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関西学生駅伝への展望 

 

 来たる１１月１５日、琵琶湖において関西学生駅伝が開催されます。 

我が長距離パートは昨年の悔しさを晴らすべく、この 1 年間この琵琶湖路、さらには来

年の伊勢路を目指して高い意識を持って練習に取り組んでまいりました。その結果目覚し

い成長を遂げ、今期のインカレ、七大戦などの対校戦では、エース小山（俊）や 4 回生近

藤を中心に好成績を残しています。また上記の２人以外にも２回生を中心に多くの部員が

タイムを伸ばし、全体としても非常に良い雰囲気の中で練習をすることができました。 

その勢いは秋に入ってもさらに加速し、秋の記録会では主力を含め大多数の人間が自己

ベストを更新しております。今年のメンバーは多くの者が蒼穹ランキングの上位に名を連

ね、上位 8 人の 5000ｍの平均タイムは「14 分 59 秒 72」と、ついに平均タイムで 14 分

台を達成しました。また昨年からのスタミナ面の徹底強化が実り、10000ｍにおいても好

記録をマークするなど、長い距離にも対応できることも証明されています。5000ｍのスピ

ードに加え、スタミナも十分の今年のチームは間違いなく京大史上最強です。 

このチームの目標は平成における京大最高順位である６位以内。厳しい目標であること

は承知の上でこの目標を立てましたが、今年の激しいメンバー争いを勝ち抜いた者達は、

タイムだけではなくたくましさと責任感を兼ね備えておりますので、目標を実現する力を

持っていると確信しております。 

蒼穹会の皆様には日ごろより暖かいご支援・ご声援をいただき、部員一同大変感謝して

おります。本大会では６位以内という結果を残すことによって、その御恩に報いたいと思

いますので、変わらぬご支援とご声援、よろしくお願いします。 

 

 

 

京都大学陸上競技部長距離パート長   前田 達朗 
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監督挨拶 

 

11 月 15 日に琵琶湖で関西学生駅伝が行われます。長距離の選手達にとっては 1 年の内で

最も大きな試合であり、ここまで全員が一丸となって練習を積み重ねてきました。今年は例

年と比較すると、若い選手が多いオーダーになっていますが、エントリータイムの平均は近

年稀に見る好タイムです。また、どの選手も競技力だけでなく、競技に対する意識も非常に

高い選手達ばかりです。今年の駅伝はこれまでにない面白いレースが展開されると思います。 

長い距離を走る選手達にとって、応援は欠かすことができません。当日は、少しでも多く

の蒼穹会の皆様に足を運んでいただき、選手達に熱いご声援を頂けますようよろしくお願い

します。 

 

 

京都大学陸上競技部監督   石田 真大 

 

 

 

関西学生駅伝大会の概要 

第 70 回 関西学生対校駅伝競走大会兼西日本大学招待 
平成 20 年 11 月 15 日（土）午前 8 時 00 分スタート 

区間 
トップ通過 

予想時刻 
コース 距離 

１  西浅井町役場→大浦交差点→(県道 557号線)→サニービーチ高木浜 11.1km 

２ 8 時 32分 サニービーチ高木浜→高木浜交差点→(県道 54号線)→平和堂今津店 7.3km 

３ 8 時 53分 平和堂今津店→(県道 333号線)→(県道 304号線)→びわ湖子どもの国前 11.0km 

４ 9 時 27分 
びわこ子どもの国前→(県道 304 号線)→浜北交差点→国道 161 号線高架下→勝野

交差点→国道 161号線合流→白ひげ浜すずらん食堂 
9.6km 

５ 9 時 56分 白ひげ浜すずらん食堂→(国道 161号線)→びわこ成蹊スポーツ大学 8.8km 

６ 10時 23 分 びわこ成蹊スポーツ大学→(国道 161号線)→近江ゴルフクラブ駐車場 12.8km 

７ 11 時 02分 
近江ゴルフクラブ駐車場→琵琶湖大橋→琵琶湖大橋東詰交差点→(県道 559 号

線)→北山田駐車場 
15.1km 

８ 11 時 47分 北山田駐車場→(県道 559号線)→大萱交差点→近江大橋→膳所城跡公園 7.7km 

トップゴール予想時刻：12 時 12 分                       全行程 83.4ｋｍ 

注）第四中継所、第六中継所で 10 分以上先頭から遅れたチームを対象に、繰上出発が行われる。 
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関西学生駅伝の出場校 

