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主将挨拶 

 

いよいよ春の大一番、関西インカレが目前に迫ってまいりました。関西インカレ 1部で戦うのは今年で 5年連

続となります。先輩方が守ってこられた 1 部校の座を来年以降にも継いでいけるよう、厳しい戦いになることは

間違いありませんが、部員一人ひとりが自分の役割を果たしながら臨んでいきます。 

去る 4月 26日にはロードの部が行われ、京都大学からは 3名の選手が出場しました。残念ながら入賞はな

りませんでしたが、あと一歩のところまで強豪校を追い詰める走りでチームに勢いをもたらしてくれたと思いま

す。 

トラック・フィールドの部は 5月 9・10日（西京極）、17・18日(長居第二)の日程で開催されます。お忙しい中で

あるとは存じますが、蒼穹会の皆様にも試合会場に足を運んでいただき、現役部員の戦いぶりをご覧頂きたく

思います。ご声援の程、宜しくお願い致します。 

 

京都大学陸上競技部主将   廣江 悠 

 

監督挨拶 

 

今年もいよいよ関西インカレの季節となりました。例年と同様、１部の残留争いは熾烈になることが予想され

ます。しかし、今年の布陣は昨年よりも強化されており、必ず良い結果が生まれると信じています。 

先日行われたロードの部では２回生の柿本が事前のランキングを大きく覆し、得点まであと一人という９位を

獲得し、チームに良い流れをもたらしてくれました。この流れに乗って、トラックの部でも選手達には好記録を残

してもらいたいと思います。 

また、上位校との差は大きいですが、女子の選手達もそれぞれが持つ力を発揮し、夏の七大戦につながる

物を得て欲しいと思います。 

今年は、得点圏内の種目が４日間に分散されており、連日目が離せない熱い戦いが繰り広げられると予想

されます。蒼穹会の皆様には、ぜひ全日程に応援に駆けつけていただき、ご声援を頂き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 
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・関西インカレハーフマラソン結果 

(４月２７日 長居公園周回) 

1位 藤原 庸平 立命館大3 1:07:02 

2位 中嶋 聖善 立命館大M1 1:08:20 

3位 寺本 英司 立命館大2 1:08:22 

4位 松ヶ野 毅 京都産業大2 1:08:27 

5位 北浦 貴士 近畿大3 1:08:41 

6位 林  哲也 京都産業大4 1:08:49 

7位 加藤 秀和 関西学院大4 1:09:14 

8位 関谷 宜輝 京都産業大3 1:09:22 

9位 柿本 悠貴 京都大2 1:09:56 

17位 宇部  達 京都大D1 1:11:43 

20位 慶田 雄介 京都大4 1:12:45 

 

ハーフマラソン終了時点での男子１部対校得点 

 

1位 立命館大 21点 

2位 京都産業大 9点 

3位 近畿大 4点 

4位 関西学院大 2点 

 

 

 

 

今年は例年と比べるとそれほど暑くなく、平年並み

の気温の中で行われた。 

トラックを出た直後立命の藤原が飛び出したものの、

序盤は 5km を 16 分 30 秒、10km を 33 分前後と 2

位集団はそれほど速くはないペースで3人ともその集

団にしっかりついてレースを進める。しかし10km過

ぎに集団のペースが上がると慶田、柿本は離されてし

まい13km付近まで粘った宇部もそこからは我慢のレ

ースとなった。その中で柿本は集団から離れた後、徐々

に盛り返して自分のペースを刻んでいき、有力選手を

次々と捕えて9位に入るという大健闘を見せた。宇部

慶田は後半非常に苦しいレースとなったが、最後まで

気持ちを切らさずに走り、落ちてきた選手を拾ってい

ってレースを終えた。 

惜しくもポイント獲得はならなかったが、柿本の快

走、宇部慶田の諦めない姿勢はトラックの部を控える

京大チームを勢いづかせる走りであった。 

 

 

・関西インカレ展望 

～短距離～ 

100ｍ 

石田 真大（M２）      10.85 

吉田 繁治（２）       10.99 

 

石田は昨年に引き続き、今年も関西インカレに出場

する。今シーズンはまだ今ひとつの調子が続くが、関

西インカレという舞台において石田は毎年勝負強さを

見せてくれる。ぜひ今年も10秒台の走りで予選突破を

目指してほしい。 

吉田は京都インカレでも 11.03という好タイムを出

しており、こちらも 10秒台の期待がかかる。周囲のレ

ベルも高く対抗戦としても盛り上がるこの大舞台で臆

することなく戦ってほしい。そして、自己ベストの更

新を期待したい。 

 

200ｍ 

久保 慶護（３）      21.93 

吉田 繁治（２）      22.32 

 

200mには、今年も短距離の主力として活躍してくれ

るであろう二人が出場する。 

久保は京都インカレでこそ実力を十分に発揮できな

かったが、今シーズンすでに 100mと 400mでは大学ベ

ストに並ぶタイムを出しているので調子は決して悪く

はないと思われる。この大会で納得のできる走りをし

て、勢いをつけ、ぜひ今年もこの種目で昨年以上の活

躍を見せてほしい。 

吉田は 200m という種目でもまだまだ記録をのばせ

るはずである。今後の七大戦やそれ以降の試合で戦う

ためにももうひとつ上のレベルのタイムを期待したい。 

 

