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主将挨拶主将挨拶主将挨拶主将挨拶 
    

    いよいよいよいよいよいよいよいよ今年今年今年今年もももも関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレをををを迎迎迎迎えることとなりましたえることとなりましたえることとなりましたえることとなりました。。。。    

去去去去るるるる４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日におきましてにおきましてにおきましてにおきまし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がががが行行行行われわれわれわれましたましたましたました。。。。４４４４月月月月にしてはかなりのにしてはかなりのにしてはかなりのにしてはかなりの暑暑暑暑さとなりさとなりさとなりさとなり、、、、出場出場出場出場したしたしたした選手選手選手選手

達達達達にはにはにはには厳厳厳厳しいしいしいしいコンディションコンディションコンディションコンディションとなりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。得点得点得点得点をををを奪奪奪奪うことはできなかったもののうことはできなかったもののうことはできなかったもののうことはできなかったものの、、、、各選手各選手各選手各選手ともともともとも最後最後最後最後までまでまでまで諦諦諦諦めないめないめないめない

粘粘粘粘りのりのりのりの走走走走りをりをりをりを見見見見せてくれせてくれせてくれせてくれ、、、、５５５５月月月月１９１９１９１９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一同部員一同部員一同部員一同のののの士気士気士気士気をををを向上向上向上向上させてくれさせてくれさせてくれさせてくれ

ましたましたましたました。。。。    

    開戦開戦開戦開戦まであとわずかとなりましたがまであとわずかとなりましたがまであとわずかとなりましたがまであとわずかとなりましたが、、、、出場予定出場予定出場予定出場予定のののの選手選手選手選手にはにはにはには大大大大きなきなきなきな怪我怪我怪我怪我をしているをしているをしているをしている選手選手選手選手もなくなりもなくなりもなくなりもなくなり、、、、順調順調順調順調にににに調調調調

整整整整がががが進進進進んできておりんできておりんできておりんできており、、、、試合試合試合試合がががが楽楽楽楽しみでありますしみでありますしみでありますしみであります。。。。今年今年今年今年もももも関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレ一部一部一部一部でででで戦戦戦戦うわけでありますからうわけでありますからうわけでありますからうわけでありますから厳厳厳厳しいしいしいしい戦戦戦戦いいいい

になることはになることはになることはになることは否否否否めませんめませんめませんめません。。。。しかししかししかししかし部員部員部員部員がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって一点一点一点一点でもでもでもでも多多多多くくくく得点得点得点得点をををを取取取取りりりり、、、、一部残留一部残留一部残留一部残留はもちろんのことはもちろんのことはもちろんのことはもちろんのこと、、、、少少少少

しでもしでもしでもしでも上位上位上位上位にににに食食食食いいいい込込込込んでいけるようんでいけるようんでいけるようんでいけるよう粘粘粘粘りのりのりのりの試合試合試合試合をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    大会大会大会大会はははは平日開催平日開催平日開催平日開催がががが多多多多いいいい中中中中、、、、今年今年今年今年はははは木曜木曜木曜木曜～～～～日曜日曜日曜日曜のののの長居第一競技場長居第一競技場長居第一競技場長居第一競技場でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。蒼穹会蒼穹会蒼穹会蒼穹会のののの皆様方皆様方皆様方皆様方はごはごはごはご多多多多

忙忙忙忙だとだとだとだと存存存存じますがじますがじますがじますが、、、、ぜひともぜひともぜひともぜひとも競技場競技場競技場競技場にににに足足足足をををを運運運運んでいただきんでいただきんでいただきんでいただき、、、、我我我我々々々々のののの戦戦戦戦いをいをいをいを見守見守見守見守りりりり、、、、支支支支えていただけますようどうえていただけますようどうえていただけますようどうえていただけますようどう

ぞぞぞぞ宜宜宜宜しくおしくおしくお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            松井松井松井松井    延行延行延行延行    
 

 

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 上間 翔太 (京都産業大) 1:06:39
2位 樋口 達夫 (立命館大) 1.07.51
3位 渡辺 圭一 (京都産業大) 1:08:00
4位 池田 泰仁 (立命館大) 1:08:21
5位 井川 重史 (京都産業大) 1:08:33
6位 木澤 創平 (立命館大) 1.08.49
7位 長野 正昭 (神戸大) 1.09.41
8位 堀常 純哉 (神戸大) 1.10.00
11112222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D1D1D1D1))))    1:11:471:11:471:11:471:11:47    
16161616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M1M1M1M1))))    1:13:501:13:501:13:501:13:50  
20202020位位位位    宇部宇部宇部宇部        達達達達    ((((京都大京都大京都大京都大 4444))))    1:17:031:17:031:17:031:17:03  
    
ハーフマハーフマハーフマハーフマラソンラソンラソン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 18点 
2位 立命館大 15点 
3位 神戸大 3点 

    

    
 
 

 
 
 
 男子ハーフマラソンは、初夏のような暑さの中スタ
ート。予想通り大集団でレースは進む。暑さのせいか、
集団のペースは速くはない。ところが、調子の上がら
なかった宇部は、一周目の通過を前に集団から離れて
しまう。続いて渡辺、相澤と序盤で先頭集団から姿を
消してしまう。渡辺は、暑さの中苦しみながらも、一
人でピッチをきざんでいく。相澤も、回りにいる選手
と競り合いながらレースをすすめる。宇部も苦しいレ
ース。回りの選手においていかれ、後続の選手ととも
に走る。先頭は、前評判のとおり、立命館の三選手と
京産大の三選手が別次元のスピードで突っ走っていた。
結局、京都大の三選手はそのままゴール。三人とも、
ベストではないが、暑さの中最大限のパフォーマンス
は見せてくれたのではないだろうか。ただ、上位は悪
条件下でも、しっかり走っている。精神的な強さ、身
体的タフさを身につけることが、これからの課題であ
ろう。いい経験になったレースであった。 
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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(4)(4)(4)(4)                        10101010““““89898989    
    瀬瀬瀬瀬々々々々井井井井    巌士巌士巌士巌士(4)(4)(4)(4)                        11111111““““19191919    
 
