/20(3/20(3/20(3/20    紀三井寺紀三井寺紀三井寺紀三井寺))))    
▼10000mW 
杉本 明洋  42.31.60   
 
第第第第7777回奈良市陸上競技記録会回奈良市陸上競技記録会回奈良市陸上競技記録会回奈良市陸上競技記録会(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 Ⅰ 11.29 +0.2  
  Ⅱ 11.19 +1.5  
若山 哲志 Ⅰ 11.48 +1.1  
  Ⅱ 11.29 +1.5  
北垣  卓 Ⅰ 11.56 +0.2  
  Ⅱ 11.39 +1.1  
花谷 直人 Ⅰ 11.62 +0.2  
  Ⅱ 11.49 +1.1  
佐藤真一郎 Ⅰ 11.83 +2.6  
  Ⅱ 11.71 +2.4  
山岸 公彦 Ⅰ 11.96 +1.5  
  Ⅱ 11.85 +2.4  
瀬々井巌士 Ⅰ 11.44 +2.6  
米谷 健司 Ⅰ 11.54 +0.4  
河野  良 Ⅰ 12.56 +1.0  
▼200m 
松井 延行 Ⅰ 22.97 +1.5  
  Ⅱ 22.97 +1.3  
北垣  卓 Ⅰ 22.95 +1.5  
▼400m 
真鍋 文朗  54.25   
河野  良  56.16   
▼110mH 
若山 哲志 Ⅰ 15.33 +1.3  
  Ⅱ 15.41 +0.7  
佐藤真一郎 Ⅰ 15.36 +1.3  
  Ⅱ 15.58 +0.7  
▼400mH 
寺田  悟(院)  56.36   
▼砲丸投 
竹村顕大朗  11m71   
河村 和彦  10m41   
▼円盤投 
河村 和彦  30m31   
▼三段跳 
福山 大典  13m83 +1.3  
粟村 聡資(院)  13m73 +1.1  

佐藤真一郎  12m83 +1.5  
▽100m 
滝上 伸子  14.36 +1.8  
▽200m 
滝上 伸子  30.25 +2.2  
▽3000m 
岩瀬 祥子  11.58.6   
 
東京大学陸上競技記録会東京大学陸上競技記録会東京大学陸上競技記録会東京大学陸上競技記録会(3/28(3/28(3/28(3/28    東大駒場東大駒場東大駒場東大駒場))))    
▼400mH 
桑原  昇  57.8  PB 
 
第第第第3333回北和回北和回北和回北和陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技記録会記録会記録会記録会(3/30(3/30(3/30(3/30    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
松井 延行 Ⅰ 11.25 +0.6  
  Ⅱ 11.21 -0.2  
石田 真大 Ⅰ 11.84 +0.1  
  Ⅱ 11.41 +1.1  
花谷 直人 Ⅰ 11.48 +1.6  
杉本 昌大 Ⅰ 11.58 -0.1  
▼400m 
寺田  悟  52.44   
真鍋 文朗  54.34   
▼1500m 
大崎 友数  4.25.4   
▼5000m 
大崎 友数  16.40.5   
▼400mH 
寺田  悟(院) Ⅰ 59.25   
  Ⅱ 57.24   
▼走幅跳 
杉本 昌大  6m90   
▼三段跳 
粟村 聡資(院)  13m93   
▼砲丸投 
竹村顕大朗  11m51   
▽100m 
海野 益代 Ⅰ 13.85 +0.7 CB⑫ 
  Ⅱ 13.84 +1.0 CB⑫ 
▽1500m 
中村奈都子  5.16.4  PB⑥ 
▽3000m 
山下 里絵  11.36.8   
▽走幅跳 
海野 益代  4m97 +0.4 CB③ 
 
