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主将挨拶主将挨拶主将挨拶主将挨拶    

 

来たる１０月２日、西京極陸上競技場にて東京大学・京都大学対校陸上競技大会が開催

されます。８月の七大戦優勝はもう遠い過去の話であり、部員一同、大勝の余韻に浸るこ

となく淡々と、そして気を引き締めて日々の練習に励んでいます。 

さて、今シーズンの初め、関西インカレ・七大戦・東大戦という主要な対校戦を戦って

いくにあたり、部として各々の試合で目標を定めました。関西インカレで一部に残り、七

大戦で優勝を果たした我々には、あと一つ、東大戦勝利という目標があります。東大は、

チームとしての実力を見るに、決して侮ることができない相手です。部員一人一人が得点

のため、勝利のために全力を尽くします。 

蒼穹会の皆様の東大戦に対する思いは大変強いものがあり、去年の敵地での大応援団は

我々に大きな追い風となりました。今年も皆様に喜んでいただけるよう全力を尽くします

ので、是非競技場まで足をお運びになり、選手の勇姿にご声援ください。どうぞよろしく

お願いします。 

 

    

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    

 

 

監督挨拶監督挨拶監督挨拶監督挨拶    

 

今シーズンの大会は、ほとんどの大会でいい成績を残してきているので、この東大戦も

しっかりと気を引き締め、勝利を収めたいと思います。 

 今大会は京都での開催ということもあり、蒼穹会の皆様にも多数応援に駆けつけていた

だき、現役部員を激励していただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 

    

京都大学陸上競技部監督京都大学陸上競技部監督京都大学陸上競技部監督京都大学陸上競技部監督            八木八木八木八木    美典美典美典美典    
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東大戦東大戦東大戦東大戦日程日程日程日程 
２００３２００３２００３２００３年年年年１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日((((土土土土))))    西京極競技場西京極競技場西京極競技場西京極競技場    

 

１０：００ 開会式 

☆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 
 

 
１４：３０    三段跳／やり投 

１５：３０ 閉会式 
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東大戦東大戦東大戦東大戦展望展望展望展望 

１００m 

北垣北垣北垣北垣        卓卓卓卓 (4) (4) (4) (4)        11.1611.1611.1611.16    
藤井藤井藤井藤井    章輔章輔章輔章輔 (4) (4) (4) (4)        11.1611.1611.1611.16    
松井松井松井松井    延行延行延行延行 ( ( ( (3333))))        11110000....89898989    
松井は次期主将として勢いをもたらすべく優勝

を狙う。記録の上では東大の米田が頭一つ抜けて
いるが、彼は先日の七大戦の直後に体調を崩して
入院していたという情報があり、回復の具合によ
っては十分に勝機がある。 
四回生で最後の東大戦になる北垣と藤井は、ベ

ストの走りをして同じ四回生で敵将の式場を破っ
てチームの士気を高めたいところである。 

 

２００m 

藤井藤井藤井藤井    章輔章輔章輔章輔 (4) (4) (4) (4)        22.1122.1122.1122.11    
堀江堀江堀江堀江        匠匠匠匠 (3) (3) (3) (3)        22.22.22.22.42424242    
松井松井松井松井    延行延行延行延行 ( ( ( (3333))))        22.22.22.22.31313131    
優勝争いはシーズン前半の潰瘍や怪我から復調

した藤井と東大の米田の一騎打ちになると思われ
る。記録の上では米田がリードしているが、藤井
の安定した走りがランキングをひっくり返す可能
性は十二分にある。 
次期短距離チーフの堀江と次期主将の松井の三

回生コンビは東大の式場に勝って高得点をマーク
しておきたいところである。 

 

４００m 

村地村地村地村地    優樹優樹優樹優樹 (4) (4) (4) (4)        44449999....44446666    
堀江堀江堀江堀江        匠匠匠匠 ( ( ( (3333))))        51515151....05050505    
水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎 (2) (2) (2) (2)        48.5448.5448.5448.54    
スコンクを十分に狙える種目である。東大にこ

れといった対抗馬がいないため、昨年同様村地と
水谷がワンツーフィニッシュを決める可能性が高
いと思われる。   
堀江は東大の伊勢田とのデッドヒートになると

思われる。記録の上では伊勢田が 50 秒台後半と
少し上であるが、堀江はマイルリレーの一走のラ
ップタイムで 50 秒台前半を出しており、勝機は
十分にある。 

 

８００m 

磯島磯島磯島磯島        弘弘弘弘 (4 (4 (4 (4))))        1.51.51.51.56666....92929292    
前川前川前川前川    真彦真彦真彦真彦 (2 (2 (2 (2))))        1.51.51.51.55555....55555555    
岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也 (2 (2 (2 (2))))        1.51.51.51.55.465.465.465.46    

