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主将挨拶主将挨拶主将挨拶主将挨拶 
    

今年今年今年今年もいよいよもいよいよもいよいよもいよいよ関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレがががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。    

4444 月月月月 28282828 日日日日にににに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部部部部がががが行行行行われわれわれわれ、、、、京大京大京大京大からもからもからもからも 3333 名名名名のののの選手選手選手選手がががが出出出出場場場場しましたしましたしましたしました。。。。ポイントポイントポイントポイントこそこそこそこそ奪奪奪奪えなかっえなかっえなかっえなかっ

たもののたもののたもののたものの、、、、1111 部部部部のののの強豪強豪強豪強豪たちをたちをたちをたちを相手相手相手相手にににに前半前半前半前半からからからから積極的積極的積極的積極的なななな走走走走りをみせりをみせりをみせりをみせ、、、、京大全体京大全体京大全体京大全体にににに勢勢勢勢いをいをいをいを与与与与えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました。。。。    

トラックトラックトラックトラックのののの部部部部もももも目前目前目前目前にににに迫迫迫迫りりりり、、、、選手一同練習選手一同練習選手一同練習選手一同練習にもにもにもにも力力力力がががが入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。今年今年今年今年はははは各大学各大学各大学各大学のののの力力力力がががが拮抗拮抗拮抗拮抗しておりしておりしておりしており、、、、1111 部部部部

のののの残留争残留争残留争残留争いもいもいもいも激激激激しいものになるとしいものになるとしいものになるとしいものになると予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。京大京大京大京大にもにもにもにも力力力力のあるのあるのあるのある選手選手選手選手はははは多多多多いもののいもののいもののいものの、、、、相手相手相手相手はははは関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレ 1111

部部部部のののの強豪校強豪校強豪校強豪校のののの選手達選手達選手達選手達でありでありでありであり気気気気をををを抜抜抜抜くことはくことはくことはくことは許許許許されませんされませんされませんされません。。。。選手選手選手選手だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく応援応援応援応援・・・・サポートサポートサポートサポートもももも含含含含めめめめ、、、、部員一同部員一同部員一同部員一同、、、、一一一一

丸丸丸丸となってとなってとなってとなって関西関西関西関西インカレインカレインカレインカレにににに臨臨臨臨みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今年今年今年今年はははは、、、、5555 月月月月14141414 日日日日((((日日日日))))、、、、18181818 日日日日((((木木木木))))、、、、19191919 日日日日((((金金金金))))、、、、20202020 日日日日((((土土土土))))というこれまでとはというこれまでとはというこれまでとはというこれまでとは違違違違ったったったった日程日程日程日程でででで競技競技競技競技がががが行行行行われますわれますわれますわれます。。。。

おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ではあるとではあるとではあるとではあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、蒼穹会員蒼穹会員蒼穹会員蒼穹会員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にはにはにはには是非是非是非是非ともともともとも長居第二競技場長居第二競技場長居第二競技場長居第二競技場にににに足足足足をををを運運運運んでんでんでんで頂頂頂頂きたくきたくきたくきたく思思思思

いますいますいますいます。。。。部員一同部員一同部員一同部員一同、、、、力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて戦戦戦戦いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご声援声援声援声援のほどをよろしくおのほどをよろしくおのほどをよろしくおのほどをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

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            岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也    
 
 
 

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 森田 知行 立命館大 4 1:08:21
2位 渡辺 圭一 京都産業大 3 1:08:28
3位 植月 孝行  関西学院大 4 1:08:36
4位 野々口範一 龍谷大 4 1:08:38
5位 長井 健輔 大阪体育大 4 1:08:38
6位 平尾 光晃 立命館大 4 1:08:58
7位 山本 健司 近畿大 3 1:08:58
8位 桑野 敏至 大阪体育大 4 1:09:17
14141414 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D1D1D1D1    1:10:571:10:571:10:571:10:57  
18181818 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    1:12:061:12:061:12:061:12:06  
21212121 位位位位    二見二見二見二見    隆亮隆亮隆亮隆亮    京都大京都大京都大京都大 4444    1:13:231:13:231:13:231:13:23  
    
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 立命館大 11点

2位 京都産業大 7点

3位 関西学院大 6点

4位 龍谷大 5点

4位 大阪体育大 5点

6位 近畿大 2点

    

 
 
 
 
 
 
例年よりは暑くないが、やはり冬場の大会とは異質
のコンディション。京大からは院生３人が出場した。
暑さと、選手の顔ぶれなどによりスローなレースが予
想された。競技場を出たところで相澤、宇部が集団か
ら抜け出す格好。大きく集団から飛び出した。一方、
二見は集団に控える。集団はかなりのスローペース。 
序盤にあった 30秒近い差は詰まるものの 13km付近
まで二人は一部のトップを守る。しかしここまでゆっ
たりとしたペースでレースを進めていた有力選手の集
まる第二集団がペースアップ。先頭の二人は一気に逆
転され、二見も集団から大きく離される。そこから宇
部、相澤とも粘るが惜しくも得点には至らず。二見は
体が重いのか精彩を欠いてしまった。今年は駅伝上位
校があまり崩れず、後ろの集団のスピードにやられた
が、堂々としたレースだった。得点を意識した勝負の
レースを見せてくれたと思う。 
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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展望展望展望展望 
～短距離～ 

100ｍ 

石田石田石田石田    真大真大真大真大（（（（４４４４））））                        10.9610.9610.9610.96    
 

石田は先日の京都インカレで念願の 10 秒台を出し
た。が、１部で勝負するには10秒7台が必要であり、
厳しい戦いになると思うが少しでも上を目指して頑張
ってほしい。 
 