    
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----2222    長居第長居第長居第長居第２２２２))))    
▼100m 
花谷 直人(院)  11.35 +0.7  
北垣  卓  11.62 -0.2  
佐藤真一郎(院)  12.11 -2.7  
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▼200m 
村地 優樹  23.05 -0.4  
堀江  匠  23.10 -0.4  
花谷 直人(院)  23.21 +0.2  
北垣  卓  23.29 ±0.0  
米谷 健司(院)  23.98 -1.0  
▼400m 
村地 優樹  50.16   
垣畑  陽  53.37  PB 
藤森真一郎(院)  54.91   
真鍋 文朗  54.94   
▼800m 
岡本 英也  1.55.83   
桑原  昇  1.59.81  PB 
前川 真彦  2.01.44   
▼1500m 
岡本 英也  4.07.24  PB 
磯島  弘  4.09.69   
加藤 圭祐  4.15.58  PB 
三好 達也  4.16.54   
▼5000m 
渡辺 敬宏  15.31.13  PB 
田中斉太郎  16.03.62   
加藤 圭祐  16.17.16   
木村 祐介  16.39.38  ♪ 
▼10000m 
宮木 貴志  33.38.93  PB 
相澤 泰隆(院)  33.53.03   
佐藤 章徳(院)  34.13.14   
宇部  達  35.38.50   
▼110mH 
佐藤真一郎(院)  15.28 -1.1  
▼3000mSC 
佐藤 章徳(院)  9.24.53   
山﨑 圭介(院)  9.40.50   
大崎 友数  10.09.13   
石塚 晶啓  10.23.46  PB 
▼三段跳 
福山 大典  14m09 +1.0  
北島 明文  12m46 +2.6  
▼円盤投 
垣畑  陽  29m68   
▽100m 
北川 佳奈  14.33 -0.3  
滝上 伸子  14.54 -1.8  
▽200m 
滝上 伸子  29.81 +1.4  
▽800m 
岩瀬 祥子  2.36.81   
▽1500m 
山下 里絵  5.17.10  PB 
▽走幅跳 

森村あかね  4m58 +0.5 CB⑩ 
 
第第第第1111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(4/4(4/4(4/4(4/4    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
堀江  匠  11.52 +0.5  
瀬々井巌士  11.59 -0.1  
北垣  卓  11.93 +0.5  
▼400m 
堀江  匠  51.08  CB 
▼3000m 
宮木 貴志  9.21.16   
山城  丈  9.41.53   
▼400mH 
桑原  昇  58.53   
▽100mH 
北川 佳奈  18.79 -0.6  
▽走幅跳 
北川 佳奈  4m52 -0.5  
 
第第第第43434343回全日本競歩輪島大会回全日本競歩輪島大会回全日本競歩輪島大会回全日本競歩輪島大会(4/11(4/11(4/11(4/11    輪島市内輪島市内輪島市内輪島市内))))    
▼20kmW 
杉本 明洋(院) １位 1.23.41   
 
第第第第52525252回大阪回大阪回大阪回大阪インカレインカレインカレインカレ(4/13(4/13(4/13(4/13----14141414    長居第長居第長居第長居第２２２２))))    
▼十種競技 
垣畑  陽 OP 5812点 
(11.73-6m44-10m19-1m80-53.28-16.06-24m32 
-3m40-47m12-5.02.35) 
花谷 直人 OP 5092点 
(11.36-6m08-8m49-1m60-50.27-17.59-21m74 
-2m60-33m70-4.59.93) 
浜田 良太 OP 2944点 
(12.06-5m82-8m24-1m70-57.85-NR-23m75-NR-NR-NR) 
 
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(4/25(4/25(4/25(4/25    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
米谷 健司(院)  11.16 +4.0  
石田 真大  11.42 +2.5  
堀江  匠  11.42 +2.8  
佐藤真一郎(院)  11.53 +4.0  
河野  良  12.26 +3.6  
▼200m 
堀江  匠  22.57 +2.0  
河野  良  25.66 +1.5  
▼5000m 
三好 達也  16.06.36  CB 
背戸 和寿(蒼)  16.06.92  PB 
山本  直  16.12.77  PB 
加藤 圭祐  16.21.40   
▼110mH 
佐藤真一郎(院)  15.31 +2.3  
▼400mH 
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水谷 太郎  54.52   
▼3000mSC 
山﨑 圭介(院)  9.28.96  PB⑪ 
大崎 友数  10.06.52   
山城  丈  10.44.95  PB 
▽800m 
山下 里絵  2.34.91   
岩瀬 祥子  2.41.30   
▽3000m 
中村奈都子  11.17.68  PB⑤ 
 