・ナンバーカード 1～13 は昨年の順位、14～18 は予選会の順位による。また、19～22 は西日本大学招待

チーム（オープン参加）である。 

・今 70 回大会で 10 位以内の大学は、来年 71 回大会の出場権を得る。また、10 位以内の大学は、来年の

第 41 回全日本大学駅伝関西学連予選会の出場権を得る。 

 

〈関西代表校〉 

 

〈西日本大学招待〉 

19 愛知工業大学(愛知) 20 中京大学(愛知)   

21 第一工業大学(鹿児島) 22 福岡大学(福岡)   

 

 

 

 

なお、出場校に関する情報は、びわ湖大学駅伝ホームページ(http://osaka.yomiuri.co.jp/biwaekiden/)

にも掲載されておりますので、そちらもご覧ください。

 

1 立命館大学 2 京都産業大学 3 大阪体育大学 

4 近畿大学 5 奈良産業大学 6 関西学院大学 

7 大阪経済大学 8 大阪教育大学 9 佛教大学 

10 関西大学 11 京都大学 12 神戸大学 

13 龍谷大学 14 大阪大学 15 大阪府立大学 

16 同志社大学 17 びわこ成蹊スポーツ大学   

18 甲南大学   

      

http://osaka.yomiuri.co.jp/biwaekiden/
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京都大学のメンバー紹介（タイムは今期ベスト） 

 

 １区 11.1km 小山 俊之 (2) 5000:14.36.6  10000:30.53.62  

 序盤の流れを決めるエース区間１区を託されるのは、2 回生トリオの一番手にして誰も

が認める京大のエース、小山俊之。彼は今シーズン大きな飛躍を遂げ、関西インカレ 2 種

目入賞、七大戦 2冠、全カレにおける 1500ｍの蒼穹新、と 1年を通じて皆の期待に応え続

けエースとしての役割を果たしてきた。中長の各種目で蒼穹ランク 5 位以内の記録を持っ

ており、その実力は関西でもトップクラスであることに疑いはない。この 1 区は非常にレ

ベルが高く、毎年京大にとって鬼門となっている区間であるが、1500ｍのスピードに加え、

抜群の勝負強さを持つ彼ならば、驚くような好位置で襷を持ってきてくれるに違いない。 

 

 ２区 7.3km  小山 裕之 (3) 5000:14.52.76  

 実弟俊之から襷を受けるのはスピードランナーの兄裕之。この駅伝は今年で 3 年連続 3

回目の出場である。今シーズンは 5 年ぶりに 5000ｍの自己ベストを更新して 14 分台（歴

代 10位）のタイムをマークするなど充実したシーズンをおくっている。安定感の面で弱冠

の不安はあるが、抜群のポテンシャルを持ち、爆発力チーム No１の彼の走りが、チームの

6位以内という目標達成の鍵を握ることは間違いない。各大学のスピード自慢が集うこの 2

区で、是非ともそのスピードを如何なく発揮してチームの勢いをさらに加速させて欲しい。 

 

 ３区 11.0km 近藤 学宏 (4) 5000:14.54.03  10000:31.11.93  

 3区を走るのは 4回生の近藤。今シーズンは 3000SCで関カレ 8位入賞、七大戦優勝、と

チームの柱として活躍し、走りで前田と共にチームを引っ張ってきた。秋には 10000ｍで

も好タイム（歴代 8 位）を出して長い距離も走れることを証明した。毎年この区間までで

駅伝の大勢が決まるだけに、ここにも各大学のエースが集まり京大にとって踏ん張り所で

ある。しかし粘り強く、単独走も苦にしないという近藤であれば、まず各校のエースに対

しても大きな遅れをとるということはない。近藤は過去 3 年調整ミスにより駅伝で良い結

果を残せていないが、今年は慎重に調整しており、今年こそ、その真の力を発揮してチー

ムを上位に導いてくれるだろう。 

 

 ４区 9.6km  山田  唯 (2) 5000:15.01.15  

 4区を走るのは 2回生トリオの 1人で、5000ｍのタイムを 30秒以上短縮するなど今期成

長著しい山田唯。今勢いのある 2 回生の象徴的存在の彼は、練習熱心で故障時にも腐らず

筋トレなどをしっかりするなど意識の高い選手である。この中盤の 4 区はどうしても各大

学とも戦力も落ちてくる区間であるが、ここに彼ほどの力を持つ選手を配することができ

ることが、今年の京大の強さを物語っている。自慢のスピードを活かしてこの区間で一気

に勝負をかけ、他大学との差を広げる走りをして欲しい。 
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 ５区 8.8km  吉川 浩太郎 (M1) 5000:15.19.5  