200ｍ 

石田石田石田石田    真大真大真大真大（（（（４４４４））））                        21.9821.9821.9821.98    
 

200m もやはりレベルが高く、21 秒 8 台で準決、7
台が決勝進出のラインになると思われる。前半から積
極的に責める走りをして、少しでも上位陣にくらいつ
いていって欲しい。 
 

400ｍ 

藤崎藤崎藤崎藤崎        淳淳淳淳（（（（３３３３））））                        50.1350.1350.1350.13    
藤崎は京カレ後は少し調子を落としていたが、最近
はきちんと走れているので、決勝進出は厳しいが、水
谷・白方に少しでも迫る記録を出して今後につながる
走りを期待したい。 
 

110ｍH 

水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎（（（（４４４４））））                        14.9914.9914.9914.99    
萩澤萩澤萩澤萩澤    佑樹佑樹佑樹佑樹（（（（３３３３））））                        14.9514.9514.9514.95    
    
水谷は京都インカレが久しぶりのレースだったにも
かかわらず 14 秒台を出した。まだまだ伸びる余地が
大いにあるので、今回も記録を伸ばしてきてくれる事
だろう。萩澤は昨シーズンよりも記録が上の方で安定
しており、先日の記録会では14秒台を出した。10種
との兼ね合いもあるが、ここはきちんと結果を残して
くれるだろう。2 人そろって偉大な佐藤真一郎先輩の
記録に少しでも迫って欲しい。 
    

400mH 

桑原桑原桑原桑原        昇昇昇昇（（（（４４４４））））                        56.1956.1956.1956.19    
白方白方白方白方    朗史朗史朗史朗史（（（（４４４４））））                        52.9652.9652.9652.96    
水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎（（（（４４４４））））                        51.3251.3251.3251.32    
 
昨年2位の水谷には優勝を狙って欲しい。京カレで
は2台目で引っ掛けてしまい思い通りのレースができ
ずに悔しい思いをしたと思うので、その思いをここで

思いきりぶつけて欲しい。白方は水谷との直接対決に
は全て勝利している。今回も、水谷をかわして優勝と
いうシーンを見てみたいものだ。桑原は決勝進出は難
しいが、何とか調子を取り戻して自己ベストに迫る走
りをして今後の対校戦の3番手の位置をキープして欲
しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多種目での活躍が期待される水谷(中央) 
 

4ｘ100ｍR 

杉本杉本杉本杉本・・・・松井松井松井松井・・・・石田石田石田石田・・・・白方白方白方白方・・・・大野大野大野大野・・・・七野七野七野七野    
 

オーダーは現時点では決まっていないが、松井がど
れくらいで走れるかと、4 人目のタイムがどれくらい
になるかが大きなポイントになるだろう。バトンがう
まくつながって勝負になるかどうかと言う厳しい状況
ではあるが、何とか決勝目指して去年の記録を上回っ
て欲しい。 
 

4ｘ400ｍR 

岡本岡本岡本岡本・・・・白方白方白方白方・・・・水谷水谷水谷水谷・・・・高瀬高瀬高瀬高瀬・・・・藤崎藤崎藤崎藤崎・・・・葭中葭中葭中葭中    
 

オーダーは未定だが水谷、白方、藤崎、高瀬の4人
が走る事になると思われる。昨年はエース水谷が体調
不良の中でレースにのぞむ事になり蒼穹新ながらも決
勝進出を逃すという悔しい結果となったが、今年はメ
ンバー的には昨年を上回っている。進出の為には4人
全員がきちんと走れないと厳しいので、コンディショ
ンを合わせて 3分 12秒台を狙って欲しい。メンバー
全員が学部生なので七大戦・東大戦につながる走りを
期待したい。 
 

女子４００ｍ 

林林林林        奈央奈央奈央奈央（（（（３３３３））））                        67.0767.0767.0767.07    
 
林は冬練をきっちりこなしてきた。京カレではあま
り結果が振るわなかったが、そろそろスピードが上が
ってくる頃だと思うので、対校戦のいい雰囲気に乗っ
て自己ベストを更新して欲しい。 
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女子 4ｘ100ｍR 

森村森村森村森村・・・・河合河合河合河合・・・・林林林林・・・・横田横田横田横田・・・・片山片山片山片山・・・・早瀬早瀬早瀬早瀬    
 

河合－早瀬－森村－林のオーダーで出場の予定。1
走の河合はスタートが良くなってきており、持ちタイ
ム以上の走りは期待できるはずだ。2 走の早瀬は先日
12秒84というベストを0秒4も更新して蒼穹新を叩
き出した。3 走の森村は幅跳びはあまり調子が良くな
いようだが、走るほうは去年よりも力がついてきてい
ると思われる。4 走の林も冬練をこなして力をつけて
きている。4人がきちんと仕事をすれば52秒台ぐらい
は記録が出ると思うので頑張って欲しい。 
 

～中距離～ 

800m 

岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也（（（（４４４４））））                    1.51.711.51.711.51.711.51.71    
水谷水谷水谷水谷    太郎太郎太郎太郎（（（（４４４４））））                    1111....52525252....75757575    
前川前川前川前川    真彦真彦真彦真彦（（（（４４４４））））                    1.57.301.57.301.57.301.57.30    
    
岡本は今季すでに2回、1分52秒台で走っている。
関西インカレだけあって上位陣はレベルが拮抗してお
り激しい争いが予想されるが、勝負強い走りで、表彰
台を狙いたい。 
前川は長い間不調が続いていたが、京都インカレで
は粘り強い走りを見せ、見事6位に入賞した。関西イ
ンカレではハイペースのレースが予想されるので、1
回生の時以来の自己ベスト更新が狙える。 
水谷は種目の兼合い上、出場するかは現段階では決
まっていないが、もし出場するとなれば上位入賞する
力は十分持っている。 