 四回生のこの二人が出場する。松井は、シーズン序
盤は出遅れた感があったが、ここへきてタイムが出て
きた。課題の後半で失速しなければいい所まで行けそ
うだ。ぜひ去年逃した決勝進出を果たしてほしい。瀬々
井は、初の関カレ出場である。持病の腰痛と戦いなが
らついに掴んだチャンスなのでぜひ頑張ってほしい。
研究室で忙しい中、自己ベストを出し、調子もよさそ
うである。ポテンシャルは高いので、更なるベストの
更新、準決勝進出を期待したい。 
 

200ｍ 

大野大野大野大野    敦史敦史敦史敦史((((２２２２))))                            22222222““““65656565        
 

二回生の大野が出場する。春先の怪我が気になるとこ
ろだが、この冬はしっかり練習をつめていて、後半も
強いのでベストの更新は十分に期待できる。レベルが
高いので純粋にタイムで判断すると上に進むのは厳し
いが、今後の対校戦につながる走りをしてほしい。 
 

400ｍ 

水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎（（（（３３３３））））                        48484848““““54545454    
藤崎藤崎藤崎藤崎        淳淳淳淳（（（（２２２２））））                        50505050““““13131313    

 
水谷はこの冬練は圧倒的な強さを見せていて、補強
にもしっかり取り組めており大幅なベストの更新
に期待がかかる。本職の400mＨのためにも、最低
47 秒台はほしい。うまくいけば決勝進出に期待が
もてる。藤崎はこの冬怪我をして、練習は十分では
ないが、去年、元エースの村地を破り、世代交代を
感じさせた実力に期待したい。好不調の波が激しい
のが気になるが、うまく調整して、ベストとなる49
秒台を出してほしい。 
 
110ｍH 

佐藤佐藤佐藤佐藤    真一郎真一郎真一郎真一郎（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ２２２２))))                        14141414““““67676767    
萩澤萩澤萩澤萩澤        佑樹佑樹佑樹佑樹（（（（２２２２））））                        15151515““““11111111    
        
 佐藤は就職活動の影響もあって、冬練を十分には積
めていないが、持ち前のハードリング技術とパワーで
今期こそは去年果たせなかった決勝進出、高得点を期
待したい。萩澤は、この冬は十種競技の練習に力を入
れていたため、走力には不安要素がたくさんあるが、

ここぞという大会では強いので、その勝負強さを期待
したい。スタートにも課題が残るが、克服できれば14
秒台も見えてくるので、しっかり走ってほしい。 
 

400mH 

水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎（（（（３３３３））））                    51515151““““65656565    
桑原桑原桑原桑原        昇昇昇昇（（（（３３３３））））                    56565656““““34343434    
 

 水谷は今期すでに二回 51 秒台で走っており、依然
好調であるが、まだまだタイムは期待できる。一台目
をスムーズに入れるかどうかが鍵となる。多種目出場
のため疲労が残っているだろうが、気負わず、リラッ
クスした走りを心がければ、蒼穹記録はもちろん、50
秒台も期待できる。桑原は、冬練はそこそこ積めてい
たが、四月は風邪の影響もあり、あまり走れていなか
ったが、ここで 55 秒台を出して今後の大会につなが
る記録を残してほしい。二人とも競技場でハードル練
習をすることができ、好記録に期待したい。 
  

                
複数種目で活躍が期待される水谷 

    

4ｘ100ｍR 

松井松井松井松井・・・・瀬瀬瀬瀬々々々々井井井井・・・・花谷花谷花谷花谷・・・・藤井藤井藤井藤井((((章章章章))))・・・・杉本杉本杉本杉本・・・・石田石田石田石田    
    
この六人がエントリーしている。誰が走るかは未定
であるが、松井、瀬々井の二人はほぼ確定だろう。こ
の四回生二人を軸に、上位四人の実力なら 41 秒台中
盤は可能である。去年失敗したバトンしだいでは更な
るタイムの更新も可能であり、予選通過ラインもその
辺りになるだろうからぜひ決勝に進出してほしい。 
 

4ｘ400ｍR 

花谷花谷花谷花谷・・・・藤井藤井藤井藤井((((章章章章))))・・・・村地村地村地村地・・・・水谷水谷水谷水谷・・・・涌井涌井涌井涌井・・・・大野大野大野大野    
 

 この六人のエントリーだが順調に行けば前の四人が
走るだろう。現最強メンバーであるのは確実だ。蒼穹
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記録の更新が決勝進出の最低条件である。全カレ標準
(3‘13“00)の突破は村地の復活が絶対条件である。去
年 0.2秒差で逃した決勝進出を是非果たし、競技最後
に行われるマイルの決勝を大いに盛り上げてほしい。 
 

女子４００ｍ 

林林林林    奈央奈央奈央奈央（（（（２２２２））））                        70707070““““33333333    
         
 二回生の林が出場する。陸上を大学から始めたのも
あって、まだまだスピード不足ではあるが、400ｍを
走りきる体力は十分あり、スピードが付けば今後が楽
しみである。試合経験も少ないので、この関西インカ
レという舞台を体験して今後につなげてほしい。農G
でもベストぐらいでは走れるので、まずは 60 秒台を
期待したい。 
 

女子１００ｍＨ  

滝上滝上滝上滝上    伸子伸子伸子伸子（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ１１１１））））                18181818““““56565656    
    
 100ｍを専門にしてきた滝上であるが、去年のシー
ズンの終わりからハードルに取り組み始めた。もとも
と高校時代はしていたみたいで、ハードルの経験は十
分である。京都インカレでは一台目を引っ掛けてバラ
ンスを崩してしまったので、一台目をしっかりとこな
し、好記録につなげてほしい。 
    

