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主将挨拶 

 

今年もとうとう関西インカレが目前に迫ってきました。 

トラック＆フィールドの部が刻々と近付いてくる中、選手たちは皆、気負い過ぎず集中して練習に取

り組んでいます。１部残留争いは例年と同様に激しくなりますが、自分達の持てる力を十分に発揮でき

るよう、選手だけでなく応援・サポートも含め、部員一同の力を結集してこの試合に臨みます。 

なお開催地が例年と異なり、奈良県の鴻ノ池陸上競技場にて開催されます。日程に関しては昨年と同

じく、５月１４日(月)・１８日(金)・１９日(土)・２０日(日)となっております。お忙しいことと存じま

すが、蒼穹会員の皆様方には是非足を運んでいただきたく思っています。ご声援のほどよろしくお願い

いたします。 

                    京都大学陸上競技部主将  萩澤 佑樹 

 

 

関西インカレハーフマラソン結果 
         (４月 29日 淀川河川敷) 
 

 
ハーフマラソン終了時点での男子 1部対校得点 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
今年は淀川河川敷で、高い気温の中レースが行

われた。 

序盤は実力のある選手が実力どおりの走りを

見せ、ハイペースでレースは進んだ。相澤、宇部

両選手は苦しみながらも先頭集団に追いすがる。

慶田はやや後方で自分のペースを守る。 

中盤に差し掛かり、宇部は体調不良から順位を

落としていく。慶田はその宇部を捉え順調にピッ

チを刻んでいく。１０キロの通過は京都インカレ

10000m よりも早いものだった。相澤は練習環境の

変化を感じさせない走りで、そのポジションを守

る。 

後半にさしかかって激しい消耗戦の中、相澤、

慶田は自分の走りを崩さない。ゴールすると相澤

は入賞に惜しくも届かず 12 位、慶田は自己ベス

トであった。 
冬場とは違う過酷な気温、単調なコースであった
ことを考えると、二人とも大健闘したと言えよう。

宇部はいつもの安定感が見られなかった。トラッ
クの部ではきっと修正してくれるだろう。 
 
 
 
 
 

1位 京都産業大 14点
2位 立命館大 13点
3位 近畿大 5点
4位 関西学院大 3点
5位 大阪体育大 1点

1位 渡辺　圭一 京都産業大4 1:06:39
2位 木澤　創平 立命館大4 1:06:42
3位 長澤　朋哉 京都産業大4 1:06:58
4位 山本　健司 近畿大4 1:07:02
5位 川上　拓哉 立命館大3 1:07:10
6位 上山　剛史 関西学院大3 1:07:23
7位 藤原　庸平 立命館大2 1:07:31
8位 荻野　克也 大阪体育大4  1:07:37
12位 相澤　泰隆 京都大Ｄ3 1:10:13
16位 慶田　雄介 京都大3 1:11:32
22位 宇部　達 京都大M2 1:16:08



関西インカレ展望 
～短距離～ 

100m  

石田 真大(M1)  10.78  
七野 雅史(4)   11.24 

 
昨年は決勝で全員が 10”59 までに入った 100m

は今年もレベルが高い。今シーズン石田はまだ 11
秒を切っていないが大舞台に強いタイプなので

波に乗れば好記録を期待できる。 
七野は今年4月の京都インカレで大学ベストを

更新し、好調を持続している。周囲の持ちタイム
からして厳しい戦いになると思われるが、関西イ

ンカレ 1 部という雰囲気を利用して 11 秒を切っ
てもらいたい。 
 

200m 

石田 真大(M1)  21.95  
七野 雅史(4)   22.81  

 
21 秒台の選手が大半を占める 200m。石田は去

年 21 秒台で走っているものの、全体のレベルが
高いため自己記録のタイムでも準決勝進出が厳

しい。しかし負傷者が続出した昨年同様、予選か
ら何が起こるか分からない種目なので最後まで

攻めて準決勝の椅子を狙って欲しい。七野は今年
200m でも走れており、さらなる記録更新が予想さ

れる。今年の七大を戦うためにもこの舞台でベス
トレースを期待したい。 

  

400m  

葭中 聡(4)  52.13 
  
400m は決勝ラインが 47 秒台というハイレベル

な種目だけあって、得点を狙うのは難しい。葭中

は先日の記録会でシーズンベストを更新してお
り、調子は上がってきている。本番の予選では中

央のレーンをもらっているので前半から記録を
狙って攻めて欲しい。 

 