800m での得点が京大の一部残留を左右すると思わ
れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京カレで6位入賞を果たした前川(左奥)と 

今大会上位入賞の期待がかかる岡本(右) 

1500m 

佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ1111））））                            3.53.223.53.223.53.223.53.22    
山下山下山下山下    輝芳輝芳輝芳輝芳（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ1111））））                         4.13.49 4.13.49 4.13.49 4.13.49    
岡本岡本岡本岡本    英也英也英也英也（（（（４４４４））））                            3.55.083.55.083.55.083.55.08    
 
佐藤は相変わらず研究活動が忙しく、その合間をぬ
っての練習が続いている。そのためスピードに多少の
不安があるが、そこはベテラン佐藤であるのでしっか
り合わせてくるだろう。 
山下は春先から積極的にレースに出場し、関西イン
カレの選手枠を勝ち取った。シーズン明けから徐々に
タイムも上がってきているので、レベルの高い関西イ
ンカレでは自己ベストの更新が十分に狙える。 
岡本は京都インカレで3分55秒53で走っており調
子はまずまずである。レベルの高い関西インカレでは
そろそろ壁となっている 3分 55秒を破り、自己記録
の更新をしてもらいたい。 
京産大、立命大が去年ほどの力を持っていないため、
入賞争いが激化することが予想される。得点も十分に
狙える。 
 

女子 800m 

横田横田横田横田    裕子裕子裕子裕子（（（（３３３３））））                    2.39.552.39.552.39.552.39.55    
 
長い距離の練習にも参加できるようになり、冬場にし
っかり安定した練習をこなしてきた横田。その成果か
京都インカレでは自己記録を更新。さらに4月末の記
録会でもさらに 2分 38秒 2と記録を更新し、その日
の 2本目のレースも関西インカレの申請記録 2分 39
秒55を上回る2分39秒１で揃えた。関西インカレで
は更なる記録の更新が期待される。 
    
    

～長距離～ 

5000m 

木村木村木村木村    祐介祐介祐介祐介（（（（４４４４））））                    15.41.615.41.615.41.615.41.6    
 
京都インカレでは前が崩れて、結果的に入賞ライン
は下がったが、関西インカレではやはり 15 分前後の
タイムが必要になるだろう。ゆえに前走よりも厳しい
レースになるだろうが、縦長になるであろう集団ので
きるだけ前で粘っていってほしいと思う。まわりが崩
れたときペースを維持できていれば上位に行けるだろ
う。調子はいいと思うので積極的なレースを期待した
い。 
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10000m 

宇部宇部宇部宇部        達達達達（（（（M1M1M1M1））））                31.48.6731.48.6731.48.6731.48.67    
    
この種目、京都インカレで自己ベストを更新したが、
それ以上にさまざまな展開に対応できるのが強みであ
ろう。おそらくハーフと違い集団はハイペースが予想
される。前半は上位集団でレースを進めてくれるだろ
う。あとは後半どれだけレースを作れるかが鍵だと思
われる。トラックは一種目に絞っての出場なので、ハ
ーフ同様に好走が期待できる。    
 

3000mSC 

佐藤佐藤佐藤佐藤    章徳章徳章徳章徳（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ1111））））                    8.54.338.54.338.54.338.54.33    
近藤近藤近藤近藤    学宏学宏学宏学宏（（（（２２２２））））                    9.26.909.26.909.26.909.26.90    
下條下條下條下條        亘亘亘亘（（（（２２２２））））                    10.39.3910.39.3910.39.3910.39.39    
    
佐藤は京カレ、兵庫リレーカーニバルとあまり調子
がよくなかったようだ。障害がうまくいかないとのこ
とである。しかし毎年関西インカレまでにきっちり修
正して記録を残してきているのでやはり二連覇の可能
性は大きい。相手も強く、8 分台の決着が予想され、
本人の言うとおり｢自己ベストを狙いにいく｣という強
気な走りでがんばってもらいたい。 
近藤・下條とも怪我明けの今シーズンとなる。どう
やらタイムレース1組目のようで、展開は読めないが、
タイムレース故、まわりも速くなるだろう。積極的に
前で勝負して、少しでも順位を上げてもらいたい。 
    

10000mW 

田中田中田中田中    裕介裕介裕介裕介（（（（４４４４））））                    59.19.1959.19.1959.19.1959.19.19    
廣江廣江廣江廣江        悠悠悠悠（（（（２２２２））））                    44.16.9844.16.9844.16.9844.16.98    
    
前回入学早々のこの大会で優勝した廣江だが、もち
ろん昨年より状態はいい。10000mという距離のレー
スも大学でこなしていて心配はいらない。昨年とメン
バーも変わっているため正確なことはいえないが、実
力はずば抜けていると思われる。あとは失格しないこ
とと記録への挑戦になる。記録・得点共に大いに期待
できる。田中は２年前にも参加した。今回も参加人数
は少なく周りの実力次第では得点も可能だろう。 
    

女子 1500m 

中村中村中村中村    有里有里有里有里（（（（３３３３））））                    5.17.725.17.725.17.725.17.72    
    
中村は今季一発目の京都インカレでは5分22秒47
とまずまずの記録でシーズンインした。課題であった
短い距離に対応するため、冬場にも短距離練習に積極
的に混じってきた。それでもまだスピード面では若干