女子 4ｘ100ｍR 

森村森村森村森村、、、、河合河合河合河合、、、、横田横田横田横田、、、、林林林林、、、、滝上滝上滝上滝上、、、、岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    
 
この六人のエントリーだが、走るのはおそらく前半の
四人だろう。京都インカレでは、失格にはならなかっ
たがバトンミスをしており、バトンパスをうまくやっ
てほしい。他大学との走力の差はあるが、かみ合えば
53秒台も可能なので、ぜひ七大戦につながる走りをし
てほしい。 
 

 

～中距離～ 

800m 

前田前田前田前田    昌也昌也昌也昌也（（（（４４４４））））                    1.56.901.56.901.56.901.56.90    
岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也（（（（３３３３））））                    1.54.681.54.681.54.681.54.68    
    
前田は４月１日の記録会で自己ベストにせまる１分
５６秒９０を出すなど、調子はかなり良い。京都イン
カレでは体調を崩してしまい出場できなかったが、現
在は回復している。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ほし

い。 
岡本は冬練を終えて確実にレベルアップしている。
京都インカレでも最後の競り合いに勝ち優勝した。昨
年は準決勝で敗退してしまい悔しい思いを経験したが、
今年は是が非でも決勝に進んでほしい。 
    

1500m 

西村西村西村西村    好康好康好康好康（（（（M1M1M1M1））））                        4.08.844.08.844.08.844.08.84    
岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也（（（（３３３３））））                            3.55.123.55.123.55.123.55.12    
        
 西村は体調が決して芳しくはない。しかし、今年は
１５００ｍに絞ってのエントリーなので一つのレース
に集中できる。持ち前の勝負強さを発揮して入賞し、
得点を京大にもたらしてほしい。 
 岡本は１５００ｍでも今年は調子が良い。４月２日
の記録会で３分台に突入し、その後京都インカレでは
３分５５秒１２で６位に入賞している。京都産業大・
立命館大の壁は厚いが果敢に挑戦してほしい。 
 

今シーズン好調な岡本 
 

女子 800m 

岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    祥子祥子祥子祥子（（（（M1M1M1M1））））                    2.32.092.32.092.32.092.32.09    
 
岩瀬は京都インカレでは納得のいく走りができなか
ったが、その後しっかりと調整し、まずまずの状態に
仕上がってきている。本番では、何とか先頭集団にく
らいついて粘り自己ベストの更新を目指してほしい。 

 

 

～長距離～ 

5000m 

佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ２２２２））））                14.55.514.55.514.55.514.55.5    
高橋高橋高橋高橋    宏昌宏昌宏昌宏昌（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ１１１１））））                14.4814.4814.4814.48.09.09.09.09 
 
今期好調の佐藤はこの種目でも十分に得点を狙える。
京産、立命のかなりの猛者との争いになると思われる



 5

が、先頭に食らい付き得意のスパートで強豪たちに京
大佐藤をアピールできるような走りを期待したい。高
橋は新生活になかなか馴染めず本来の実力からすると
まだまだであるが、今まで培ってきた経験とコツで得
点を期待したい。長距離最終種目で満身創痍の中二人
の激走に期待したい。 
 

10000m 

相沢相沢相沢相沢    泰隆泰隆泰隆泰隆（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ１１１１））））                32.13.9232.13.9232.13.9232.13.92        
 
同じく今期好調の相沢は京カレ、ハーフと最近のレー
スで失敗はない。忙しい中少ない時間をうまく練習に
あて着実に実力をアップさせている。例年一万は五千
のような突っ込みを見せ、過酷なサバイバルレースと
なる。長距離第一種目でレベルもかなり高く、得点は
厳しいかもしれないが持ち味の粘り強い走りで大幅な
自己新を期待したい。 
 

3000mSC 

佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ２２２２））））                8.54.958.54.958.54.958.54.95    
山下山下山下山下    輝芳輝芳輝芳輝芳（（（（４４４４））））                    10.27.2710.27.2710.27.2710.27.27    
    
佐藤は今期、関西の佐藤から日本の佐藤へと羽ばたこ
うとしている。ベスト、勝負強さどちらをとっても今
の佐藤に勝る選手は関西にいない。見るものを引き付
けチームを流れにのせるその走りに期待せずにはいら
れない。是非ともゴール時のガッツポーズが見たいも
のである。山下は初の対校戦出場である。厳しい戦い
になると思われるがここで何かを掴み今後に生かして
ほしい。 

 
     

 

蒼穹新を出している佐藤（左） 
 

10000mW 

杉本杉本杉本杉本    明洋明洋明洋明洋 (M (M (M (M２２２２))))        41.41.2641.41.2641.41.2641.41.26    
廣江廣江廣江廣江        悠悠悠悠（（（（１１１１））））                    ＮＲＮＲＮＲＮＲ    

関カレ最初のトラック決勝種目。日本競歩界の第一人
者である杉本が強いのは言うまでもない。今期は世界
選手権もあり、それに向けて自身にもチームにも弾み
をつけてもらいたい。廣江は一回生ながら昨年のイン
ターハイチャンプである。まだ練習は充分ではないが、
現段階での最高のパフォーマンスを期待したい。出場
者が九人と少なく、大量得点を期待したい。 
 

女子 1500m 

川口川口川口川口    紗弥香紗弥香紗弥香紗弥香（（（（２２２２））））                5.13.085.13.085.13.085.13.08    
  
川口は冬場故障していてなかなか調子が上がってこな
かったが、京カレで見事ベストを出し調子も上向きで
ある。関カレは、立命・仏大と競合校が多く、川口は
自分との記録の勝負に挑むことになる。前半から川口
にとってかなりハイペースになると思われるが、持ち
前の積極的な走りで前半貯金をして、後半粘って大幅
にベストを更新してランキング上位者を一人でも多く
倒してほしい。 