800ｍは全体として京大にやや分があるか。し
かし、混戦は必至であり、当日のコンディション
しだいであろう。磯島は左腰に違和感があり、最
近の調子はいまいちだが、最後の対校戦だけにし
っかり走りたいところ。当日のレースは一本だけ
であり、集中して臨みたい。 
岡本は好調を維持しており、最近練習では

1200m 緩急走や 150m で立て続けにベストを出

し、先日の試合では 400ｍで 51秒 72の自己ベス
トを記録するなどのりにのっている。今回は優勝
候補筆頭である。 
 前川は今シーズン調子がいまひとつ上がってい
なかったが、先日 400ｍHのレースに出場して 55
秒 85 の自己ベストを出し、殻を破ったのではな
かろうか。この調子で好レースを期待したい。 

 

１５００m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (4) (4) (4) (4)        4444....04040404....74747474    
三好三好三好三好    達也達也達也達也 (3) (3) (3) (3)        4.4.4.4.07070707....22220000    
岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也 (2) (2) (2) (2)        4.01.04.01.04.01.04.01.04444    

1500mは、東大に新井・松本の 3分台コンビが
おり、これに京大勢がいかに立ち向かうかがポイ
ント。西村は最低でも関西学生駅伝には調子を合
わそうと順調に調整を進めてきたが、東大戦を目
前にして練習でもかなりいい走りを見せるように
なった。激戦になるだろうが、ここは西村の武器
である猛烈なラストスパートで是非、優勝を飾っ
てほしい。東大戦序盤のレースなだけに、長距離
エースの勇姿に京大勢も勢いづくであろう。 
中距離パートチーフの三好は、最近 1500ｍにお

いてベストと変わらないタイムを連発させている。
練習でも距離を踏み、タフさが増している。3 分
台をうかがえるタイムを出す力も十分持っている
ので、京大の 2人や新井・松本と終盤まで争うレ
ースを期待したい。 
 岡本は 1500m のレース経験もまだ少ないが、
現在好調を維持しており、実力が現在のベストを
上回っているのは間違いない。レース展開が速け
れば 3分台突入は確実であろう。農Ｇでのインタ
ーバルや長い距離の練習が特に良い内容なので、
なおさらである。勢いを見るに、優勝も十分あり
える。西村とワン・ツーを飾ってほしい。 
    

５０００m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康 (4) (4) (4) (4)        14141414....32.7032.7032.7032.70    
渡辺渡辺渡辺渡辺    敬宏敬宏敬宏敬宏 (4) (4) (4) (4)        15.15.15.15.22220.960.960.960.96    
宇部宇部宇部宇部        達達達達 (3 (3 (3 (3))))        15.15.15.15.50.550.550.550.5    
西村、渡辺、宇部の三名が出場。西村は九月に
入ってから本格的に練習を再開したものの調子が
上がらず、苦しんでいる。悪くても２位は確保し
ておきたいところである。 
渡辺は院試後に体調を崩したようだが、順調に
回復しているようで、七大戦でマークした自己ベ
スト更新も十分期待できる。 
宇部は順調に練習が積めており、安定感も抜群
である。大幅にベストを更新して上位に食い込ん
でくる可能性は十分にある。 

 

１１０mH 

尾崎尾崎尾崎尾崎    禎亮禎亮禎亮禎亮 (4) (4) (4) (4)        15.15.15.15.43434343    
垣畑垣畑垣畑垣畑        陽陽陽陽 (4) (4) (4) (4)        11115555.37.37.37.37    
萩澤萩澤萩澤萩澤    佑樹佑樹佑樹佑樹 (1) (1) (1) (1)        15.1315.1315.1315.13    
ルーキーの萩澤と東大の田中が優勝争いをする
と思われる。田中は先日手動ながら 14"8 を出し
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ており、記録の上で少しリードしているが、七大
戦で見せた萩澤の勝負強さが発揮されればこちら
に分があると思われる。 
尾崎と垣畑の四回生組もともに七大でベストを

出すなど勝負強いので、田中に迫り、食って上位
に入りたいところである。 

 

４００mH 

桑原桑原桑原桑原        昇昇昇昇 (2 (2 (2 (2))))        56.3456.3456.3456.34    
前川前川前川前川    真真真真彦彦彦彦 (2 (2 (2 (2))))        55556666....20202020    
水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎 (2) (2) (2) (2)        51.9451.9451.9451.94    
現段階で東大勢に 60 秒を切る選手が一人もお
らず、今大会もっともスコンクの可能性の高い種
目であると思われる。 
水谷は最近好調であり、大会記録（52"4）の更
新も十分可能であると思われる。 
前川も先日ベストを更新しており好調ぶりがう