の不安があるが、持ち前の粘り強さを武器にいいレー
スをしてくれるだろう。初の関西インカレの舞台で自
己記録の更新を狙って欲しい。 
    

～跳躍～ 

走幅跳 

杉本杉本杉本杉本    昌大昌大昌大昌大（（（（M1M1M1M1））））                     7m07 7m07 7m07 7m07    
高橋高橋高橋高橋    孝治孝治孝治孝治（（（（４４４４））））                        6m596m596m596m59    
    
杉本はここしばらくケガに悩まされており厳しい戦
いになりそうだ。治りきらずに京都インカレには出場
することが出来なかったが、彼はここぞというときに
やってくれる男である。この大舞台、関カレにはコン
ディションを調整して果敢にベスト8を狙いにいって
くれるだろう。 
高橋にとっては関カレのベスト 8 はかなり厳しい。
しかし、京カレでベスト近くを出し、昨年の不調から
は上向きになってきている。関カレでは皆の勢いを借
りて一気に自己ベストを狙っていってくれるだろう。 
 

三段跳 

福山福山福山福山    大典大典大典大典（（（（M2M2M2M2））））                    15151515ｍｍｍｍ04040404    
北島北島北島北島    明文明文明文明文（（（（４４４４））））                     13 13 13 13ｍｍｍｍ57575757    
吉良吉良吉良吉良    佳晃佳晃佳晃佳晃（（（（３３３３））））                     14 14 14 14ｍｍｍｍ57575757    
    

 三段跳は今年も3人の出場ができ、層の厚さが窺え
る。 
福山は1部においても二年連続の入賞ではあるもの
の本人の納得いく記録は出せていない。今年こそは皆
の声援に後押しされ大舞台で大きく舞ってくれること
であろう。15ｍ越えそしてより上を狙っていく。 
 北島は昨年から調子が上がりきっていない。少しず
つ調整をしているが、今回を良いきっかけとして思い
切った跳躍で勢いにのっていって欲しい。彼は大きな
男なので大舞台なら活き活きとした跳躍でベストを狙
いにいってくれることだろう。 
 吉良にとって昨年は大幅にベストを更新し、躍進の
年であった。彼は学連員としても忙しくする一方で選
手としても夜間の練習にも励み、確かな手ごたえを掴
んでいるようである。自己ベストとともに彼はベスト
8より上を狙っている。 
 

女子走幅跳 

森村森村森村森村あかねあかねあかねあかね（（（（４４４４））））                        4444ｍｍｍｍ71717171    
 
 森村は一つの壁を乗り越えれずにいる。シーズンに
入るともに少しずつ調子は上向いているようだ。関カ
レでは昨年までの彼女とは持っているものが違うこと
を証明してくれるだろう。この大舞台の力を借りて、
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思い切った跳躍で一気に自己ベストを狙っていく。 
 

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（（（（４４４４））））                        10101010ｍｍｍｍ03030303    
    
 女子ではなかなか試合に出る機会がない三段跳であ
る。だからこそ森村も思い切った跳躍が見られるだろ
う。ベスト8は厳しいものの、男子に負けないくらい
の見せ場を作ってベストを狙って欲しい。 
 

女子走高跳 

河合河合河合河合    春菜春菜春菜春菜（（（（３３３３））））                        1111ｍｍｍｍ45454545    
    
 河合はベスト付近で安定しているが、関カレの高さ
はおそらく1ｍ50からである。レベルの高さを痛感す
るが、彼女が目指す高さはそこにある。いきなりの高
さではあるが狙えない高さではない。大舞台の雰囲気
を活かして自己ベストを更新し、一つ上のステップへ
と上がっていってくれるだろう。 
    

～投擲～ 

砲丸投 

森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介（（（（４４４４））））                        12m7912m7912m7912m79    
    
今シーズンに入ってから 12m79 の自己ベストを筆
頭に、その辺りの記録を連発、好調を維持している森
川だが、それでも今年の関西学生投擲界のレベルアッ
プもあってか、得点ラインには一歩及ばないようだ。
しかし、この舞台で一皮剥ければ入賞も可能であろう。
目指すは蒼穹記録と入賞である。 
    

円盤投 

森川森川森川森川    陽介陽介陽介陽介（（（（４４４４））））                     34m16 34m16 34m16 34m16    
    
円盤投げにも森川が出場する。今シーズンは砲丸に
専念しているため、円盤投の練習は充分にはつめてい
ないが、砲丸の好調さから言って去年よりも力はつい
ているだろう。いい流れで砲丸につなげるためにも自
己ベストを出しておきたいところである。 
    

ハンマー投 

田中田中田中田中    聡一聡一聡一聡一（（（（３３３３））））                     47m25 47m25 47m25 47m25    
    
田中は京都インカレでは本調子ではないながらも

45ｍ59とうまくまとめた。最近は練習もつめて、うま
く調整できているようなので関西インカレに向けての
用意は万全であろう。今年は例年以上のハイレベルな

戦いが予想されるが、何とか入賞して投擲最初の種目
として雰囲気を盛り上げてほしい。 
 

やり投 

有山有山有山有山    啓史啓史啓史啓史（（（（２２２２））））                        43434343ｍｍｍｍ76767676    
    
山本は肘に痛みがあるため七大に向け関西インカレ
は回避。代わって有山の出場となる。有山はやり投げ
の経験は少ないが、春先にベストを出し調子もいいよ
うなので、関西インカレでも記録を伸ばし今後の戦力
として活躍してもらいたい。 
 

女子砲丸投 

野尻真裕美野尻真裕美野尻真裕美野尻真裕美（（（（２２２２））））                        5m885m885m885m88    
    
陸上を始めてまだ1年の野尻だが、最近は体の使い
方も覚えてきて、京都インカレでは去年のベストを
1m 更新した。関西インカレは強豪揃いだが、この後
のシーズンのためにも、萎縮せず積極的に記録を狙い
に行ってほしい。 
 