 

 
～跳躍～ 

走幅跳 

杉本杉本杉本杉本    昌大昌大昌大昌大 ( ( ( (４４４４))))        7m7m7m7m16161616    
高橋高橋高橋高橋    孝治孝治孝治孝治 ( ( ( (３３３３））））        6m66m66m66m69999    
 

杉本の幅跳びは、今年は絶不調といわざるを得ない
結果しか残せていない。しかし本人はいたって楽観的
である。なぜなら、今年はスプリントの調子が良いか
らである。今年は１部といえども例年に比べてレベル
が低いので、去年のようなジャンプをすれば、今年の
スプリント力なら十分に上位を狙っていける。 
高橋にとってベスト８進出は非常に難しく、また今
年に入ってから学業のほうに忙しさが増し、十二分に
は練習はこなせていないが、去年から記録は常に自分
のベスト付近で安定しているので、大舞台の力を借り
ることが出来たならばベストは十分に狙えるだろう。 

 

走高跳 

松久松久松久松久    佳弘佳弘佳弘佳弘（（（（３３３３））））                    1111ｍｍｍｍ85858585    
 

京都インカレ前の練習から好調ぶりを見せていた松
久だが、関西インカレの１部では練習の高さがおそら
く１ｍ９０となり、この時点で高い壁を感じる。さす
が関西学生の最高峰の試合だ。 
しかし、この高レベルで、普段の試合では体感でき
ないような雰囲気の中での戦いが松久をまた一歩も二
歩も成長させることになるだろう。まずはベストを目
指すことになるが、試合の雰囲気を味方につけ、大き
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な声援の強い後押しを得ることができれば十分に可能
である。 
 

三段跳 

福山福山福山福山    大典大典大典大典 (M (M (M (M１１１１))))        11115m165m165m165m16    
横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介横矢龍之介    ((((４４４４))))        14m3914m3914m3914m39    
吉良吉良吉良吉良    佳晃佳晃佳晃佳晃（（（（２２２２））））                13131313ｍｍｍｍ98989898    
    
関西インカレ１部の高い標準記録にもかかわらず、
跳躍陣で唯一３人出場できる三段跳び。さすが京大の
お家芸、といいたいところだが、標準記録はあくまで
スタートラインでしかないというのも１部の特徴であ
る。 
昨年は不調ながら８位入賞を果たした福山。今シーズ
ンは昨年ほど良いスタートを切ってはいないが記録は
徐々に上向いている。今年に限らず常に大舞台に強い
福山なら、間違いなく得点を獲得してくるだろう。 
横矢は、まだ結果は残せていないが、誰が見てもこ
の冬一番練習がつめている選手の一人である。スプリ
ントに安定感が出てきたので、いつ大ベストが出ても
おかしくない。１４ｍ５０～７０付近に選手が固まっ
ているので、自信を持って挑めば入賞は十分に狙える。 
去年の暮れから学連員になり、非常に多忙な毎日を
過ごしている吉良。しかも故障もしているとの事で、
コンディションは決してよくない。しかし学連から夜
遅く帰ってきても、それからこつこつと練習をつんで
いる努力家でもある。まずは怪我を悪化させないこと
が一番だが、自分が整えた舞台で試合を楽しんできて
欲しい。 
 

女子走幅跳 

森森森森村村村村    あかねあかねあかねあかね（（（（３３３３））））                4m784m784m784m78    
 

最近不調が続いている森村は今年から女子部主将と
なり、今まで以上に責任を感じて練習、試合に取り組
んでいる。しかし関西インカレでは、「チームのため」
といった大それた目標ではなく、「自分のため」に自分
が持っているものをすべて発揮して、本人が常々言う
ように、５ｍ台を目指して欲しい。 
 

女子走高跳 

河合河合河合河合    春菜春菜春菜春菜（（（（２２２２））））                    1111ｍｍｍｍ45454545    
 

去年の七大戦以来不調が続いていた河合だが、京都
インカレでようやく納得できるジャンプの糸口を見つ
けた。まだまだ納得できる形には仕上がっていないが、
ハイレベルな試合展開が予想される中で、強い選手の
動きを見て、また一歩成長しベストを残してくること
を期待する。 

～投擲～ 

砲丸投 

森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介    （（（（３３３３））））            12m6412m6412m6412m64    
 
去年と同じく、竹村を押しのけての出場となった。
練習は積めており調子も悪くはないのだが、いまい
ちベストを更新できずにいる。この関西 ICでこれ
までの鬱憤を晴らし、見事自己ベスト及びベスト８
に進出し、投擲1部初得点を掴み取って欲しい。 
 

円盤投 

森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介    （（（（３３３３））））                        34343434ｍｍｍｍ66666666    
 
砲丸とは対照的に、円盤投げの方は未だに不振から抜
け出せていない状態ではある。しかし、本番までには
まだ調整する時間が十分にある。ベスト８進出は難し
いが、この大舞台でベストを出し、一矢報いて欲しい。 
 

 ハンマー投 

田中田中田中田中    聡一聡一聡一聡一（（（（３３３３））））                        39393939ｍｍｍｍ18181818    
    
冬錬をみっちり積んで、冬場ですでに40ｍを超えてい
た田中。しかし、合宿前に足首を痛め、京都 IC では
棄権を余儀なくされた。怪我を治し、調整がうまくで
きれば、大幅な自己ベストはほぼ確実に期待できる。
是非ベスト８に残り、得点をもぎ取って欲しい。 
 