110mH  

水谷 太郎(M1)  14.74   
前川 真彦(5)   16.56  
萩澤 佑樹(4)   14.91   
 
今年は出場者が 3 人揃った。水谷はこの種目い

つ出ても好記録を連発しているので、決勝進出に

大いに期待がかかる。萩澤は２着を取るのには厳
しい組に入ったが、今季まずまずの記録を残して

いるので決勝に進む可能性は十分にある。あまり
練習が詰めていないにもかかわらず京都インカ

レできっちりと走れていた前川は厳しいレース
を強いられると思うが、自己ベストを視野に入れ

て頑張ってもらいたい。 
 

400mH  

水谷 太郎(M1)  51.20         
白方 朗史(5)   51.68          
井上 智志(4)   55.52  
  
昨年の関西インカレで京大の新たな代名詞に

なった400mHでは今年も高得点の獲得が予想され
る。ディフェンディングチャンピオンである水谷

は怪我からの復帰間も無く出場した京都インカ
レで 2 位に入り、関西インカレ本番でも問題はな

いだろう。白方は冬の間練習が詰めておらず、昨
年ほどのタイムは難しいかもしれないが決勝進

出の可能性は大いにある。今シーズン伸び盛りの
井上はこの大会で 54 秒台突入が期待される。こ
の試合を通してさらに上のレベルに到達して欲

しい。 
 

今期成長著しい井上(左)。決勝進出にも期待がかかる。 
 

4×100mR  

片山  拓(M2)  杉本 昌大(M2)  
引地 原野(M2)  石田 真大(M1) 
大野 敦史(4)  七野 雅史(4) 
  
まだオーダーは確定していないが、決勝ライン

が 40 秒台であることを考慮すると一つもミスの

許されない厳しい戦いになることが予想される。
今季好調な杉本、引地と石田がリレーを引っ張り、

最低でも 41 秒台、欲を言えば 40 秒台と決勝進出
を狙って頑張ってもらいたい。 

 



 

4×400mR  

水谷 太郎(M1)  白方 朗史(5)  
井上 智士(4)   藤崎  淳(4)  
押野 泰平(3)  佐藤 翔士(3) 
  
こちらもオーダーは決まっていない。今年も決

勝進出の期待がかかるが、高瀬の怪我による離脱

が大きく影を落としている。3 分 14 秒あたりで決
勝進出の座を巡り熾烈な争いが繰り広げられる

であろうこの種目、去年の秋から台頭してきた押
野や佐藤がどこまで高瀬の穴を埋めることがで

きるかが鍵となる。 
 

女子 100m   

冨田 夏希(2) 13.46 
  
冨田は去年の冬から練習でしっかりと走れて

おり、今シーズンの序盤からその成果が現れてい

る。周囲を 12 秒台中盤の選手が占める 100m 予選
でも自己記録の更新を期待したい。 
   

女子 200m  

早瀬 紗也佳(3)   26.54  
  
早瀬は 200m に関してはこの大会が今季初レー

スとなる。100m の調子が昨年ほどではなく準決勝

進出は厳しい状態にはあるが、上手く調整して蒼
穹新記録を狙ってもらいたい。 

 

女子 400m  

林 奈央 (4)    65.16  
  
林は就職活動のため冬から春にかけて練習が

詰めておらず、厳しい戦いが予想される。 

66 秒台のタイムで走ることが出来れば昨年同様
夏に向かっていい流れになると思われるので、最

後まで粘って頑張って欲しい。 
  

100mH  

広瀬 亜由美(2) 18.29 
 
広瀬は今年になって初めてこの種目に挑戦し

ており、試合のたびに記録を伸ばしている。まだ

まだ伸びる余地は十分にあるので今後のために
もハイレベルな組で走る経験を積み、大幅に記録

を更新することを期待したい。 

 

女子 4×100mR 

林  奈央(4)  野尻真裕美(3)  
早瀬紗也佳(3)  赤窄 尚子(2) 
冨田 夏希(2)  広瀬亜由美(2)  
  