かがえる。 
桑原もしっかり練習が積めており、死角は無い。 
 

４×１００mR 

北垣北垣北垣北垣        卓卓卓卓 (4 (4 (4 (4))))            
藤井藤井藤井藤井    章輔章輔章輔章輔 (4) (4) (4) (4)            
杉本杉本杉本杉本    昌大昌大昌大昌大 ( ( ( (3333))))            
堀江堀江堀江堀江        匠匠匠匠 (3) (3) (3) (3)            
松井松井松井松井    延行延行延行延行 (3) (3) (3) (3)            
石田石田石田石田    真大真大真大真大 (2) (2) (2) (2)            
大野大野大野大野    淳史淳史淳史淳史 (1) (1) (1) (1)            
七大戦優勝のメンバーの北垣、藤井、松井に加

え、ルーキーの大野の四人で臨むと思われる。松
井を軸にした穴の無いチームで、バトンがうまく
渡れば 41 秒台前半か中盤の記録が期待できる。
東大の今季ベスト記録が 41"50なので、この記録
を抜いて優勝したいところである。 
 

４×４００mR 

藤井藤井藤井藤井    章輔章輔章輔章輔 ( ( ( (4444))))            
村地村地村地村地    優樹優樹優樹優樹 (4 (4 (4 (4))))            
堀江堀江堀江堀江        匠匠匠匠 (3) (3) (3) (3)            
水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎 ( ( ( (2222))))            
涌井涌井涌井涌井    健策健策健策健策 (2) (2) (2) (2)            
大野大野大野大野    淳史淳史淳史淳史 (1) (1) (1) (1)            
藤崎藤崎藤崎藤崎        淳淳淳淳 (1) (1) (1) (1)            
七大戦優勝のメンバーそのまま（藤井、村地、

堀江、水谷）で臨むと思われる。各人の 400Mの
持ちタイムやマイルリレーの経験を考えると、優
勝できる可能性はかなり高い。東大戦を締めくく
るべく磐石の態勢でこの種目三連覇を狙う。 

 
 
 
 
 

走高跳 

横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介 ( ( ( (3333))))        1111mmmm85858585    
松久松久松久松久    佳弘佳弘佳弘佳弘 (2) (2) (2) (2)        1m1m1m1m85858585    
田端田端田端田端    康平康平康平康平 (1) (1) (1) (1)        1m801m801m801m80    
横矢は最近高跳びは不調であるが190を跳んで

３位確保を目指してほしい。 
松久も練習不足は否めない感があるがとりあえ
ず 185を確実に越えるパフォーマンスを見せてほ
しいところ。 
新人田端はまずは高校ベストを出せばランキン
グを覆すことも可能だろう。 
この種目は持ち記録で不利であるので、３～５
位の確保、または２位を奪うことができれば跳躍
総合での勝ち越しにつながるだろう。 

 

棒高跳 

平野平野平野平野        聖聖聖聖 (4) (4) (4) (4)        3m93m93m93m90000    
垣畑垣畑垣畑垣畑        陽陽陽陽 (4 (4 (4 (4))))        3m93m93m93m90000    
浜田浜田浜田浜田    良太良太良太良太 (4 (4 (4 (4))))        3m43m43m43m40000    
大量得点を狙う棒高跳びには以上の３名が出場。 
平野は練習で４ｍを越えており、好調ぶりがう
かがえる。 
垣畑はこのところだいぶ不調でありますが、な
んとか頑張ってくれるだろう。 
浜田は院試のブランクがあるようだが、彼が東
大の１番手を抑えることができればスコンクも見
えてくるので、ベスト更新に期待。 

 

走幅跳 

杉本杉本杉本杉本    昌大昌大昌大昌大 (3) (3) (3) (3)        7777mmmm11116666    
高橋高橋高橋高橋    孝治孝治孝治孝治 ( ( ( (2222))))        6666mmmm67676767    
萩萩萩萩澤澤澤澤    佑樹佑樹佑樹佑樹 (1) (1) (1) (1)        6m6m6m6m54545454    
高い自己ベストを持つ東大の１、２番手に唯一
対抗できる力を持つ杉本だが、練習不足を感じて
いる模様。とはいえ実力者なので本番にはきっち
り調整してくれるだろう。 
同志社戦でベストを更新した高橋は踏切技術が
改善されたらしく、今の調子でランキングを覆し
てもらいたい。 
一回生萩澤にも勢いがあり、東大の３番手を越
える可能性は十分にある。 

 

三段跳 

福山福山福山福山    大典大典大典大典 (4) (4) (4) (4)        11115555mmmm16161616    
横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介 (3) (3) (3) (3)        11114444mmmm33339999    
北島北島北島北島    明文明文明文明文 (2) (2) (2) (2)        13m13m13m13m82828282    
七大戦では東大の藤田が棄権したことによりこ
の種目は大量得点であったが、今回は恐らく福山
対藤田の対決となるだろう。 
この二人の調子次第では最近波に乗る横矢が食
い込んでくる可能性もある。 
そして伸び盛りの北島が東大の２番手を抑える
ことができればかなり大量得点が見込めるだろう。 
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砲丸投 