女子やり投 

野尻真裕美野尻真裕美野尻真裕美野尻真裕美（（（（２２２２））））                        21m3621m3621m3621m36    
    
野尻はやり投げにも出場する。この種目も京都イン
カレでベストを一気に更新して調子はいいようである。
野尻にとってはこちらが専門種目である。得点には絡
めないだろうが、専門種目として意地を見せて、もう
一度ベストを更新してほしい。 
 

～混成～ 

十種競技 

萩澤萩澤萩澤萩澤    佑樹佑樹佑樹佑樹（（（（３３３３））））                     5636 5636 5636 5636点点点点    
    
 冬季練習を順調にこなし、苦手のスプリントが僅か
ながら改善されてきた萩澤。苦手種目である 1500m
でどれだけ耐えられるかが入賞への鍵となるだろう。 
    

七種競技 

早瀬紗也佳早瀬紗也佳早瀬紗也佳早瀬紗也佳（（（（２２２２））））                        NRNRNRNR    
 
 昨年の入部以来、数々の種目で高記録を残してきた
早瀬が、満を持して七種競技に挑む。高校時代にも同
種目に出場しているので、経験不足などの不安材料も
無く、大幅な蒼穹記録の更新は確実に見られるに違い
ない。 
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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１１１１４４４４日日日日（（（（日日日日））））
〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉    

開始時刻 種別 種 目  

10:00 女子 ４×１００ｍ 予 

10:10 2部 ４×１００ｍ 予 

10:20 1部 ４×１００ｍ 予 

10:35 女子 ５０００ｍＷ 決 

11:15 2部 ３０００ｍＳＣ 決 

11:35  タイムレース (2組) 

11:55 1部 ３０００ｍＳＣ 決 

12:15  タイムレース (2組) 

12:40 女子 ８００ｍ 予 

13:10 2部 ８００ｍ 予 

13:30 1部 ８００ｍ 予 

13:55 女子 １００ｍＨ 予 

14:10 2部 １１０ｍＨ 予 

14:20 1部 １１０mH 予 

14:40 女子 ５０００ｍ 決 

15:05  タイムレース (2組) 

15:30 2部 １００００ｍＷ 決 

 １部 １００００ｍＷ 決 

16:40 女子 ４×４００ｍ 予 

16:50 2部 ４×４００ｍ 予 

17:00 1部 ４×４００ｍ 予 

17:10  競技終了  

〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉    

開始時刻 種別 種 目  

10:00 女子 棒高跳 決 

10:00 2部 三段跳 決 

13:00 1部 三段跳 決 

13:00 女子 走高跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉    

開始時刻 種別 種 目  

10:00 2部 ハンマー投 決 

12:00 女子 ハンマー投 決 

14:00 1部 ハンマー投 決 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））
〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉    

開始時刻 種別 種 目   

10:00 2部 （10）１００ｍ   

10:10 １部 （10）１００ｍ   

10:20 女子 １００ｍ 予 

10:40 2部 １００ｍ 予 

11:00 １部 １００ｍ 予 

11:20 女子 ８００ｍ 準 

11:35  ２部 ８００ｍ 準 

11:50  １部 ８００ｍ 準 

12:10  女子 １００ｍＨ 決 

12:20  2部 １１０ｍＨ 決 

12:30  １部 １１０ｍＨ 決 

12:40  女子 ４００ｍ 予 

13:00  ２部 ４００ｍ 予 

13:20 １部 ４００ｍ 予 

13:45  2部 ５０００ｍ 決 

14:10    タイムレース (2組) 

14:35  １部 ５０００ｍ 決 

15:00  女子 ８００ｍ 決 

15:10  2部 ８００ｍ 決 

15:20  1部 ８００ｍ 決 

15:30  女子 １００ｍ 準 

15:45  2部 １００ｍ 準 

16:00  1部 １００ｍ 準 

16:10  女子 ４００ｍ 準 

16:20  2部 ４００ｍ 準 

16:30  １部 ４００ｍ 準 

16:40  2部 （10）４００ｍ   

16:50  1部 （10）４００ｍ   

17:00    競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉       

開始時刻 種別 種 目   

10:00 1部 棒高跳 決 

11:20 １部 （10）走幅跳   

  ２部 （10）走幅跳   

14:40 1部 （10）走高跳   

  ２部 （10）走高跳   

〈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 

12:40 1部 （10）砲丸投   

  2部 （10）砲丸投   

14:00 1部 円盤投 決 
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５５５５月月月月１１１１９９９９日日日日（（（（金金金金））））
〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉    

開始時刻 種別 種目   

9:30  2部 （10）１１０ｍＨ   

9:40  1部 （10）１１０ｍＨ   

10:30  女子 （7）１００ｍＨ   

10:50  女子 １５００ｍ 予 

11:20  2部 １５００ｍ 予 

11:40  1部 1５００ｍ 予 

12:00    表彰    

13:00  女子 １００ｍ 決 

13:10  2部 １００ｍ 決 

13:20  1部 １００ｍ 決 

13:40  女子 ４００ｍ 決 

13:50  2部 ４００ｍ 決 

14:00  1部 ４００ｍ 決 

14:15  女子 １５００ｍ 決 

14:25  2部 １５００ｍ 決 

14:35  1部 １５００ｍ 決 

14:55  女子 ２００ｍ 予 

15:15  2部 ２００ｍ 予 

15:35  1部 ２００ｍ 予 

15:55  女子 （7）２００ｍ   

16:15  女子 ４×１００ｍ 決 

16:25  2部 ４×１００ｍ 決 

16:35  1部 ４×１００ｍ 決 

16:45  2部 （10）１５００ｍ   

16:55  1部 （10）１５００ｍ   

17:00    競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉       

10:00  女子 走幅跳 決 

11:40  女子 （7）走高跳    

12:30  1部 （10）棒高跳   

  2部 （10）棒高跳   

14:00  1部 走高跳 決 

14:00  2部 走幅跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉       

10:00  1部 砲丸投 決 

10:30  1部 （10）円盤投   

  2部 （10）円盤投   

12:30  2部 やり投 決 

13:30  女子 （7）砲丸投   

14:45  1部 （10）やり投   

  2部 （10）やり投   

    