オーダーは冨田→早瀬→林→広瀬でいくと思

われる。冨田と広瀬は今年 100m の大学ベストを

更新し、共に調子がいい。一方、早瀬と林は今シ
ーズンなかなかスピードに乗れていない。しかし、

バトンを持つと個人種目よりも大きな力が発揮
されると思われるのでしっかりとバトンをつな

いで 52 秒台を目指して頑張って欲しい 
 

～中距離～ 

８００m 

岡本 英也(M1)  1.51.46 
前川 真彦(5)  1.55.32 
佐藤 翔士(3)  1.56.79 
  
岡本は研究活動が忙しく、不安を抱えたままの

シーズンインであったが、記録会、京都インカレ、

兵庫リレーカーニバルと試合をこなすごとに調
子が上がってきている。上位陣のレベルは拮抗し

ているが、表彰台といわず、優勝目指して頑張っ
てほしい。   

前川はここ最近就職活動の合間を縫っての練
習ではあるが好調を維持している。今シーズンは

まだ 800ｍの出場はないが、タイムトライアルで
は 1 分 58 秒台を出した。本番でも積極的な走り

で上位陣を脅かしてほしい。 
佐藤は関西インカレ初出場である。シーズンイ

ンから絶好調であり、十分自己ベスト更新を狙え
る。予選突破を目指して頑張ってほしい。 

 

 
シーズンインから絶好調な佐藤。 

 
 



１５００m 

岡本 英也(M1)  3.55.53 
小山 裕之(2)   4.05.37 

 
岡本は 1500m にも出場する。冬の練習量から京

都インカレではスタミナ面が不安視されたが、4
分 1 秒台とまずまずの結果を残した。この種目は
周りのレベルが非常に高く苦戦が予想される。し

かし、そこは持ち前の勝負強さでなんとか点数を
もたらしてほしい。 

小山は関西インカレ初出場である。今シーズン
はまだ思ったような記録は出ていないが、練習の

内容を見ても 4 分を切る力は十分にある。自分ら
しい走りをして自己ベストを更新してほしい。 

 

女子 800m 

古林 暁子(2)   2.27.28 
 
古林は関西インカレ初出場である。京都インカ

レでは病み上がりの影響もありレースをこなす
だけになってしまった。しかし、徐々に復調の兆
しが見えてきている。本番では周りのレベルも高

く難しいレースになると思うが、積極的な走りを
見せてほしい。そして何よりもレースを楽しんで

ほしい。そうすれば自ずと結果はついてくるはず
である。頑張ってほしい。 
 

 
～長距離～ 

５０００m 

 相澤 泰隆(D3)  15.31.13 
 
5000m には今年は相澤が出場する。相澤は所属

する研究室が広島に移転してしまったため、京都
を離れ一人で練習を重ねてきた。そんな状況でも
4 月の記録会では部内トップのタイムを出してお

り、調子は上がってきている。 
  関西インカレで得点するには、前半から速いペ

ースでレースをしなければならない。かなり厳し
いレースになるかもしれないが、何とか上位にく

らいついていきたい。経験を生かしたベテランら
しいレースで得点に絡んでくれるだろう。 

    

１００００m 

宇部  達(M2)  31.48.67 
  
 昨年同様、10000m には宇部が出場する。京都

インカレでは後半に粘り負けてしまった宇部だ

が、関西インカレでは必ず修正してくるだろう。  
関カレは京カレ以上にハイレベル、ハイペース

のレースが予想される。レース中一人になってし
まうと得点は厳しくなってしまう。よって前半は

中の方の集団で我慢し、後半粘って落ちてくる選
手を確実に拾っていきたい。きついレースになる

だろうが、ここは安定感のある宇部である。きっ
といい結果をのこしてくれるだろう。 
    

3000mSC 

佐藤 章徳(D2)   9.09.79 
近藤 学宏(3)   9.20.94 
下条  亘(3)  10.19.37   
 

今年も昨年同様の布陣で臨む。 
昨年３位の佐藤は今年はまた優勝を狙う。昨年

の関西駅伝の前に負った頭部の怪我は完治した
といっていい。冬季も学業の合間を縫って練習を

重ねてきた。京都インカレでもスローペースの中
２位に食い込んでおり、完全復活も間近である。

関西インカレではどのような展開になるかわか
らないが、きっと優勝して完全復活してくれるに
違いない。 

  体調不良のためずっと練習をつめなかった近
藤だが、少しずつ回復し練習に参加できるように

なった。４月の記録会でも３０００m を８分台で
走っており、こちらも復活といきたい。久しぶり

の公式戦となり緊張するところもあるだろうが、
しっかり走って得点に絡みたい。 

  下条は冬期練習もしっかりつめており、京都イ
ンカレでも自己ベストをマークした。しかし本人

もまだまだタイムを伸ばせると話しており、関カ
レで大爆発してほしい。 

 

１００００ｍＷ 

 廣江 悠(3)   43.48.44 
 

現在二連覇中の廣江が今年も出場する。今年は
一部に競歩の強い京都教育大が上がってきてお

り、昨年よりも厳しい戦いが予想される。廣江自
身も故障明けで満足に練習をつめていない。現在

も筋力は十分に戻っているとはいえない。しかし、
百戦錬磨の廣江のことであるから、きっと関カレ

に間に合わせてくれるに違いない。まずは完歩、
そうすれば必ず上位入賞できるだろう。 

 
 