やり投 

山本山本山本山本    貴之貴之貴之貴之（（（（２２２２））））                        53535353ｍｍｍｍ46464646    
 
得点とは一番遠い位置にあると思われるやり投げは、
京大やり投げのエース、山本が出場する。この試合は
負け戦である。しかし、先の京都 IC で味わった苦渋
に、本番での心地よいプレッシャー、そして部員の大
きな声援が加われば、山本の最高のパフォーマンスが
見られるだろう。負け戦が大きく覆るのも試合のおも
しろさである。 

 

～混成～ 

十種競技 

垣畑垣畑垣畑垣畑    陽陽陽陽 (5) (5) (5) (5)     6135 6135 6135 6135点点点点    
花谷直人花谷直人花谷直人花谷直人(M(M(M(M2222)  5455)  5455)  5455)  5455点点点点    
    
昨年同大会で三位の垣畑は、昨年と同じ、もしくは
それ以上の成績を目標に挑む。冬期練習によって上が
ってきたスプリント力を他の種目に活かしてもらいた
い。 
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 昨年七位の花谷は、得意とするスプリント種目で確
実に自己ベスト付近の記録することが入賞できるかど
うかの条件となるに違いない。 
 前回この二人で対校得点８点を獲得し、１部残留に
大いに貢献した十種競技。しかし、関西では 6000～
5600点の選手層が厚くなってきており、6300～6000
点の力をもっている選手も多いので、厳しい二日間に
なることは間違いないが全力を振り絞って戦ってくれ
るだろう。 
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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１１１１））））    
５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））
〈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

１３：２５ １部 ４×１００ｍＲ 予

１３：４０ 女子 １５００ｍ 予

１４：０５ ２部 １５００ｍ 予

１４：２０ １部 １５００ｍ 予

１４：４０ ２部 １００００ｍＷ 決

 １部 １００００ｍＷ 決

１５：５０ 女子 ４×４００ｍＲ 予
１６：０５ ２部 ４×４００ｍＲ 予
１６：２０ １部 ４×４００ｍＲ 予
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１３：３０ 女子 棒高跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１３：００ ２部 ハンマー投 決
１４：４５ １部 ハンマー投 決

５５５５月月月月２０２０２０２０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 
１０：５５ １部 １００ｍ 予 
１１：１５ 女子 ５０００ｍＷ 決 
１１：５０ 女子 １５００ｍ 決 
１２：００ ２部 １５００ｍ 決 
１２：１０ １部 １５００ｍ 決 
１２：２５ 女子 ４００ｍ 予 
１２：４０ ２部 ４００ｍ 予 
１３：００ １部 ４００ｍ 予 
１３：２０ 女子 １００ｍ 準 
１３：３５ ２部 １００ｍ 準 
１３：５０ １部 １００ｍ 準 
１４：０５ 女子 １００００ｍ 決 
１４：５０ ２部 １００００ｍ 決 
１５：３０ １部 １００００ｍ 準 
１６：１０ ２部 ４００ｍ 準 
１６：２０ ２部 (10)４００ｍ
１６：２５ １部 (10)４００ｍ
〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ １部 棒高跳 決
１０：００ 女子 走高跳 決

１部 (10) 走幅跳
１０：５０

２部 (10) 走幅跳
１３：００ ２部 三段跳 決

１部 (10) 走高跳
１４：１５

２部 (10) 走高跳
１５：００ 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
１１：４５ ２部 円盤投 決

１部 (10) 砲丸投
１２：３０

２部 (10) 砲丸投
１３：１５ １部 円盤投 決
１５：００ 女子 ハンマー投 決
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５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））    

〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉 
開始時刻 種別 種 目 
１０：００ ２部 (10) １１０ｍＨ 
１０：０５ １部 (10)１１０ｍＨ
１０：１５ ２部 １１０ｍＨ    予

１０：２５ １部 １１０ｍＨ    予

１０：４０ 女子 (7)１００ｍＨ
１０：５０ 女子 １００ｍＨ 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

(２組)
１２：４０ １部 ３０００ｍＳＣ 予 
１３：０５ 女子 ８００ｍ 予 
１３：３５ ２部 ８００ｍ 予 
１３：５５ １部 ８００ｍ 決
１４：２０ 女子 １００ｍＨ 決
１４：３５ ２部 １１０ｍＨ 決 
１４：４５ １部 １１０ｍＨ 決
１５：００ 女子 ２００ｍ 予
１５：１５ ２部 ２００ｍ 予
１５：３０ １部 ２００ｍ 予
１６：００ 女子 ４００ｍＨ 予
１６：２５ ２部 ４００ｍＨ 予
１６：４０ １部 ４００ｍＨ 予
１７：０５ 女子 ４×１００ｍＲ 決
１７：１５ ２部 ４×１００ｍＲ 決
１７：２５ １部 ４×１００ｍＲ 決
１７：４０ 女子 (7) ２００ｍ 
１７：５５ 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
１３：００

２部 (10) 棒高跳
１４：００ １部 走高跳 決
１４：３０ ２部 走幅跳 決
〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉 

１部 (10) 円盤投
１１：００

２部 (10) 円盤投
１２：４０ ２部 やり投 決
１３：００ １部 砲丸投  決

１４：２０ 女子 円盤投 決
１４：３０ 女子 （７）砲丸投

１部 (10) やり投
１５：４５

２部 (10) やり投

５５５５月月月月２２２２２２２２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 
１０：２０ ２部 ８００ｍ 準 
１０：３５ 女子 ２００ｍ 準 
１０：４５ ２部 ２００ｍ 準 
１０：５５ １部 ２００ｍ 準 
１１：３５ 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
１３：２０
１３：４５

女子
５０００ｍ
タイムレース

決
(２組)

１４：１０
１４：３５

２部
５０００ｍ
タイムレース

決
(２組)