竹村顕大朗竹村顕大朗竹村顕大朗竹村顕大朗 (4) (4) (4) (4)        12m2212m2212m2212m22    
垣畑垣畑垣畑垣畑        陽陽陽陽 (4) (4) (4) (4)        記録記録記録記録なしなしなしなし    
森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介 (2 (2 (2 (2))))        12m6412m6412m6412m64    
萩澤萩澤萩澤萩澤    佑樹佑樹佑樹佑樹 (1) (1) (1) (1)        10m10m10m10m24242424    
田端田端田端田端    康平康平康平康平 (1) (1) (1) (1)        記録記録記録記録なしなしなしなし    
砲丸投げは現時点で正選手として決定している

のは、竹村、森川の専門二人のみであり、残りの
枠一つは未だ決定していない。だが、東大の戦力
を考えるに専門二人で１位２位を独占するのは確
実であり、京大３番手も誰が選ばれてもその頑張
り次第によっては十分に３位を狙える状態である。
よって、砲丸はその順位よりもいかに記録を伸ば
せるかが焦点である。 

円盤投 

垣畑垣畑垣畑垣畑        陽陽陽陽 (4) (4) (4) (4)        記録記録記録記録なしなしなしなし    
松田松田松田松田        俊俊俊俊 (3 (3 (3 (3))))        記録記録記録記録なしなしなしなし    
吉﨑吉﨑吉﨑吉﨑    敬祐敬祐敬祐敬祐 (2) (2) (2) (2)        31313131m99m99m99m99    
田中田中田中田中    聡一聡一聡一聡一 (2) (2) (2) (2)        30m730m730m730m75555    
森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介 (2 (2 (2 (2))))        32323232mmmm88888888    
今回、円盤投げは３つの正選手枠が全て未決定

である。候補に挙がっている５人の選手は全員ほ
ぼ同じ記録を出せるだけの実力があるため、選考
会でどのような結果になるかは全く分からない。
また、この東大戦において最も苦戦が予想される
のもこの種目である。 
ただ、誰が出ることになっても、２位３位は確

実に取れるだけのメンバーになることは間違いな
いであろう。 

 

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))))        33337777mmmm12121212    
松田松田松田松田        俊俊俊俊 (3) (3) (3) (3)        29m3729m3729m3729m37    
田中田中田中田中    聡一聡一聡一聡一 (2) (2) (2) (2)        38m3538m3538m3538m35    
ハンマー投げは今回は専門選手２人＋松田とい

うメンバーにて出場することとなった。 
田中は夏休み中地道にこつこつと練習を重ねた

成果か大分調子が良いようでベストが期待できる。 
また、現在自己ベストで田中に負けている木村

も実家での休養を経て先輩としての実力を発揮し
てくれることであろう。  
松田はハンマー投げの試合経験がまだ浅いもの

の、夏休みの特訓によりめきめきと実力を伸ばし
ている。 
この種目は東大は実力のある選手がいないため、

滅多なことがない限り勝ち越しは確実であり、１
～３位独占も十分に考えられるであろう。 

 

やり投 

松田松田松田松田        俊俊俊俊 (3 (3 (3 (3))))        50m2950m2950m2950m29    
野野野野々々々々垣春戸陽垣春戸陽垣春戸陽垣春戸陽(1)(1)(1)(1)        55552222mmmm28282828    
山本山本山本山本    貴之貴之貴之貴之 (1) (1) (1) (1)        55553333mmmm43434343    

部内での競争著しい槍投げは勿論専門選手３人
での出場である。 
山本、野々垣はともに夏休み中独自のメニュー
にて練習していたようでその実力は未知数である。 
また、松田は他の投擲種目の練習をこなしつつ
槍もきちんと練習していたので十分に期待してよ
いであろう。 
この種目は東大勢で脅威となる選手がいないた
め、本人達がその実力を遺憾なく発揮させれば、
まず間違いなく１～３位独占は硬い。 
 

女子１００m 

滝上滝上滝上滝上    伸子伸子伸子伸子 (4 (4 (4 (4))))        14.0714.0714.0714.07    
海野海野海野海野    益代益代益代益代 (2 (2 (2 (2))))        13.8413.8413.8413.84    
この種目は東大が強く、京大の高得点はなかな
か難しいと思われる。 
四回生の滝上は最後の東大戦で生涯ベストの更
新を狙う。 
二回生の海野は次期女子主将としての好スター
トを切るべくベストを狙いにいく。両者とも東大
勢に少しでも食らいついてベスト更新を果たして
もらいたいところである。 
 