 
 



女子 1500m  

川口紗弥香(4)  5.24.00  
 
四回生の川口が出場する。冬場は就職活動の影

響でなかなか思うような練習が出来なかった。そ
の中でも川口は出来る限りの練習をこなしてき

た。苦しいレースになることは間違いないが、持
ち前のスピードでなんとか決勝進出に近づきた
い。京都インカレでの失敗を修正できるかが鍵だ。

最後の関西インカレとなるので、悔いが残らない
ような走りをしてもらいたい。 

 
～跳躍～ 

走幅跳 

杉本 昌大(M2)  7ｍ05 
谷口 康晴(2)  6ｍ39 
   
杉本はスプリントの仕上がりも非常に良く、試

合に向けての調整も上手な選手なので、入賞は間
違い無いだろう。自己ベストを更新するジャンプ

でスタンドを沸かせてもらいたい。 
谷口は関西インカレ初出場であり、現時点では 

格上の選手達ばかりと戦うことになるが、自分の

持っている力をしっかりと発揮してくれること
を期待する。 
 

三段跳 

吉良 佳晃(4) 14ｍ25 
   
学連の仕事によって練習時間が削られようと

も、不屈の闘志でその競技力を磨き続ける吉良。
２年ぶりの自己ベストとともにベスト８入りを

虎視眈々と狙う。 
 

女子走幅跳  

早瀬紗也佳(3)    5ｍ38 
冨田 夏希(2)       4ｍ58      
   
早瀬は昨年入賞した七種競技でなく、あえて自

分の専門種目である走幅跳を出場種目に選んだ。

春先からスピードがなかなか上がらないようだ
が、持ち前の勝負強さで更に一段階上の蒼穹記録

を出して欲しい。 
この冬充実した練習量をこなせた冨田は、春先

から踏み切り動作を改善している途中ではある
ものの、現在の状態でも自己ベストは狙えるはず

である。５ｍに少しでも肉薄する記録が欲しいと
ころ。 

 
～投擲～ 

砲丸投 

嶋田 研志郎(2)   11ｍ20 
 
嶋田は、京都インカレは練習不足で不調だった

が、最近はグランドによく顔を見せてくれている
ので、きっと前回を大きく上回る活躍をしてくれ

るだろう。 
今後も活躍を期待できる選手であるだけに、こ

こ一番の頑張りをしてもらいたい。 
 

円盤投 

佐藤 慎祐(2)    32ｍ20 
 
京都インカレでは、いま一つターンのキレが良

くなく記録も低調だった佐藤だが、最近の練習で

ターンの感覚が戻ってきたようである。普段やり
投と円盤投を掛け持ちしているが、今回は円盤に

専念しており、そのモチベーションは高い。自己
ベストが期待できる。 
 

ハンマー投 

田中 聡一(M1) 45ｍ91 
 
春先に故障し、京都インカレ、関西インカレの

出場が危ぶまれていた田中だが、何とか京都イン

カレには間に合わせることができ、まずまずの記
録を残すことができた。田中は去年の関西インカ

レで敗れたときから、今年の関西インカレでの入
賞を目標に一年間練習を積んできた。入賞ライン

は今年もかなり高くなることが予想されるが、練
習の成果を発揮し、見事目標を達成してほしい。 
 

やり投 

山本 貴之(4)    53ｍ43 
 
山本は今シーズン一年半ぶりにやり投の試合

に復帰した。春先の試合から徐々に調子を上げて

きており、実力は肘をケガする前のレベルまでは
戻ってきている。この後の七大戦につなげるため

にも、大舞台の雰囲気を生かして自己ベストを更
新してほしい。 
 

女子やり投 

野尻 真由美(3) 21ｍ36 
 



京都インカレは本人としても不満足な記録だ
った野尻だが、実力は確実に今のベスト以上ある

だろう。関西インカレには期待したい。 
得点には絡めないだろうが、ベストを尽くしてほ

しい。 
 

～混成～ 

十種競技 

萩澤 佑樹(４)    5778 
三浦 裕介(３)     5107 
 
今年は昨年に比べ入賞ラインが下がるであろ

う十種競技には、萩澤と三浦が出場する。萩澤は
ハードル以外の種目の練習が全くできていない

ので、最終日の１１０ｍＨとの兼ね合いを考えな
がら、省エネ十種で対校得点を稼ぎにいく。大阪

インカレのオープンにて十種デビューを飾った
三浦であるが、彼の力を考えれば入賞してもおか

しくない。常に自然体で力みの無い選手なので、
ここ一番の試合での飛躍に期待したい。 

 
 