１５：００ １部 ５０００ｍ 決
１５：２５ 女子 (7) ８００ｍ
１５：４０ 女子 ４×４００ｍＲ 決
１５：５０ ２部 ４×４００ｍＲ 決
１６：００ 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
１１：４５ 女子 三段跳 決
１３：３０ ２部 走高跳 決
１３：４５ １部 走幅跳 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６９６９６９６９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16161616日日日日----17171717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   11.27   +0.6   
石田 真大    予   DNF 
大野 敦史        DNS         
▼200m 
松井 延行   予    23.12  +2.4  
堀江  匠         DNS  
大野 敦史         DNS         
▼400m 
花谷 直人(院) 予 49.99 
涌井 健策    予    52.77 
堀江  匠          DNS  
▼800m 
岡本 英也 予 1.56.84   
     優勝 1.55.34   
前川 真彦 予 1.58.57   
     ８位 1.58.58  
前田 昌也         DNS  
▼1500m（タイムレース） 
岡本 英也 ６位 3.55.12  PB④ 
西村 好康(院)       4.08.84 
三好 達也      DNS   
▼5000m 
佐藤 章徳(院)  7位   15.06.73 
西村 好康(院)       15.40.87  
宮木 貴志         DNF    
▼10000m(タイムレース) 
相澤 泰隆(院) ７位 32.13.92  PB 
宇部  達         34.00.72 
吉川 浩太郎        34.19.72     ♪ 
▼110mH(タイムレース) 
佐藤真一郎(院) 4位 14.84 +0.8 
萩澤 佑樹    7位   15.31  -0.5  
白方 朗史  15.77 +0.8 CB 
▼400mH 
水谷 太郎     予 53.01   
                 ２位   52.20             
井上 智志         61.79     CB 
桑原  昇         DNS 
▼3000mSC 
佐藤 章徳(院) 優勝 9.02.19  
福原 徹彦     10.42.89 
大崎 友数         DNS 
▼4×100mR 
松居-北垣(院)-杉本-花谷(院) ４位     42.38  
▼4×400mR 
花谷(院)-水谷-涌井-大野   DNS 

 

▼走高跳 
田端 康平    ４位   1m80  
松久 佳弘 ６位 1m80   
▼棒高跳 
萩澤 佑樹    ２位   3m20      ♪ 
田端 康平    ４位   3m00 
高橋 孝治    ５位   3m00 
▼走幅跳 
高橋 孝治 ７位 6m43  -0.2 
萩澤 佑樹    ８位   6m33  +2.2 
杉本 昌大      6m16  +0.5 
▼三段跳 
福山 大典(院) ４位 14m31  ±0.0  
横矢龍之介 ５位 13m99  -1.7 
吉良 佳晃 ８位   13m88  +0.5 
▼砲丸投 
森川 陽介 ６位 12m39   
竹村顕大朗(院)  11m04   
萩澤 佑樹         11m01   
▼円盤投 
森川 陽介 ８位 32.56   
吉崎 敬祐         29.43 
垣畑  陽         25.20 
▼ハンマー投 
木村 克也 ６位 37.95      PB 
松田  俊 ８位 32.71 
田中 聡一      DNS 
▼やり投 
山本 貴之    ８位   51.01 
松田  俊  50.14  
野々垣 春戸陽       49.62 
 
女子対校の部 
▽800m 
岩瀬 祥子(院) ８位 2.40.31   
▽1500m 
川口 紗弥香   決    5.13.08     CB 
中村 有里     決    5.26.93 
▽100mH(タイムレース) 
滝上 伸子(院) ７位   18.56  -2.0 
▽4×100mR 
森村-河合-横田-林  5位    56.09   
▽走幅跳 
森村あかね ８位 4.71 +1.2  
▽走高跳 
河合 春奈    ５位   1m45  
 
男子オープンの部 
▼100m 
藤井 章輔(院)       11.05  +2.3  
花谷 直人(院)  11.25 +2.3 
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北垣  卓(院)       11.30  +2.3 
杉本 昌大         11.51  -1.2 
瀬々井 巌士       11.56  -2.1 
米谷 健司(院)       11.69  －1.2 
▼200m 
藤井 章輔(院)       22.65  ＋2.5 
高瀬 雄一郎        22.56  ＋2.2 
▼400m 
村地 優樹(院)       50.38 
▼5000m 
高橋 宏昌(院)       16.13.99 
山本  直         16.14.08 
田中斉太郎(院)      16.51.27   
▼10000m 
背戸 和寿(蒼)       33.45.77     PB 
福山 拓郎         34.26.91     ♪ 
田中斉太郎(院)       34.41.02 
藤澤 直樹         35.39.50     ♪ 
山下 輝芳         35.47.55     ♪ 
加藤 圭祐         37.52.12 
▼3000ｍSC 
光安  裕         11.00.63     ♪ 
▼三段跳 
北島 明文  12ｍ48  －1.1 
 
 
総合成績 
▼男子の部対校戦成績 
１位 京都産業大学       240点 
２位 立命館大学    170点  
３位 京都大学   89点  
 
▽女子の部対校戦成績 
１位 立命館大学     110点 
２位 龍谷大学      101点 
３位 京都教育大学      86点 
７位 京都大学       12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    

((((2002002002004444年年年年12121212月月月月11111111日日日日～～～～2002002002005555年年年年5555月月月月4444日日日日))))    
 
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(12/1(12/1(12/1(12/11111    姫路姫路姫路姫路)))) 
▼10000m 
渡辺 敬宏         31.44.53     PB⑮ 
    
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(12/11(12/11(12/11(12/11    西京極西京極西京極西京極))))    
▼5000m 
佐藤 章徳(院)       14.55.5 
山﨑 圭介(院)       15.33.4 
岡本 英也         15.40.7      PB  
宇部  達         15.49.2 
吉川浩太郎         15.49.7      PB 
加藤 圭祐         15.51.7      PB 
木村 祐介         15.51.9      PB 
山本  直         16.00.5      PB 
大崎 友数         16.15.7        
背戸 和寿(蒼)       16.33.0 
福山 拓郎         16.37.6      CB 
山下 輝芳         16.46.8 
福原 徹彦         16.52.1 
木村 善則         16.58.0      PB 
前川 真彦         17.02.7 
西田  尊         17.09.4 
山田 修裕         17.19.7 
北野 佑樹         17.38.3      PB 
▽3000m 
中村 有里         11.29.2 
 