 
 
 
 
 

５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））
〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉〈ＴＲＡＣＫ〉    

開始時刻 種別 種 目   

10:00  女子 ４００ｍＨ 予 

10:20  2部 ４００ｍＨ 予 

10:35  1部 ４００ｍＨ 予 

11:00  女子 ２００ｍ 準 

11:10  2部 ２００ｍ 準 

11:20  1部 ２００ｍ 準 

11:35  女子 １００００ｍ 決 

12:20  2部 １００００ｍ 決 

13:10  女子 ４００ｍＨ 決 

13:20  2部 ４００ｍＨ 決 

13:30  1部 ４００ｍＨ 決 

13:45  女子 ２００ｍ 決 

13:55  2部 ２００ｍ 決 

14:05  1部 ２００ｍ 決 

14:15  1部 １００００ｍ 決 

14:55  女子 （7）８００ｍ   

15:10  女子 ４×４００ｍ 決 

15:20  2部 ４×４００ｍ 決 

15:30  1部 ４×４００ｍ 決 

15:40    競技終了   

16:00    閉会式   

〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉〈ＪＵＭＰ〉   

10:00  女子 （7）走幅跳   

10:00  2部 棒高跳 決 

11:30  女子 三段跳 決 

12:00  2部 走高跳 決 

13:40  １部 走幅跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉〈ＴＨＲＯＷ〉   

10:00  1部 やり投 決 

11:00  2部 砲丸投 決 

12:30  女子 （7）やり投   

14:00  女子 円盤投 決 
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第第第第７７７７００００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11115555日日日日----11116666日日日日    西京極西京極西京極西京極))))    
▼100m     

石田 真大 予 10.96 ＋1.1 PB⑲

 7位 10.98 ＋1.4  

白方 朗史 予 11.14 ＋1.2  

大野 敦史 予 11.56 ±0.0  

▼200m     

石田 真大 予 22.33 ＋1.2  

 6位 22.19 ＋1.1 PB⑲

七野 雅史 予 22.84 ＋3.6  

山田  裕 予 24.30 ＋1.6  

▼400m     

藤崎  淳 予 50.46   

高瀬雄一郎 予 51.10   

井上 智志 予 53.62   

▼800m     

岡本 英也 予 1.56.84   

 1位 1.52.76   

前川 真彦 予 1.57.77   

 6位 1.57.70   

佐藤 章徳 予 2.00.37   

▼1500m(タイムレース)   

岡本 英也 4位 3.55.53   

佐藤 章徳 7位 3.58.38   

山下 輝芳   4.16.29   

▼5000m     

木村 祐介  16.00.29   

加藤 圭祐  16.23.20   

山本  直  16.32.60   

▼10000m     

宇部  達  31.48.67  PB⑰

相澤 泰隆  32.06.57   

山本  直  34.05.91   

▼110mH     

水谷 太郎 予 14.99 －0.1 PB④

 決 DSQ   

萩澤 佑樹  15.22 ＋0.3  

▼400mH     

白方 朗史 予 52.96  PB②

 4位 54.18   

水谷 太郎 予 53.72   

 7位 54.59   

桑原  昇 予 58.30   

▼3000mSC     

佐藤 章徳 3位 9.10.22   

下條 亘  10.39.39   

▼4×100m     

石田-水谷-白方-七野 5位 42.40   

▼4×400m     

藤崎-水谷-高瀬-白方 3位 3.16.76  ⑥ 

▼走高跳     

三浦 裕介  NM   

▼棒高跳     

高橋 孝治  3.20   

三浦 裕介  3.10   

田端 康平  NM   

▼走幅跳     

高橋 孝治 5位 6.63 ＋2.4  

萩澤 佑樹  6.09 ＋0.9  

▼三段跳     

福山 大典 3位 14.34 ＋1.5  

吉良 佳晃 5位 13.71 ＋1.0  

北島 明文 7位 13.31 ＋1.1  

▼砲丸投     

森川 陽介 6位 12.60   

萩澤 佑樹  10.58   

▼円盤投     

森川 陽介  32.50   

北島 明文  30.89   

田中 聡一  30.88   

▼やり投     

萩澤 佑樹  48.38   

有山 啓史  41.03   

高橋 孝治  35.18   

▼ハンマー投     

田中 聡一  45.59   

木村 克也  31.10   

     

女子対校の部     

▽400m     

林  奈央 予 68.09   

▽800m     

横田 裕子 予 2.39.55 PB  

片山裕美子  2.45.74   

▽1500m(タイムレース)   

中村 有里  5.22.47   

▽100mH     

早瀬紗也佳 7位 16.70 ＋0.7 CB②

▽4×100m     

河合-早瀬-森村-林 5位 54.47   

▽走高跳     

河合 春菜 4位 1.40   

▽走幅跳     

早瀬紗也佳 3位 5.28 ＋1.1 
PB 

蒼穹新 

森村あかね  4.66 ＋1.7  

▽砲丸投     

早瀬紗也佳 3位 8.58  PB③

野尻真裕美 5位 5.88  PB 

▽やり投     

野尻真裕美 7位 21.36  PB 
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男子オープンの部    