 

 
 



 
関西インカレ日程  (鴻池) 

5 月 14 日(月) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 月 18 日(金) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

〈ＴＲＡＣＫ〉
開始時刻 種　目

10:30 ４×１００ｍ 予
10:40 ４×１００ｍ 予
10:50 ４×１００ｍ 予
11:05 ５０００ｍ 決
11:30 タイムレース (2組)
12:00 ４００ｍＨ 予
12:25 ４００ｍＨ 予
12:40 ４００ｍＨ 予
13:00 ８００ｍ 予
13:30 ８００ｍ 予
14:00 ８００ｍ 予
14:25 １００ｍ 予
14:45 １００ｍ 予
15:10 １００ｍ 予
15:30 ５０００ｍ 決
15:50 タイムレース (2組)
16:10 ５０００ｍ 決
16:35 ４×４００ｍ 予
16:45 ４×４００ｍ 予
17:00 ４×４００ｍ 予
17:10 競技終了

〈ＪＵＭＰ〉

11:00 棒高跳 決
11:00 三段跳 決
13:30 三段跳 決
13:30 走高跳 決

11:00 ハンマー投 決
13:30 ハンマー投 決
15:00 ハンマー投 決1部

〈ＴＨＲＯＷ〉

2部
女子

女子

2部

2部
1部

1部

2部
女子

女子
2部
1部

女子
2部
1部
女子

女子

1部

種別

女子
2部
1部

2部

女子

2部

開始時刻 種　目

10:00 （10）１００ｍ
10:10 （10）１００ｍ
10:20 １００ｍ 準
10:30 １００ｍ 準
10:45 １００ｍ 準
11:00 １５００ｍ 予
11:20 １５００ｍ 予
11:35 １５００ｍ 予
12:00 ４００ｍ 予
12:20 ４００ｍ 予
12:40 ４００ｍ 予
13:05 １００ｍ 決
13:15 １００ｍ 決
13:25 １００ｍ 決
13:40 ３０００ｍＳＣ 決
14:00 タイムレース (2組)
14:20 ３０００ｍＳＣ 決
14:40 タイムレース (2組)
15:00 ３０００ｍＳＣ オ
15:25 ４００ｍ 準
15:35 ４００ｍ 準
15:45 ４００ｍ 準

15:55 （10）４００ｍ
16:05 （10）４００ｍ
16:15 競技終了

10:00 棒高跳 決

11:00 （10）走幅跳
（10）走幅跳

14:00 （10）走高跳
（10）走高跳

10:30 円盤投 決
12:30 円盤投 決

（10）砲丸投
（10）砲丸投

14:30 円盤投 決

〈ＴＲＡＣＫ〉

2部
1部
2部
1部

２部
〈ＴＨＲＯＷ〉

女子

1部

１部
２部
1部

女子
2部

〈ＪＵＭＰ〉

1部

2部
1部

女子
２部
１部

女子

１部
女子
2部
１部

2部
１部
女子
２部

種別

2部
１部
女子

2部

1部

12:30



5 月 19 日(土) 

 

 

 

 

5 月 20 日(日) 

  

 
 
 
 
 
 

開始時刻 種目
10:00 （10）１１０ｍＨ
10:10 （10）１１０ｍＨ
10:25 （7）１００ｍＨ
10:40 ４００ｍ 決
10:50 ４００ｍ 決
11:00 ４００ｍ 決

１００００ｍＷ 決
１００００ｍＷ 決

12:30 表彰式
13:05 １５００ｍ 決
13:15 １５００ｍ 決
13:25 １５００ｍ 決
13:40 ２００ｍ 予
14:00 ２００ｍ 予
14:20 ２００ｍ 予
14:45 ４００ｍＨ 決
14:55 ４００ｍＨ 決
15:05 ４００ｍＨ 決
15:20 （7）２００ｍ
15:30 ５０００ｍＷ 決
16:05 ４×１００ｍ 決
16:15 ４×１００ｍ 決
16:25 ４×１００ｍ 決
16:40 （10）１５００ｍ
16:50 （10）１５００ｍ
17:00 競技終了