加古川加古川加古川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))))    
▼１０ｋｍ    
山城  丈  35.55  PB① 
 
第第第第1111回北和記録会回北和記録会回北和記録会回北和記録会(12/23(12/23(12/23(12/23    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
大野 淳史    Ⅰ    11.56  ＋1.1 
         Ⅱ    11.31  ＋3.5 
松田  俊    Ⅰ    12.02  ＋0.8 
         Ⅱ    11.88  ＋1.5 
吉良 佳晃    Ⅰ    12.07  ＋0.6  CB  
▼200m 
大野 淳史         23.11  ＋1.5 
吉良 佳晃         24.20  ＋1.5 
▼400m 
大野 淳史         53.01 
▼800m 
加藤 圭祐    Ⅰ    2.06.7      CB 
     Ⅱ    2.08.1 
▼5000m 
前田 昌也         16.25.5      CB 
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田中 裕介         16.36.1 
石塚 晶啓         16.59.6 
▼4×１００ｍR 
野々垣-高橋直-山本貴-松田  48.50 
▼走幅跳 
山本 貴之         5m45   +2.3 
高橋 直大         5m04   +1.9  
▼三段跳 
福山 大典  13m17   +2.0 
松田  俊         12m73   +1.5  PB 
野々垣春戸陽        11m85   +0.5  PB   
▼やり投 
山本 貴之         53m10 
野々垣春戸陽        48m65 
松田  俊  46m74   
▽100m 
滝上 伸子 Ⅰ    14.70 +0.2  
  Ⅱ 14.49 +2.2  
▽200m 
滝上 伸子  30.08  +1.7   
▽100mH 
滝上 伸子    Ⅰ 18.77  +1.7   CB⑦ 
         Ⅱ    18.80  +1.3 
 
第第第第88888888回日本選手権回日本選手権回日本選手権回日本選手権(1/30(1/30(1/30(1/30    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(院) ２位 1.22.21 
 
第第第第4444回学連記回学連記回学連記回学連記録会録会録会録会(2/10(2/10(2/10(2/10    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 
渡辺 敬宏         1.08.48     PB⑥ 
宇部  達         1.09.57     PB⑪ 
相澤 泰隆(院)  1.11.11  
 
第第第第６０６０６０６０回回回回びわびわびわびわ湖毎日湖毎日湖毎日湖毎日マラソンマラソンマラソンマラソン(3/6(3/6(3/6(3/6皇子山発着皇子山発着皇子山発着皇子山発着))))    
渡辺 敬宏         2.33.58     ♪⑤ 
 
第第第第1111２２２２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/(3/(3/(3/13131313    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         1.10.07 
相澤 泰隆(院)       1.10.13     PB⑭ 
佐藤 章徳(院)       1.10.23     PB⑮ 
山崎 圭介(院)       1.12.57      
山城  丈         1.16.43      ♪          
    
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(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    11.49  -0.7 
         Ⅱ    11.39  +1.1 
花谷 直人(院)  Ⅰ    11.50  -0.7 
         Ⅱ    11.16  +2.2 
大野 敦史    Ⅰ    11.57  -0.7 

北垣  卓    Ⅰ    11.78  -0.7 
         Ⅱ    11.76  ±0.0 
佐藤真一郎(院)  Ⅰ    11.91  ±0.0 
         Ⅱ    11.75  +1.4 
横矢龍之介    Ⅰ    12.14  +0.6 
▼200m 
大野 敦史    Ⅰ    23.05  +0.2 
石田 真大    Ⅰ    23.07  +0.2 
▼400m 
前田 昌也         50.73      PB 
花谷 直人(院)       51.52 
石田 真大         54.49      ♪ 
▼800m 
前田 昌也    Ⅰ    1.59.8 
         Ⅱ    1.58.9 
▼1500m 
粟村 聡資(院)       4.41.2 
▼110mH 
佐藤真一郎(院)  Ⅰ    15.49  +0.5 
         Ⅱ    15.62  -1.1 
▼砲丸投 
森川 陽介         12m60 
萩澤 佑樹         10m62 
▼円盤投 
松田  俊         32m24      PB 
萩澤 佑樹         27m64 
▼やり投 
萩澤 佑樹         49m41      ♪ 
松田  俊         46m80  
    
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(3/2(3/2(3/2(3/26666    姫路姫路姫路姫路))))    
▼3000m 
山城  丈        9.50.91 
▼5000m 
相澤 泰隆(院)      15.30.08     PB 
▼10000m 
宮木 貴志        34.04.07  
 