 5区を走るのは苦労人吉川。琵琶湖は 3 年ぶりの出場である。昨年度は 13人に入ること

ができずに涙を呑んだが、チーフとしての責任を全うし、その後もしっかり駅伝までチー

ムを引っ張った。その成果もあって昨冬から一気に力をつけて記録も大幅に伸ばした。も

ともと涼しくなると格段に調子を上げるタイプの選手で、今年も秋以降急激に調子を上げ

て選考会も文句無く通過した。この 5 区はアップダウンが多く、特にラストの坂は強烈な

ものであるが、そこは精神力次第でなんとでもなる。是非とも今までの想いをぶつける走

りで坂を駆け上がって欲しい。 

 

 ６区 12.8km 前田 達朗 (4) 5000:15.08.74  10000:31.18.69  

 6 区を走るのは長距離チーフの前田。チーフ就任から 1 年間、妥協を許さない厳格な姿

勢でチームをまとめ、高い意識を持って誰よりも多くの練習をこなしてチームを引っ張っ

てきた。ここにきて練習の成果も一気に現れ、10000ｍで歴代 10 位のタイムをマークする

など、ここ 10 年で最強のチーフ（2004 年西村氏を除く）となった。選考会でもライバル

近藤に 3 年ぶりに勝利してその後もさらに調子を上げている。また何と言っても彼の琵琶

湖に懸ける思いは誰よりも強い。この 6 区は距離の割に各大学とも選手の質は落ちてくる

ので、チーフの意地で、何としても区間 5 位以内の走りをしてチームを上位に押し上げ、7

区柿本の負担を軽くしたい所である。 

 

 ７区 15.1km 柿本 悠貴 (2) 5000:15.09.46  10000:31.20.81  

 最長区間 7 区を走るのは 2 回生トリオの 3 人目柿本。今シーズンは関カレハーフで 9 位

の好成績を残して以降、故障などに悩まされていたが秋に入って完全復活を果たし、さら

に力をつけてきた。事前の選考会においても余裕の走りで、14分台、30 分台のチームメイ

トを全く寄せ付けない強さを見せて見事トップ通過を果たした。この 7 区で京大は毎年大

ベテラン相澤氏の神がかり的な走りに助けられており、この区間を誰が走るかがこの 1 年

のチームの最大の課題であった。しかし皆に満場一致で 7 区に指名された彼ならば相澤氏

超え、さらには相澤氏でも果たせなかった区間 5位以内も夢ではないと思われる。 

 

 ８区 7.7km  櫻井 研吾 (3) 5000:15.22.6  10000:32.07.32  

 8 区を走るのは今年も 8 番目でメンバーに滑り込んだ櫻井。今期も春先から伸び悩んだ

が、秋に入ると 10000ｍで好タイムをマークするなどようやく調子を上げてきた。この 8

区は京大にとって相性のよい区間であり、さらに他大学の選手の力もかなり落ちてくるの

で、ライバル校に負けることは許されない区間である。櫻井は次期チーフであり、伊勢路

を目指す来期のチームを引っ張っていく上でも、是非ともここでいい結果を残して欲しい

ものだ。彼の意地の走りに期待したい。 
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①スタートから第２中継所 

 

②スタート地点周辺

 

 

 

③第１中継所周辺 
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④第２中継所周辺 

⑤第２中継所から第３中継所 

 

 

 

⑥第３中継所から第４中継所 
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⑦国道１６１号線合流地点付近 

 

 

 

 

⑨第４中継所から第５中継所

 

⑧第４中継所周辺 

 

 

 

 

 

 

⑩第５中継所周辺 
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⑪第５中継所から第６中継所 

 

 

⑫第６中継所周辺 
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⑬第６中継所から第７中継所 

 

 

 

⑭第７中継所周辺
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⑮第７中継所からゴール 

 

 

 

 

 

 

⑯ゴール地点周辺 
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京阪神新人戦の結果 

 

第 44 回京阪神三大学対校陸上競技大会 

兼第 15 回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 

（11/1 山城総合運動公園陸上競技場） 

 

男子総合結果 

1 位 大阪大学 145 点（T70 点 F75 点） 

2 位 京都大学 135 点（T71 点 F64 点） 

3 位 神戸大学  55 点（T44 点 F11 点） 

 

女子総合成績 

1 位 大阪大学   52 点（T34 点 F18 点） 

2 位 京都大学  20 点（T8 点 F12 点） 

3 位 神戸大学   7 点 （T7 点 F0 点） 

 