10:00 走幅跳 決

11:00 （7）走高跳　
（10）棒高跳
（10）棒高跳

13:00 走幅跳 決
13:30 走高跳 決

10:00 砲丸投 決
（10）円盤投
（10）円盤投

12:30 （7）砲丸投
13:00 やり投 決
14:00 砲丸投 決

（10）やり投
（10）やり投

〈ＴＲＡＣＫ〉

種別
2部
1部
女子
女子
2部
1部
2部
1部

女子
2部
1部
女子
2部
1部

2部
1部

女子
2部
1部
女子

1部

2部
1部

〈ＴＨＲＯＷ〉

女子

女子

女子

1部
2部

1部

2部

2部
女子

1部
2部

11:10

12:50

10:50

15:00

2部
1部

〈ＪＵＭＰ〉

女子
女子

開始時刻 種　目
9:30 １００ｍＨ 予
9:45 １１０ｍＨ 予
9:55 １１０ｍＨ 予
10:15 １００００ｍ 決
11:00 ２００ｍ 準
11:10 ２００ｍ 準
11:20 ２００ｍ 準
11:35 ８００ｍ 準
11:50 ８００ｍ 準
12:00 ８００ｍ 準
12:10 １００ｍＨ 決
12:20 １１０ｍＨ 決
12:30 １１０ｍＨ 決
12:50 ２００ｍ 決
13:00 ２００ｍ 決
13:10 ２００ｍ 決
13:25 ８００ｍ 決
13:35 ８００ｍ 決
13:45 ８００ｍ 決
13:55 （７）８００ｍ
14:10 １００００ｍ 決
14:55 １００００ｍ 決
15:40 ４×４００ｍＲ 決
15:50 ４×４００ｍＲ 決
16:00 ４×４００ｍＲ 決
16:10 競技終了
16:30 閉会式

10:00 （7）走幅跳
11:00 棒高跳 決
12:00 三段跳 決
12:00 走高跳 決
14:00 走幅跳 決

10:00 やり投 決
11:30 （7）やり投
12:00 砲丸投 決
15:30 やり投 決

〈ＴＲＡＣＫ〉

女子
女子
2部

2部
１部
女子
2部
１部
女子
2部
１部
女子
2部
1部

〈ＪＵＭＰ〉

2部

女子
2部
女子
2部

女子

女子

女子
2部

女子
１部

2部
１部

１部
〈ＴＨＲＯＷ〉

1部

１部
女子

種別
女子
2部
1部



第７１回京都インカレ結果 

       (4 月 14 日-15 日 西京極) 

 
 
 

▼100m
石田　真大 予 11.07 +1.1

8位 11.31 -1.0
片山　拓 予 11.56 -0.8
大野　敦史 予 11.27 +0.9
▼200m
石田　真大 予 22.53 -1.0
大野　敦史 予 22.94 +0.6
三甲野　佑介 予 23.28 +0.6
▼400m
水谷　太郎 予 49.32

決 49.94
藤崎　　淳 予 50.89
▼800m
岡本　英也 予 1.55.95

2位 1.54.70
佐藤　翔士 予 1.58.22
平子　達也 予 2.03.04

岡本　英也 5位 4.01.06
小山　裕之 4.08.66
山下　輝芳 4.16.30
▼5000m
前田　達朗 15.41.32
小山　裕之 15.51.11
吉川　浩太郎 16.13.54
▼10000m
宇部　 達 32.50.78
慶田 雄介 33.18.69
西原　由高 33.54.96
▼110mH
萩澤　佑樹 予 14.97 +3.1

7位 14.89 +2.7
前川　真彦 予 16.78 +1.0
▼400mH
水谷　太郎 予 52.54

2位 52.47
井上　智志 予 56.62

6位 56.02
岡本　京祐 予 57.17 CB

7位 57.16 CB
▼3000mSC
佐藤　章徳 2位 9.22.27
下条　亘 7位 10.19.37 PB
北野　佑樹 8位 10.53.49 PB
▼4×100m

5位 42.16
▼4×400m

5位 3.21.64

▼800m(タイムレース)

大野-引地-片山-石田

押野-藤崎-大野-水谷

▼走高跳
三浦　裕介 8位 1.80
皆川　広太 NM
▼棒高跳
三浦　裕介 5位 3.60 PB
萩澤　佑樹 7位 3.20
▼走幅跳
杉本　昌大 3位 6.87 +1.4
吉良　佳晃 4位 6.65 +1.7 PB
谷口　康晴 6.23 +1.5
▼三段跳
吉良　佳晃 3位 14.01 +2.6
秋山　 源 5位 13.31 +2.4 PB
谷口　康晴 12.68 +1.7 PB
▼砲丸投
森川　陽介 8位 11.57
嶋田研志郎 10.92
萩澤　佑樹 10.35
▼円盤投
田中　聡一 32.41
佐藤　慎祐 30.18
三浦　佑介 26.04
▼やり投
山本　貴之 53.43
佐藤　慎祐 45.89
有山　啓史 43.35
▼ハンマー投
田中　聡一 8位 45.91