女子４００m 

林林林林        奈央奈央奈央奈央 (1 (1 (1 (1))))        記録記録記録記録なしなしなしなし    
横田横田横田横田    裕子裕子裕子裕子 (1 (1 (1 (1))))        記録記録記録記録なしなしなしなし    
この種目も東大が 60 秒を切る選手を二枚持っ
てきており、高得点はかなり厳しいと思われる。 
一回生の林はジャンプパートからの参戦である。
ここで好記録をマークしてマルチアスリートとし
てのいいスタートを切りたいところである。 
同じく一回生の横田は中距離パートであり、こ
のレースでスピード面の強化を狙う。 

 

女子８００m 

岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    祥子祥子祥子祥子 (4 (4 (4 (4))))        2.32.32.32.32.092.092.092.09                
川口紗弥香川口紗弥香川口紗弥香川口紗弥香 (1 (1 (1 (1))))        2.40.972.40.972.40.972.40.97    
女子 800mには、先日の七大戦と同じく上記の
２名が出場する。 
レースの方は、東大の一番手が飛び抜けている
ものの、２位以下は展開次第、ということになる
と思われる。岩瀬・川口ともにスタミナ練習を積
んでおり、前半のスピードにさえ対応できれば、
後半粘ることができるであろう。苦戦が強いられ
る女子トラックの部で、自己記録の更新とともに、
東大の１・２フィニッシュに「待った」をかける
レースを期待したい。 

 

女子３０００m 

中村奈都子中村奈都子中村奈都子中村奈都子 (4) (4) (4) (4)        11.17.6811.17.6811.17.6811.17.68    
山下山下山下山下    里絵里絵里絵里絵 (4) (4) (4) (4)        11.06.4911.06.4911.06.4911.06.49    
山下、中村(奈)の二名が出場。山下は七大で自
己ベストをマークしておりその更新に期待がかか
る。 



 7

中村は院試のため練習が出来ていなかったがだ
いぶ戻ってきたようである。ともに最後の東大戦
になるので悔いのないように戦ってもらいたい。
そして、翌週の関西学生女子駅伝に向けていい流
れを作りたいところである。 

 

女子４×１００mR 

滝上滝上滝上滝上    伸子伸子伸子伸子 (4 (4 (4 (4))))    
海野海野海野海野    益代益代益代益代 ( ( ( (2222))))    
森村森村森村森村あかねあかねあかねあかね (2 (2 (2 (2))))    
河合河合河合河合    春菜春菜春菜春菜 (1) (1) (1) (1)    
林林林林        奈央奈央奈央奈央 (1) (1) (1) (1)    
横田横田横田横田    裕子裕子裕子裕子 (1) (1) (1) (1)    
おそらく滝上、海野、森村、河合のオーダーで

臨むと思われる。走順は未定である。この種目も
東大が強く、優勝はかなり厳しいと思われる。滝
上のラスト対校戦と海野の女子主将としてのスタ
ートを記念すべくシーズンベストを更新したいと
ころである。 

 

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))))        5m215m215m215m21    
森村森村森村森村あかねあかねあかねあかね (2 (2 (2 (2))))        4m734m734m734m73    
七大戦で１、３位をとった種目ではぜひ１、２

位独占をねらってもらいたい。 
海野は最近あまり練習がつめていないが、疲れ

がとれたのか調子がよさそうである。多種目出場
ながらベストを尽くしてほしい。 
森村も多種目出場だが、そろそろ本業のベスト

をだしてくれることだろう。 
 

女子砲丸投 

森村森村森村森村あかねあかねあかねあかね (2 (2 (2 (2))))        6m6m6m6m33337777    
河合河合河合河合    春菜春菜春菜春菜 (1) (1) (1) (1)        記録記録記録記録なしなしなしなし    
女子砲丸投げは七大に引き続きエントリーの森

村と、砲丸初挑戦の河合で挑む。森村は七大での 
試合経験を経たことで試合の流れをつかみ、前

回を上回る記録を出してくれることであろう。 
河合は初挑戦ながらも意欲は森村に劣らず旺盛

であり、高記録が期待できる。 
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第第第第４２４２４２４２回近畿地区国回近畿地区国回近畿地区国回近畿地区国立大学体育大会立大学体育大会立大学体育大会立大学体育大会陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 
                            （（（（8/38/38/38/3    紀三井寺公園陸上競技場紀三井寺公園陸上競技場紀三井寺公園陸上競技場紀三井寺公園陸上競技場））））    

    
男子男子男子男子総合成績総合成績総合成績総合成績    

     １１１１位位位位    京都大京都大京都大京都大    １８１８１８１８３３３３．．．．５５５５点点点点    ((((ＴＴＴＴ９１９１９１９１点点点点    ＦＦＦＦ９２９２９２９２．．．．５５５５点点点点))))    
        ２位 大阪教育大 １３８点 (Ｔ６９点 Ｆ６９点) 
３位 大阪大      ９３点 (Ｔ６９点 Ｆ２４点) 