 

対校の部     

▼100m     

吉田 繁治 優勝 10.78 -1.1 NGR 

山田  諒 5位 11.52 -1.1  

▼200m     

吉田 繁治 優勝 22.20 -0.1  

前田 峰尚 6位 23.91 -0.1  

▼400m     

山口 芳弘 2位 50.85   

田所 竜翔 6位 53.23   

▼800m     

大川  亮 優勝 2.01.59   

内田 健弥 3位 2.04.19  CB 

▼1500m     

小山 俊之 優勝 3.58.27  NGR 

坂本  剛 3位 4.14.17   

▼5000m     

柿本 悠貴 2位 15.10.81   

 

 

 

山田  唯 5位 15.48.87   

▼110mH     

前田 靖朋 2位 16.66 +1.5 PB 

大橋 正義 3位 16.92 +1.5 CB 

▼400mH     

山口 芳弘 優勝 56.96   

田所 竜翔 5位 59.29   

▼4×100Ｒ     

前田峰-吉田-秋元-山田諒 2位 42.54  

▼4×400Ｒ     

田所-山口-鈴置-小山俊 2位 3.27.93  

▼走高跳     

松室 尭之 3位 1.75   

巳波 壮馬 4位 1.60   

▼棒高跳     

秋元 一志 優勝 4.40  NGR 

田中 皓介 2位 4.40  NGR 



 14 

▼走幅跳     

田中 皓介 2位 6.05 +0.8  

高棹 真介 4位 5.83 -0.9  

▼三段跳     

高棹 真介 3位 12.92 +0.2  

藤本 心太 4位 12.08 +0.2  

▼砲丸投     

平野 実晴 優勝 11.53   

矢川 勝太 4位 8.82   

▼円盤投     

矢川 勝太 2位 30.34   

平野 実晴 3位 28.23  PB 

▼ハンマー投げ    

矢川 勝太 3位 22.21  ♪ 

内野 宏俊 4位 15.32  ♪ 

▼やり投     

平野 実晴 3位 46.55   

矢川 勝太 5位 41.60  CB 

▽100m     

冨田 夏希 3位 13.28 -0.3  

早瀬紗也佳 4位 13.29 -0.3  

▽400ｍ     

廣瀬亜由美 4位 67.52   

中山 恵理 5位 75.18  PB 

▽800m     

福谷 彩織 4位 2.31.66  CB⑨ 

市塚 友香 5位 2.52.19  PB 

▽3000m     

森山友紀子 3位 11.51.19   

上田 容子 4位 11.52.19  CB 

▽4×100Ｒ     

廣瀬-早瀬-福谷-冨田 3位 53.06   

▽走高跳     

早瀬紗也佳 3位 1.43  CB⑤ 

冨田 夏希 4位 1.30  ♪PB⑩ 

▽走幅跳     

冨田 夏希 2位 4.94 +1.3  

早瀬紗也佳 3位 4.81 +1.1  

▽やり投     

早瀬紗也佳 2位 26.53   

野尻真裕美 4位 19.77   

 

     

オープンの部    

▼100m     

石田 真大  11.53 -0.1  

前田 靖朋  11.60 +1.1       PB  

前田 峰尚  11.64 +1.3  

丸野 晃嗣  11.90 +1.1  

山瀬 康平  12.03 -0.1       ♪  

川室 太希  12.30 -0.8     CB  

▼1500m     

田淵  亮  4.18.33   

中村 秀樹  4.22.15   

白石 晃将  4.22.23 PB  

▼5000m     

前田 達郎  15.08.74 PB  

山本  直  16.09.86   

     

     

     

     

菊川 信人  16.18.76   

佐藤 章徳  DNF   

▼4×400Ｒ     

川室-大川-白石-大橋 3.38.73    

▽100m     

廣瀬亜由美  14.34 +0.4  

山口 咲希  14.88 +0.4  CB 

▽800m     

山添 由貴  2.34.28  CB 

▽3000m     

山添 由貴  11.30.17   
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個人戦・記録会などの結果 

（10/1～11/3） 

関西学生長距離強化競技会（10/1 尼崎） 

▼5000m     

吉川浩太郎  15.33.84   

鈴木 達哉  15.56.68  CB 

中桐 寛仁  16.29.60  CB 

松下 亮祐  17.10.45   

▼10000m     

小山 俊之  30.53.72  PB⑤ 

近藤 学宏  31.11.93  ♪⑧ 

前田 達朗  31.18.69  PB⑩ 

柿本 悠貴  31.20.81  ♪⑪ 

櫻井 研吾  32.07.32  PB 

菊川 信人  33.27.18  PB 

下條  亘  34.05.47   

     