女子対抗の部
▽100m
早瀬紗也佳 予 13.28 -1.2

8位 13.08 +1.8
冨田　夏希 13.46 +1.0 CB⑦
廣瀬亜由美 14.30 +1.9 PB
▽２００m
冨田　夏希 7位 28.41 -2.4 PB
▽400m
林　　奈央 68.87
▽800m
古林　暁子 2.39.87
川口紗弥香 5.24.89

古林　暁子 5.37.97
村尾　有紀 6.20.06
▽100mH
廣瀬亜由美 6位 18.29 +1.2 PB⑨
▽4×100m

4位 55.08
▽走幅跳
冨田　夏希 5位 4.74 +2.5 CB

河合-林-冨田-廣瀬

▽1500m(タイムレース)



 

 
総合成績 
▼男子 総合の部 
1 位 立命館大学  183 点 

2 位 京都産業大学 169 点 

3 位 同志社大学  121 点 

4 位 京都大学   76点 

 

▽女子 総合の部 

1 位 立命館大学  138 点 

2 位 龍谷大学   90 点 
3 位 京都教育大学 67 点 
6 位 京都大学   20 点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人戦・記録会などの結果 

     (2006年 12月９日～2007年 4月 22日) 

 

▽砲丸投
野尻真裕美 7位 6.76 PB
▽やり投
野尻真裕美 6位 19.76

オープンの部
▼100m
杉本　昌大 11.02 +1.4 PB
松井　延行 11.10 +2.3
七野　雅史 11.24 +0.6 CB
有山　啓史 11.57 +0.6
七野　雅史 22.81 -1.2 PB
福山　拓郎 15.41.13 PB
大澤健太郎 16.38.82
小林　啓人 16.43.15

▼5000m
山城　丈 17.37.04
▼100000m
宇部　達 32.22.77
下條　亘 33.11.52 PB♪

▼5000m
慶田　雄介 15.35.6 PB
二見　隆亮 15.58.1
福山　拓郎 16.07.2
前田　達郎 16.13.0
吉川浩太郎 16.15.8
佐藤　翔士 16.43.2 PB♪
北野　佑樹 16.56.5 PB
背戸　和寿 17.19.0
下條　亘 DNF
▽3000m
中村　有里 11.21.7
村尾　有紀 12.35.2 PB♪
片山　裕美子 12.52.8 CB♪

▼ハーフマラソン
相澤　泰隆 1.09.31
宇部　　達 1.09.59
慶田　雄介 1.12.10 PB♪
下條　亘 1.12.47 PB

▼10km
佐藤　章徳 32.39
吉川　浩太郎 33.21
西原　由高 33.25
小林　啓人 33.53
大澤　健太郎 34.55

▼ハーフマラソン
宇部 達 1.10.10
佐藤 章徳 1.12.17
小林 啓人 1.13.43 CB♪
山本 直 1.15.43
田中 斉太郎 1.19.41
山田 修裕 1.29.40
瀬々井 巌士 1.39.36
前田 昌也 1.45.41

第11回京都陸協記録会(12/10　西京極)

第14回京都シティハーフ(3/11　京都)

第4回学連記録会(2/9　長居周回コース)

宇治川マラソン(2/25　宇治川)

兵庫実業団記録会(12/9　尼崎)



 

 
 
 

 
 

▼100m
引地　原野 Ⅰ 11.28 +0.3

Ⅱ 11.54 -0.7
有山　啓史 Ⅰ 11.51 +2.5

Ⅱ 11.73 -0.8
杉本　昌大 Ⅰ 11.56 -1.4

Ⅱ 11.35 +0.4
七野　雅史 11.77 -1.1
三甲野　佑介 11.82 -1.0
▼200m
石田　真大 22.78 -1.5
杉本　昌大 22.88 -1.5
引地　原野 23.06 -2.0
七野　雅史 23.24 -1.5
▼400m
佐藤　翔士 51.50
高瀬　雄一郎 51.62
前川　真彦 52.14
井上　智志 52.99
石田　真大 53.83
上田　道久 55.36
▼円盤投
有山　啓史 23.11
▽100m
広瀬　亜由美 14.97 +0.2 CB