第第第第1111回奈良市陸上競技記録会回奈良市陸上競技記録会回奈良市陸上競技記録会回奈良市陸上競技記録会(4/25(4/25(4/25(4/25    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
松井 延行 Ⅰ 11.27 -0.3  
  Ⅱ 11.07 -4.4  
花谷 直人(院) Ⅰ 11.57 -0.3  
  Ⅱ 11.39 -4.4  
北垣  卓 Ⅰ 11.54 -0.3  
  Ⅱ 12.26 -4.4  
横矢龍之介 Ⅰ 12.36 -2.1  
  Ⅱ 12.00 +0.1 CB 
尾崎 禎亮 Ⅰ 12.04 -1.5  
  Ⅱ 12.60 -4.4  
山岸 公彦 Ⅰ 12.19 -1.5  
  Ⅱ 12.74 -4.4  
中尾 太郎 Ⅰ 12.29 -2.7 CB 
  Ⅱ 12.41 -3.1  
▼200m 
北垣  卓 Ⅰ 23.20 ±0.0 
  Ⅱ 23.10 +2.1 
藤森真一郎(院) Ⅰ 24.48 ±0.0 
  Ⅱ 24.14 +2.1 
杉本 昌大 Ⅰ 23.27 ±0.0 
真鍋 文朗 Ⅰ 24.92 ±0.0 
▼400m 
中尾 太郎  53.73  CB 
藤森真一郎(院)  53.85   
真鍋 文朗  53.99   
▼110mH 
尾崎 禎亮 Ⅰ 15.94 -0.9  
  Ⅱ 16.77 -0.7  
▼4×100mR 
松井-杉本-中尾-花谷(院)  43.58  
▼走幅跳 
杉本 昌大  6m65 +0.6  
▼三段跳 
粟村 聡資(院)  14m30 +1.0  
福山 大典  13m96 +0.1  
北島 明文  13m22 +0.7  
▽100m 
滝上 伸子 Ⅰ 14.49 ±0.0  
  Ⅱ 14.59 -1.2  

森村あかね Ⅰ 15.36 ±0.0 CB⑳ 
  Ⅱ 15.34 -1.2 CB⑳ 
▽走幅跳 
滝上 伸子  4m21 -0.8  
▽三段跳 
森村あかね  9m70 +0.1 PB④ 
 
東京都陸上競技選手権東京都陸上競技選手権東京都陸上競技選手権東京都陸上競技選手権(5/2(5/2(5/2(5/2    国立国立国立国立))))    
▼400mH 
桑原  昇 予 57.40  PB 
 
奈良県陸上競技選手権奈良県陸上競技選手権奈良県陸上競技選手権奈良県陸上競技選手権(5/3(5/3(5/3(5/3----4444    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
松井 延行 予 10.78 +2.9  
  準 10.89 ±0.0 PB⑪ 
  決 DNS   
▼400m 
中尾 太郎 予 53.22  CB 
▼走幅跳 
杉本 昌大 ９位 6m84 +2.4  
▼4×100mR 
松井-杉本-中尾-花谷(院) 予 43.16  
   ５位 42.48  
▼砲丸投 
竹村顕大朗  11m59   
▼十種競技 
花谷 直人(院) ５位 5207点 
(11.17-6m23-8m44-1m65-50.32-17.71-21m86 
-2m80-34m86-5.07.89) 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

記号の見方 
  ▼：男子種目   ▽：女子種目 
  予：予選     準：準決勝   
順位：決勝の順位  Ⅱ：２次レース 
 PB：自己新記録  CB：大学での自己新記録 
  ♪：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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