    
女子総合成績女子総合成績女子総合成績女子総合成績    

  １位 京都教育大   ９３点(Ｔ４３点 Ｆ５０点) 
２位 神戸大    ７８点(Ｔ５５点 Ｆ２３点) 
 ３位 大阪教育大  ７４点(Ｔ４３点 Ｆ３１点) 
    ８８８８位位位位    京都大京都大京都大京都大                    ８８８８点点点点((((ＴＴＴＴ    ５５５５点点点点    ＦＦＦＦ    ３３３３点点点点))))    

▼100m 
松井 延行 １位 11.00 -1.1 

(予) 11.11 -0.8 
大野 淳史 ７位 11.34 -1.1 

(予) 11.21 -0.1 CB 
米谷 健司 (予) 11.41 -1.0 
▼200m 
堀江  匠 ４位 23.64 -2.3 
      (予) 23.86 +0.3 
杉本 昌大 ５位 23.91 -2.3 
      (予) 23.10 -2.3 
石田 真大 (予) 23.43 -1.5 
▼800m 
磯島  弘 ３位 1.58.18 
      (予) 2.01.58 
桑原  昇 (予) 2.06.92 
葭中  聡 (予) 2.08.09     CB 
▼1500m 
岡本 英也 ２位 4.08.79 
      (予) 4.24.78 
加藤 圭祐 ５位 4.19.11 
      (予) 4.22.47 
木村 善則 ９位 4.27.04     PB 
      (予) 4.27.24     PB 
▼5000m 
宇部  達 ４位 16.23.87 
山本  直 ６位 16.45.26 
吉川浩太郎 11位 17.32.38 
▼110mH 
佐藤真一郎 １位 15.24 -2.4 
      (予) 15.49 -0.1 
萩澤 佑樹 ２位 15.40 -2.4 
      (予) 15.30 -0.1 
白方 朗史 ７位 16.23 -2.4 

(予) 16.15 -0.1 
▼400mH 
水谷 太郎 １位 53.18 
      (予) 53.23 
井上 智志 ７位 63.37       PB 
      (予) 63.38   PB 
白方 明史 （予） 66.47 
▼3000mSC 
大崎 友数 ３位 9.58.14 
石塚 晶啓 ８位 10.21.54  PB 
福原 徹彦 10位 10.36.14 
▼スウェーデンリレー 
[大野－松井－堀江－水谷]  ４位 1.59.84  
[松井－堀江－花谷－水谷] (予) 2.02.70 

▼走高跳 
田端 康平 ２位 1m80  CB 
松久 佳弘 ５位 1m75 
▼棒高跳 
平野  聖 １位 3m90  PB 
垣畑  陽 ３位 3m80 
佐藤真一郎 ５位  3m60 
▼走幅跳 
杉本 昌大 ２位 6m75 +0.3 
高橋 孝治 ６位 6m51 +0.6  
高瀬雄一郎 6m13 -0.6  CB 
▼三段跳 
横矢龍之介 ２位 14m28 -0.8 
北島 明文 ４位 13m73 -2.4 
吉良 佳晃 ６位 13m51 -1.1 
▼砲丸投 
森川 陽介 ４位 12m46 
竹村顕太郎 ５位 12m00 
萩澤 佑樹 ８位 10m24  CB 
▼円盤投 
垣畑  陽 ５位 31m01 
田中 聡一 ６位 30m75 
吉﨑 敬祐 ８位 29m97 
▼ハンマー投 
田中 聡一 ４位 38m35  PB 
八木 美典 ５位 35m38 
木村 克也 ６位 35m21 
▼やり投 
野々垣春戸陽４位 50m79 
松田  俊 ６位 50m20 
▽女子100m 
森村あかね (予) 14.86 +0.5 
▽女子800m 
岩瀬 祥子 ６位 2.39.57 

 (予) 2.38.36 
横田 裕子 (予) 2.52.96 
▽女子1500m 
山下 里絵 ６位 5.05.77  PB 
川口紗弥香 ７位 5.17.20  CB 
中村 有里 16位 5.33.39   
▽女子走幅跳 
森村あかね ６位 4m68 +1.1 
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第第第第７４７４７４７４回同志社大学回同志社大学回同志社大学回同志社大学・・・・京都大学対校京都大学対校京都大学対校京都大学対校陸上競技大会陸上競技大会陸上競技大会陸上競技大会 
(8/2(8/2(8/2(8/21111    山城総合運動公園山城総合運動公園山城総合運動公園山城総合運動公園))))    

    
総合成績総合成績総合成績総合成績    

１位 同志社大 ５９点(Ｔ３４点 Ｆ２５点) 
２２２２位位位位    京都大京都大京都大京都大        ４５４５４５４５点点点点((((ＴＴＴＴ２２２２２２２２点点点点    ＦＦＦＦ２３２３２３２３点点点点))))    