▼400m
葭中　聡 52.59
▼5000m
前田　達朗 15.47.66
吉川　浩太郎 16.05.53
下條　亘 16.09.04

▼100m
松井　延行 予 11.39 -1.1
杉本　昌大 予 11.45 -1.1
片山　拓 予 11.46 -1.1

５位 11.36 +1.3

▼100m
有山　啓史 Ⅰ 11.48 +1.5 PB

Ⅱ 11.42 +0.9 PB
▼200m
有山　啓史 Ⅰ 24.44 +0.4

Ⅱ 23.90 +1.1 PB

第1回奈良県強化記録会(4/1　鴻池)

第7回奈良市記録会(3/21　鴻池)

兵庫実業団記録会(3/24　尼崎)

第3回北和記録会(3/31　鴻池)

▼100m
石田　真大 11.18 +2.5
大野　敦史 11.28 +3.5
久保　慶護 11.58 +1.1
堀江　匠 11.69 +3.5
▼200m
石田　真大 22.61 +1.2
吉川　直樹 23.95 -1.0
▼400m
大野　敦史 51.68
井上　智志 51.73 PB
佐川　信太郎 52.98
押野　泰平 55.55
久保　慶護 56.54
▼800m
岡本　英也 1.54.79
佐藤　翔士 1.57.59
小林　弘尚 2.00.39 PBタイ
葭中　聡 2.02.96
平子　達也 2.06.40
▼1500m
小山　裕之 4.12.23
山下　輝芳 4.16.84
▼5000m
福山　拓郎 15.49.01
西原　由高 16.46.59
大澤　健太郎 16.53.73
▼400mH
井上　智志 55.52 PB
岡本　京祐 57.78 CB
▼3000mSC
下條　　亘 10.37.38
▼走幅跳
谷口　康晴 6.39 PB
▼やり投
佐藤　慎祐 49.17

▼100m
引地　原野 11.29 -1.3
石田　真大 11.43 -1.3
大野　敦史 11.48 -0.8
久保　慶護 11.62 -1.3
吉川　直樹 11.70 -0.8
金村　進介 11.79 -0.3
▼400m
藤崎 　 淳 51.13
押野　泰平 51.40
佐藤　翔士 51.68
井上　智志 51.78

第1回学連記録会(4/2-3　西京極)

第1回京都陸協記録会(4/７　西京極)



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

▼100m
松井 延行 Ⅰ 11.41 -0.9

Ⅱ 11.47 -0.6
石田 真大 Ⅰ 11.46 -0.9

Ⅱ 11.35 -0.6
白方 朗史 Ⅰ 11.59 -1.7

Ⅱ 11.68 -0.6
久保 慶護 Ⅰ 11.62 -1.1

Ⅱ 12.46 -1.1
花谷　直人 Ⅰ 11.74 -0.8

Ⅱ 11.82 -1.1
有山　啓史 Ⅰ 11.80 -0.4

Ⅱ 11.75 ±0.0
▼400m
佐藤 翔士 50.30 PB
白方 朗史 50.81
押野 泰平 50.85
葭中 聡 51.93
石田 真大 52.64
▽100m
横田　裕子 15.19
▽200m

横田　裕子 31.77 PB♪

▼800m

第1回奈良市記録会(4/22　鴻池)

第55回兵庫リレーカーニバル

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) 

石田　真大 51.91
葭中　 聡 52.13
田中　翔吾 56.70
櫻井　研吾 57.64 PB♪
▼1500m
小林　弘尚 4.09.13 PB
小山　裕之 4.09.81
▼5000m
小林　啓人 16.44.49
▼110mH
萩澤　佑樹 15.50 -0.4
▼円盤投
皆川　広太 23.80
やり投
山本　貴之 51.23
佐藤　慎祐 44.18
秋山　 源 43.26 ♪
▽100m
早瀬紗也佳 13.23 -0.8
廣瀬亜由美 14.93 -0.4 CB
▽100mH
廣瀬亜由美 18.65 -0.7 ♪
▽走幅跳
早瀬紗也佳 4.99 +0.8

▼10種競技
三浦　裕介 5107

PB♪
高跳･PB

▼100m
大野　 敦史 11.19 +1.3
引地 原野 11.20 +1.2 PB
七野 雅史 11.30 +3.5
三甲野裕介 11.65 +1.5
金村　進介 11.70 +1.9
▼200m
引地 原野 22.96 +1.9
▼800m
上田　道久 2.09.55

第2回京都陸協記録会(4/22　西京極)

大阪インカレ(4/9-10　鴻池)

11.92(＋1.3)-6.13(＋0.8)-8.80-1.83-55.25
18.21(±0.0)-22.01-3.40-33.65-5.02.25
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