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(3/31(3/31(3/31(3/31    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池)))) 
▼100m 
杉本 昌大    Ⅰ    11.36  +2.2 
         Ⅱ    11.50  +0.6  
松井 延行 Ⅰ 11.59    ±0.0  
  Ⅱ 11.49  +0.6 
北垣  卓    Ⅰ    12.02 ±0.0 
         Ⅱ    12.07  -0.1 
▼110mH 
萩澤 佑樹    Ⅰ    16.30  -3.１ 
         Ⅱ    15.87  +1.4  
▼三段跳 
粟村 聡資(院)  13m9１  -0.3 
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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 
石田 真大         11.48  +0.9 
北垣  卓(院)  11.74  +1.1  
▼200m 
山田  裕         24.09  -0.3   ♪ 
中尾 太郎         24.10  -0.5 
吉良 佳晃         24.24  -0.2 
▼400m 
水谷 太郎         48.92 
花谷 直人(院)       50.48 
前田 昌也         50.75 
村地 優樹(院)  51.04 
大野 敦史         51.85      CB 
山田  裕         55.23      ♪ 
西山 佳孝         59.06      ♪ 
▼800m 
岡本 英也  1.55.26 
前田 昌也         1.56.90   
前川 真彦  1.59.63 
水井 研吾         2.10.11   
▼1500m 
岡本 英也  3.58.09     PB⑬  
佐藤 章徳(院)       3.59.73     PB⑳ 
加藤 圭祐  4.13.75  PB 
吉川 浩太郎        4.16.53     CB 
山下 輝芳         4.20.78 
宮木 貴志         4.26.76 
▼5000m 
渡辺 敬宏(院)  15.48.27 
宇部  達         15.52.93 
宮木 貴志         15.57.85 
背戸 和寿（蒼）      16.16.82 
福山 拓郎         16.19.96     CB 
吉川 浩太郎        16.21.22 
山本  直         16.35.96 
田中斉太郎(院)  16.56.02                 
藤澤 直樹         16.58.90    ♪  
福原 徹彦         17.38.15 
▼400mH 
水谷 太郎         51.95 
桑原  昇      57.76 
▼3000mSC 
佐藤 章徳(院)       9.24.09 
相澤 泰隆(院)       10.00.02    PB  
山下 輝芳         10.27.27    PB 
山城  丈         10.48.08 
福原 徹彦         10.54.74   
▼三段跳 
福山 大典(院)  13m07  +1.3  
北島 明文  NR 
吉良 佳輝      NR  

▼砲丸投 
森川 陽介         12m10 
▽800m 
岩瀬 祥子(院)  2.43.82   
▽1500m 
川口 紗弥香        5.18.27 
▽走幅跳 
森村あかね  4m59 -0.1  
 
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(4/9(4/9(4/9(4/9    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
瀬々井巌士  11.36  +1.3   CB 
佐藤真一郎(院)      11.59  +1.3 
中尾 太郎         11.88  +0.1 
高瀬雄一郎         11.97  +0.1 
▼400m 
藤井 章輔(院)       50.10       CB 
北垣  卓(院)       52.18       CB 
涌井 健策         52.45 
藤森真一郎         53.59 
▼5000m 
背戸 和寿（蒼）     16.04.75       PB 
山城  丈     17.08.72   
▼110mH 
佐藤真一郎(院)       15.30  -1.3 
▼ハンマー投  
木村 克也         37m06 
    
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(4/24(4/24(4/24(4/24    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m 
水谷 太郎         11.29  +0.8   PB 
佐藤真一郎(院)  11.66 +0.8 
松田  俊         12.10  +0.8  
▼800m 
水井 研吾         2.11.01 
▼5000m 
吉川 浩太郎        15.59.99 
山本  直         16.25.33 
藤澤 直樹         16.27.17     PB 
背戸 和寿(蒼)  16.49.90 
山下 輝芳         16.53.23 
▼110mH 
佐藤真一郎(院)  15.25 -0.1  
▼400mH 
水谷 太郎  51.71 
桑原  昇         59.23   
▼3000mSC 
山下 輝芳         10.24.56     PB 
山城  丈  10.33.05 
光安  裕         10.53.72     CB 
▼やり投 
山本 貴之         47m57 
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松田  俊         46m31 
▽1500m 
川口 紗弥香        5.16.57 
▽3000m 
中村 有里         11.39.91 
▽100mH 
滝上 伸子         18.75 
    
第第第第２２２２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((((4/244/244/244/24    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    
▼100m 
瀬々井 巌士   Ⅰ    11.45  ±0.0 
         Ⅱ    11.19  +1.5   PB  
白方 朗史    Ⅰ    11.51  ±0.0 
         Ⅱ    11.30  +1.5   CB 
松井 延行    Ⅰ    11.60  -3.0 
         Ⅱ    11.16  +1.5 
花谷 直人（院） Ⅰ    11.70  -3.0 
         Ⅱ    11.21  +2.5 
北垣  卓（院） Ⅰ    11.87  -3.0 
         Ⅱ    11.33  +2.5  
金村 進介    Ⅰ    12.00  -1.7       
▼200m 
杉本 昌大         22.73  +3.2 
七野 雅史         23.32  +1.7   CB 
北垣  卓（院）  23.37  -0.3 
金村 進介         23.56  +3.2 
中尾 太郎         23.96  +0.3 
藤森真一郎(院)  24.18  +0.3 
▼400m 
藤森真一郎(院)  53.01   
▼4×100mR 
松井-杉本-中尾-花谷(院) 43.82   
▼三段跳 
福山 大典(院)  13m96 +0.4  
▼やり投  
浜田 良太(院)       40m01 
▽800m 
岩瀬 祥子(院)       5.26.5      PB 
    
第第第第５３５３５３５３回兵庫回兵庫回兵庫回兵庫リレーカーニバルリレーカーニバルリレーカーニバルリレーカーニバル（（（（4/244/244/244/24    神戸神戸神戸神戸ユニバユニバユニバユニバ））））    
▼3000mSC 
佐藤 章徳(院)  7位   8.54.95      PB 
                                                                                    蒼穹新蒼穹新蒼穹新蒼穹新    
    
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 11.21 +0.1  
  準 11.12 +0.2  
▼110mＨ 

▼4×100mR 
松井-杉本-花谷(院)-萩沢 予 43.01  
   決   42.78  
▼十種競技 
花谷 直人（院）      5213 
(11.32-5m98-8m54-1m70-50.61-18.15-21m70- 

3m00-35m52-4.59.55） 
 
垣畑  陽         DNF 
(11.64-6m50-10m59-1m87-53.53-16.29-29m36- 

3m60-39m50-×） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

萩澤 佑樹    予    15.44  +0.5 
▼走幅跳 
杉本 昌大    決 6m30 -0.6 

 

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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