▼100m(+0.1) 
松井 延行 ２位 11.05 
石田 真大 ４位 11.34 
大野 淳史 ５位 11.39 
▼200m(+0.7) 
松井 延行 ４位 22.61 
堀江  匠 ５位 22.85 
石田 真大 ６位 23.10 
▼400m 
水谷 太郎 ３位 49.29 
藤崎  淳 ５位 51.09  CB 
涌井 健策 ６位 51.44 
▼800m 
岡本 英也 １位 1.56.38 
磯島  弘 ３位 1.58.60 
前川 達彦 ５位 2.03.39 
▼1500m 
岡本 英也 １位 4.10.02 
三好 達也 ２位 4.11.45 
西村 義康 ３位 4.12.57 
▼5000m 
西村 好康 １位 15.59.63 
宇部  達 ３位 16.02.47 
石塚 晶啓 ５位 16.28.25 
▼110mH(-0.8) 
垣畑  陽 ４位 16.13 
▼400mH 
水谷 太郎 １位 写判機故障のため不明  
前川 達彦 ５位 不明 
桑原  昇 ６位 不明 
▼4×100mR 
[松井－堀江－石田－大野] 
      ２位 42.31 
▼4×400mR 
[水谷－堀江－藤崎－涌井] 
      ２位 3.20.55 
▼走高跳 
横矢龍之介 ３位 1m80 
松久 佳弘 ４位 1m75 
田端 康平 ４位 1m75 
▼棒高跳 
平野  聖 ２位 4m00 
垣畑  陽 ３位 3m80 
田端 康平 NR 
▼走幅跳 
杉本 昌大 ２位 6m73(-0.5) 
高橋 孝治 ３位 6m67(+1.2) PB 
高瀬雄一郎 ６位 6m17(+0.8) CB 
▼三段跳 
横矢龍之介 ２位 14m25(+0.4) 
北島 明文 ３位 13m82(+0.4) PB 
福山 大典 ６位 13m05(+0.8) 
▼砲丸投 
竹村顕大朗 ２位 12m17 
森川 陽介 ３位 12m09 
田中 聡一 ６位 9m96 
▼円盤投 
森川 陽介 １位 32m88  PB 
吉﨑 敬祐 ３位 30m11 

北島 明文 ４位 28m80 
▼ハンマー投 
木村 克也 １位 36m61 
田中 聡一 ２位 35m55 
松田  俊 ６位 29m37  PB 
▼やり投 
野々垣春戸陽３位 50m70 
垣畑  陽 ５位 44m90 
 
 
▼オープン100m 
米谷 健司 11.49 -0.7   
佐藤真一郎 11.65 -0.7 
藤森真一郎 11.89 +1.1 
萩澤 佑樹 12.23 +1.1 
▼オープン200m 
寺田  悟 23.56 -1.4 
藤森真一郎 24.66 -1.4 
吉良 佳晃 24.52 -1.1 
井上 智志 24.83 -1.1 
▼オープン400m 
寺田  悟 51.08 
藤森真一郎 52.76 
西村 広展 56.13 
井上 智志 56.25 
▼オープン800m 
背戸 和寿 2.08.82 
水井 研吾 2.11.68 
▼オープン1500m 
大崎 友数 4.20.04  PB 
加藤 圭祐 4.24.28   
吉川浩太郎 4.24.77  CB 
山本  直 4.29.00  PB 
山城  丈 4.30.97 
福原 徹彦 4.40.64 
▼オープン5000m 
山下 輝芳 16.41.47 
高木 健次 17.13.26  CB 
福原 徹彦 17.20.41 
内田  翔 17.21.47 
佐藤真一郎  23.06.39  PB 
▼オープン110mH 
佐藤真一郎  15.50 
▼オープン走幅跳 
福山 大典 6m11(風不明) 
森   一 不明 
▼オープン三段跳 
高橋 孝治 12.31(+0.8)  
粟村 聡資 NR 
▼オープン円盤投 
松田  俊 29m02 
佐藤真一郎 21m25 
▼オープンハンマー投 
吉崎 敬祐 27m27 
佐藤真一郎 20m84 
▽オープン女子1500m 
山下 里絵  5.13.03   
川口紗弥香  5.19.19   
中村 有里  5.34.39   
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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 
((((８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日～～～～９９９９月月月月１１１１２２２２日日日日))))    

 
奈良市記録会奈良市記録会奈良市記録会奈良市記録会(8/2(8/2(8/2(8/27777    鴻池鴻池鴻池鴻池))))    
▼100m 
北垣  卓 Ⅰ 11.29    +0.7 
北垣  卓 Ⅱ 10.40  -0.9 
平野  聖 12.08   +1.2 
▼200m 
涌井 健策 23.40 +1.4 
▼棒高跳 
平野  聖 3m90 
▼やり投 
真鍋 文朗 27m65 
▽女子100m 
滝上 伸子 Ⅰ 14.60 不明 
滝上 伸子 Ⅱ 14.57 -1.0 
▽女子800m 
横田 裕子  2.45.9  PB 
 