兵庫陸上競技秋季記録会（10/4-5 ユニバー）     

▼200m     

山口 芳弘  23.54 +0.2 ♪ 

▼5000m     

坂本  剛  16.26.27   

▼三段跳     

藤本 心太  12.09 ±0.0  

     

第 63回国民体育大会 

（10/3-7 大分スポーツ公園九州石油ドーム）     

▼10000mW     

廣江  悠 8位 42.50.05   

     

第 4回神戸市長距離記録会（10/9 ユニバーサブ）     

▼5000m     

山本  直  15.43.15   

西原 由高  16.08.56   

三上  翔  16.09.10   

中桐 寛仁  16.37.10   

松下 亮祐  16.52.31   

     

第 6回尼崎中長距離記録会（10/10 尼崎）     

▼5000m     

菊川 信人  15.50.5  PB 

小林 啓人  16.54.8   

     

第 5回田島直人記念陸上競技大会（10/19 下関）     

▼100m     

     

久保 慶護 予 11.33 +1.6  

▼やり投     

佐藤 慎祐 決 50.12   

▽走幅跳     

冨田 夏希 決 5.19 +2.7  

     

第 33回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会 

                （10/19 高島平周回コース） 

▼20km     

二見 隆亮  1.09.45  ⑫ 

     

第 45回関西学生陸上競技学年別選手権大会 

第 30回関西学生混成選手権大会 (10/21-24長居第二) 

▼1年 800m     

大川  亮 予 2.01.53  CB 

 準 2.00.90  CB 

内田 健弥 予 2.05.11  CB 

▼1年 3000mSC     

中村 秀樹 決 10.05.98  CB 

▼1年棒高跳     

秋元 一志 3位 4.50  CB 蒼穹タイ 

▼1年砲丸投     

平野 実晴 6位 11.32   

▼2年 100m     

吉田 繁治 予 10.74 +1.1  

 準 10.82 ±0.0  

 4位 10.93 ±0.0  

▼2年 200m     

田所 竜翔 予 24.25 -0.6 CB 

▼2年 3000mSC     

中桐 寛仁 決 10.24.39  CB 

▼2年棒高跳     

小西 康晴 決 NM   

▼3.4年 100m     

石田 真大 予 11.65 -0.6  

有山 啓史 予 11.77 -0.6  

▼3.4年 200m     

吉川 直樹 予 23.00 +0.6 PB 

▼3.4年 800m     

佐藤 翔士 予 2.00.22   

 準 1.57.82   

 2位 1.55.96   

野田 崇洋 予 2.04.12   
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上田 道久 予 2.05.12   

▼3.4年 3000mSC     

田淵  亮 決 9.55.07  PB 

▼共通 10000mW     

生谷 隆麿 決 56.09.65  PB⑥ 

▼共通十種競技     

三浦 裕介 決 5026   

11.94(-0.4)-6.36(+1.5)-9.89(PB)-1.75-55.27(PB)-     

23.74(+0.3)-29.29-3.80-38.39-5.10.58     

佐藤 慎祐 決 3757  ♪ 

12.22(+0.5)-4.83(+0.2)(PB)-10.38-NM-59.12(♪)-     

20.87(±0.0)(♪)-27.82-2.20(♪)-46.55-5.25.04(♪)     

     

第 2回宇治市陸協記録会（10/25 太陽が丘）     

▼100m     

佐藤 翔士  11.73 +0.6 ♪ 

谷口 康晴  11.84 +0.6 ♪ 

前田 靖朋  11.94 +0.1  

丸野 晃嗣  12.07 +0.1  

▼400m     

上田 道久  55.47   

▼800m     

山瀬 康平  2.10.50  ♪ 

▼1500m     

野田 崇洋  4.21.62   

▽100m     

濱田 真衣  14.45 -0.7  

▽走高跳     

佐々木友梨  1.45  PB 

     

第 15回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(10/25 服部)  

▼100m     

吉田 繁治 予 10.97 -0.2  

 優勝 10.93 -0.7  

     

第 4回奈良県強化記録会(10/26 樫原)   

有山 啓史  11.79 ±0.0  
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http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic

http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/index.html
http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/kiroku/index.htm
http://gold.jaic.org/icaak/index.htm
ryu-t@kdt.biglobe.ne.jp　(田所)

陸上部記録HP
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