▼100m     

松井 延行  11.36 ＋1.3  

▼5000m     

山下 輝芳  16.33.28   

田中斉太郎  16.44.97   

▼10000m     

田中斉太郎  34.15.48   

 
 
 
総合成績 
▼男子の部対校戦成績 
１位 立命館大学       198.5点 
２位 京都産業大学       175点  
３位 龍谷大学   84点  
４位 京都大学        76点 
 
▽女子の部対校戦成績 
１位 立命館大学     104点 
２位 龍谷大学      90点 
３位 京都教育大学      78点 
７位 京都大学       29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    

((((2002002002005555年年年年11111111月月月月27272727日日日日～～～～2002002002006666年年年年4444月月月月23232323日日日日))))    
筑波筑波筑波筑波マラソンマラソンマラソンマラソン(11/27 (11/27 (11/27 (11/27 筑波筑波筑波筑波))))      

▼マラソン     

山城  丈  2.56.54  ♪ 

     

兵庫事業団記録会兵庫事業団記録会兵庫事業団記録会兵庫事業団記録会(12/10 (12/10 (12/10 (12/10 尼崎尼崎尼崎尼崎))))      

▼5000m     

西田  尊  16.51.29   

▼10000m     

宇部  達  31.52.07   

渡辺 敬宏  32.49.55   

     

第第第第 9999 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  15.01.2   

宇部  達  15.18.4   

岡本 英也  15.25.4  PB 

宮木 貴志  15.39.0   

慶田 雄介  15.48.3  PB 

木村 祐介  15.50.9   

渡辺 敬宏  15.56.1   

大崎 友数  16.04.8   

下條  亘  16.06.7  PB 

山下 輝芳  16.22.2   

山城  丈  16.23.3   

山本  直  16.23.5   

福原 徹彦  16.27.5   

吉川浩太郎  16.39.3   

野田 崇洋  17.02.8  ♪ 

桑原  昇  17.06.1   

中井 純一  17.15.4  PB 

北野 佑樹  17.18.3  PB 

前川 真彦  17.33.0   

 
第第第第 1111 回北和陸上競技記録会回北和陸上競技記録会回北和陸上競技記録会回北和陸上競技記録会(12/23(12/23(12/23(12/23    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))    

▼1500m     

木村 祐介  4.24.6   

山下 輝芳   4.44.4   

▼5000m     

山本  直  16.40.6   

▼110mH     

尾崎 禎亮 Ⅰ 16.07 ＋1.9  

 Ⅱ 15.95 ＋0.8  

▽800m     

早瀬紗也佳  2.27.2   

     

加古川マラソン(12/23 加古川)   

▼マラソン     

田中裕介  2.58.02  PB 
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第第第第 89898989 回日本選手権回日本選手権回日本選手権回日本選手権(1/29(1/29(1/29(1/29    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     

廣江 悠 16位 1.32.25  ♪③ 

     

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(2/10(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    

宇部  達  1.07.54  PB④

相澤 泰隆  1.08.36  PB⑥

佐藤 章徳  1.11.20   

下條 亘  1.13.52  ♪ 

     

第第第第 13131313 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(3/1(3/1(3/1(3/12222    京都京都京都京都))))    

▼ハーフマラソン    

宇部  達  1.09.27   

相澤 泰隆  1.12.05   

大崎 友数  1.14.07  PB 

田中斉太郎  1.16.53   

背戸 和寿  1.34.36   

藤森真一郎  1.34.38   

花谷 直人  1.42.01   

垣畑  陽  1.44.35   

     

国際千葉国際千葉国際千葉国際千葉クロカンクロカンクロカンクロカン(3/12(3/12(3/12(3/12    千葉千葉千葉千葉))))      

▼4000m     

佐藤 章徳  12.02   

     

第第第第 7777 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(3/21(3/21(3/21(3/21    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))     

▼100m     

白方 朗史 Ⅰ 11.40 －0.8  

 Ⅱ 11.28 ＋1.8  

七野 雅史 Ⅰ 11.69 －0.4  

▼200m     

白方 朗史  22.59 ＋2.3  

石田 真大  22.68 ＋2.3  

七野 雅史  23.22 －1.2  

▼400m     

白方 朗史  48.91  PB⑦

上田 道久  55.30  ♪ 

▼110mH     

萩澤 佑樹 Ⅰ 15.65 －1.5  

 Ⅱ 15.49 ＋0.3  

尾崎 禎亮 Ⅰ 16.24 －1.5  

 Ⅱ 15.97 ＋0.3  

▼砲丸投     

有山 啓史  7.53   

▼円盤投     

有山 啓史  24.23  ♪ 

▼やり投     

萩澤 佑樹  44.76   

有山 啓史  38.58   

     

兵庫事業団記録会兵庫事業団記録会兵庫事業団記録会兵庫事業団記録会(3/25(3/25(3/25(3/25    尼崎尼崎尼崎尼崎))))      

▼5000m     

相澤 泰隆  15.35.25   

下條 亘  16.56.98   

     

第第第第 3333 回北和記録会回北和記録会回北和記録会回北和記録会(3/31(3/31(3/31(3/31    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))      

▼100m     

有山 啓史 Ⅰ 11.82 ＋1.3  

 Ⅱ 11.78 ＋2.9  

萩澤 佑樹 Ⅰ 11.83 ＋2.2  

▼200m     

有山 啓史  24.17 ＋2.9  

▼400m     

岡本 英也  51.19   

▼110mH     

尾崎 禎亮 Ⅰ 15.89 ＋1.9  

尾崎 禎亮 Ⅱ 15.95 ＋2.6  

▼走幅跳     

萩澤 佑樹  6.23   

▼砲丸投     

森川 陽介  12.79  PB④

▼円盤投     

萩澤 佑樹  28.83   

▽200m     

森村あかね  30.56 ＋1.3 PB 

▽800m     

横田 裕子  2.45.68   

     