第第第第５５５５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(8/28(8/28(8/28(8/28    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
米谷 健司 Ⅰ 11.25 +1.0 PB 
米谷 健司 Ⅱ 11.43 -0.5 
堀江  匠 Ⅰ  11.43 +1.3 
堀江  匠 Ⅱ 11.28 +1.4 CB 
井上 智志 12.16 +0.2 
河野  良 12.63 -0.5 
▼400m 
涌井 健策 52.14 
真鍋 文朗 53.38 
西村 広展 55.47 
▼5000m 
福原 徹彦 17.11.81 
▼三段跳 
高瀬雄一郎 12m55 +0.5 PB 
▼ハンマー投 
木村 克也 37m61  PB 
▽女子100m 
海野 益代 14.03 -0.5 
北川 佳奈 14.20 -1.7 
滝上 伸子 14.79 -0.5 
▽800ｍ 
山下 里絵 2.33.90  PB 
    
第第第第72727272回近畿陸上競技選手権大会回近畿陸上競技選手権大会回近畿陸上競技選手権大会回近畿陸上競技選手権大会(8/28(8/28(8/28(8/28.29.29.29.29    皇子山皇子山皇子山皇子山))))    
▼400m 
村地 優樹  50.14 
▼800m 
前川 達彦  1.58.92 
磯島  弘  1.58.93 
▼110mH 
佐藤真一郎  15.27 不明 
▼3000mSC 
佐藤 章徳 ３位 9.10.35 
▼5000mW 
杉本 明洋 １位 20.31.97 
▼4×100mR 
[石田－大野－北垣－山岸]     43.66 
▼ 4×400mR 
[藤崎－堀江－藤井章－水谷] (予) 3.20.93  
[藤崎－堀江－藤井章－水谷] ５位 3.18.69  
▼棒高跳 
佐藤真一郎  NR 
▼十種競技 
垣畑  陽  6003点 

 
第第第第３３３３回学連記録会回学連記録会回学連記録会回学連記録会(9/5 (9/5 (9/5 (9/5 長居第長居第長居第長居第２２２２))))    
▼100m 
大野 淳史 11.17 +1.9 CB 
▼400m 
前川 達彦 52.62 
葭中  聡 52.84 
河野  良 59.04 
▼800m 
三好 達也 2.02.93 
葭中  聡 2.07.52  CB 
▼1500m 
山崎 圭介 4.08.98  PB 
山下 輝芳 4.15.69  PB 
▼5000m 
宇部  達 15.56.66 
加藤 圭祐 16.17.80 
田中斉太郎 16.19.32 
山下 輝芳 16.28.25  
木村 裕介 16.38.39  PB 
福原 徹彦 16.44.75 
▼400mH 
前川 達彦 55.85  PB 
▼3000mSC 
福原 徹彦  10.36.39 
▼三段跳 
粟村 聡資 13m64 +0.1 
▽女子100m 
滝上 伸子 14.66 0.0 
▽女子200m 
滝上 伸子 30.56 +0.4 
▽女子三段跳 
森村あかね 9m78 -0.8 
 
第第第第６６６６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(9/4(9/4(9/4(9/4    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
大野 淳史 11.22 +1.1 
北垣  卓 11.33 +0.5 
石田 真大 11.34 +0.5 
▼200m  
大野 淳史 22.78 0.0 
寺田  悟 22.13 +0.4 
北垣  卓 22.17 +0.4 
▼400mH 
寺田  悟 54.23  PB 
▽女子100m 
北川 佳奈 14.27 -0.9 
▽女子100mH 
北川 佳奈 18.18 -2.1 
 
第第第第５６５６５６５６回西日本回西日本回西日本回西日本インカレインカレインカレインカレ(9/10(9/10(9/10(9/10----12121212    岡山岡山岡山岡山))))    
▼200m 
北垣  卓 (予) 23.51  -3.4 
▼400m 
村地 優樹 (予) 50.38 
磯島  弘 (予) 54.13 
▼800m 
岡本 英也 (予) 1.56.63 
岡本 英也 (準) 1.57.62 
▼5000m 
渡辺 敬宏 15.34.05 
▼10000m 
田中斉太郎 34.27.54 
▼110mH 
萩澤 佑樹 (予) 15.70 -1.2 
▼3000mSC 
山崎 圭介 15位 9.47.91 
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▼4×100mR 
[瀬々井－堀江－村地－米谷] (予) 42.98 
▼4×400mR 
[堀江－村地－磯島－米谷] (予) 3.27.71 
▼5000mW 
杉本 明洋 １位 43.51.86 
▼三段跳 
粟村 聡資 14m23 +0.5 

福山 大典 14m01 +2.0 
 
 
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 
PB：自己新記録 
CB：大学における自己新記録 
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