第第第第 1111 回学連競技会回学連競技会回学連競技会回学連競技会(4/4(4/4(4/4(4/4----5555    長居第長居第長居第長居第２２２２))))     

▼100m     

七野 雅史  11.42 ＋0.1  

▼200m     

石田 真大  22.77 －2.4  

▼800m     

岡本 英也  1.52.76   

前川 真彦  2.00.66   

葭中 聡  2.03.20   

野田 崇洋  2.03.43   

▼1500m     

加藤 圭祐  4.17.61   

山下 輝芳   4.19.26   

▼5000m     

宇部  達  15.48.46   

木村 祐介  15.53.42   

田中斉太郎  16.39.32   

▼10000m     

田中斉太郎  35.00.30   

▼10000mW     

田中 裕介  1.03.42.22  

▼砲丸投     

森川 陽介  12.69   
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▽4×100mR     

河合-早瀬-森村-林 54.12   

▽走幅跳     

早瀬紗也佳  4.69 ±0.0  

森村あかね  4.50 ＋1.1  

▽やり投     

早瀬紗也佳  27.61  ♪⑤ 

     

第2回強化記録会(4/8 鴻ノ池)   

▼100m     

有山 啓史  11.78 －1.2  

▼やり投     

有山 啓史  43.76  PB 

     

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     

石田 真大  11.10 ＋2.5  

水谷 太郎  11.11 ＋2.5  

萩澤 佑樹  11.99 ＋2.0  

▼400m     

藤崎  淳  50.62   

高瀬雄一郎  51.45   

佐藤 翔士  52.99  ♪ 

井上 智志  53.26  PB 

山田  裕  53.74   

田中 翔吾  57.30   

▼1500m     

前川 真彦  4.20.33   

加藤 圭祐  4.23.33   

▼5000m     

山本  直  16.16.98   

▼110mH     

萩澤 佑樹  15.54 ＋0.9  

▼400mH     

水谷 太郎  51.85   

前川 真彦  57.46   

▼砲丸投     

森川 陽介  12.67   

▼ハンマー投     

田中 聡一  44.32   

     

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(4/23(4/23(4/23(4/23    西京極西京極西京極西京極))))     

▼100m     

石田 真大  11.12 －1.0  

松井 延行  11.31 －1.0  

大野 敦史  11.47 ＋0.1  

三甲野裕介  11.76 －0.4  

背戸 和寿  11.86 ＋0.1 PB 

▼200m     

石田 真大  21.98 ＋0.3 PB⑩

白方 朗史  22.33 －0.5 PB 

水谷 太郎  22.40 －0.5  

大野 敦史  23.11 ＋1.0  

三甲野裕介  23.65 －1.0 PB 

背戸 和寿  24.14 －1.0  

▼800m     

佐藤 翔士  2.02.33  PB 

葭中 聡  2.02.96   

野田 崇洋  2.05.16   

前川 真彦  2.07.39   

▼1500m     

水谷 太郎  4.10.38  ♪ 

白方 朗史  4.36.44  ♪ 

中川 敦夫  4.45.84  ♪ 

▼400mH     

水谷 太郎  55.35   

▼5000m     

吉川浩太郎  16.11.14   

山下 輝芳   16.27.71   

▽100m     

早瀬紗也佳  12.84 ＋0.7 
PB 

蒼穹新

▽1500m     

林  奈央  5.30.49  ♪ 

▽走高跳     

河合 春菜  1.45   

森村あかね  1.30   

▽走幅跳     

早瀬紗也佳  4.89 －0.3  

森村あかね  4.50 －0.2  

     

第第第第 54545454 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(4/23(4/23(4/23(4/23    ユニバーユニバーユニバーユニバー))))    

▼3000mSC     

佐藤 章徳  9.15.12   

     

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(4/23(4/23(4/23(4/23    鴻鴻鴻鴻ノノノノ池池池池))))     

▼100m     

七野 雅史 Ⅰ 11.61 ±0.0  

 Ⅱ 11.44 －1.4  

杉本 昌大 Ⅰ 11.52 ±0.0  

 Ⅱ 11.61 －1.4  

萩澤 佑樹 Ⅰ 11.77 ±0.0  

 Ⅱ 11.72 ±0.0 PB 

有山 啓史 Ⅰ 11.71 ±0.0 PB 

 Ⅱ 11.75 －0.3  

金村 進介 Ⅰ 12.07 ＋0.3  

 Ⅱ 12.03 ＋0.1  

山本 貴之 Ⅰ 11.86 ±0.0 PB 

 Ⅱ 12.09 －0.3  

▼200m     

七野 雅史  23.15 －1.4 CB 

金村 進介  24.79 －1.5  

▼400m     

高瀬雄一郎  50.28   
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岡本 英也  50.74   

井上 智志  53.24  PB 

中川 敦夫  55.91  CB 

▼110mH     

萩澤 佑樹 Ⅰ 14.98 ＋0.6  

 Ⅱ 15.16 ＋0.4  

▼三段跳     

福山 大典  14.58 ＋0.3  

北島 明文  12.98 ±0.0  

▼砲丸投     

森川 陽介  12.74   

▽800m     

横田 裕子 Ⅰ 2.38.2  PB 

横田 裕子 Ⅱ 2.39.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 (蒼)：蒼穹クラブ登録の部員 
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