400ｍ 

萩生 翔大（２）      50.73 

 

萩生は冬練から春先のスピード練にかけてとしっか

り練習もつめていて調子は非常にいい。京都インカレ

でも決勝進出を果たし勝負強さも備えているので、こ

の 40 秒台が当たり前の世界でぜひ自己ベストを狙っ

て欲しい。積極的なレースを期待したい。 

 

110ｍH 

水谷 太郎（M２）      14.93 

 

水谷はこの種目はいつも安定していて、京都インカ

レでも予選、決勝ともに 14.9台という好記録でまとめ

ている。昨年に続き、今年もぜひ決勝進出を果たし高

得点を狙ってほしい。 
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400mH 

水谷 太郎（M２）     51.92 

岡本 京祐（３）      56.40 

 

水谷は京都インカレを 51 秒台で優勝したばかりで

非常に波に乗っている。この勢いで、昨年は果たせな

かった関カレ 2度目の優勝を果たしてほしい。 

岡本は冬練をしっかりこなしているため、今年は昨

年以上の走力をもってこの種目に臨めると思われる。

京都インカレでも大学ベストを出しており、調子も悪

くないので、ぜひ自己ベストの更新、そして今年は 55

秒台のタイムで走れるようになってもらいたい。 

 
関カレで活躍が期待される水谷(左) 

 

4ｘ100ｍR 

石田・水谷・七野・有山・久保・吉田 

 

オーダーは石田-吉田-久保と続き四走に七野か有山、

という形で臨むと思われる。京都インカレでの四継は

不本意な形で終わってしまったため、今回こそは納得

のできるバトンワークで完走してもらいたい。 

決勝ラインは例年通りだと 40秒台から 41秒台前半

と非常にレベルが高いため、全員がしっかりと実力を

出し切って戦って欲しい。 

 

4ｘ400ｍR 

水谷・葭中・佐藤翔・押野・久保・萩生 

 

オーダーは未定だが、走者は水谷・押野・久保・萩

生になると思われる。こちらも例年通りだと 3 分 14

秒台が決勝ラインとなるため、全員がベストパフォー

マンス、あるいはそれ以上の力を出し切らないと勝ち

残るのは難しい。周りのハイレベルなレース展開にひ

るむことなく食い下がってほしい。 

 

女子１００ｍ 

富田 夏希（３）      13.22 

 

京都インカレでは大学ベストにせまる勢いの好走を

見せ、今シーズンもさらなる飛躍が期待される冨田。

最近は短短だけでなく、短長で距離をつんだりと練習

も積極的にこなせているので、ぜひ周囲の選手と競っ

て 12秒台の記録を目指してほしい。 

 

女子１００ｍＨ 

廣瀬亜由美（３）      18.27 

 

今シーズン 100mHはこの大会が初レースとなる廣

瀬。100mはすでに 2度走り、調子も上向いてきてい

る。また昨年からハードリングやスタートなど、積極

的に技術練も取り入れその成果も現れ出している。あ

とは一つ一つの試合で確実に結果を残しながら対校戦

で得点に絡める実力をつけていってほしい。 

 

女子4ｘ100ｍR 

早瀬・富田・廣瀬・福谷 

 

廣瀬-早瀬-福谷-冨田の走順で臨む。女子四継は今シ

ーズン初レースとなる上、メンバーも福谷が初参加と

いうことで今後の七大戦への前哨戦という意味でも重

要なレースとなる。決勝進出は厳しいが、一つでも多

くのレースで経験を積み、それを昇華させて今後に繋

げてほしい。 

 

～中距離～ 

800m 

岡本 英也（M２）    1.52.39 

佐藤 翔士（４）     1.54.75 

小林 弘尚（３）     1.58.35 

 

岡本は就職活動で忙しい中、京都インカレで優勝す

るなど好調を維持している。2 年振りの表彰台、そし

て初優勝も十分に狙える。いつもの勝負強い走りで自

身初の栄光を掴み取って欲しい。 

佐藤は今年はまだ良い結果を残せていないが、調子

は上がってきている。一戦一戦に集中して、2 年連続

の決勝進出を果たしてもらいたい。 

小林はシーズンインは調子が良くなかったが、京都

インカレでは 1分 58秒台を出し、着実に調子を上げて

きた。まずは予選突破、そして標準切りを目指して積

極的なレースを展開して欲しい。 

 

 

1500ｍ 

佐藤 章徳（Ｄ３）      3.55.71 
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岡本 英也（Ｍ２）      3.54.52 

小山 俊之（２）       3.54.70 

 

3人とも 4月 5日の記録会の同じレースに出場し、

好結果を記録した。3 人とも決勝に駒を進む力を十分

に備えており、かなりの得点が期待される。 

佐藤は就職活動と日程が重なってしまい、出場出来な

い可能性が高い。もし出場することが出来れば、上位

入賞も十分に期待できる。 

岡本は冬練の走り込みの成果により、上述の記録会

でついに 3分 55秒の壁を突破し、京都インカレでは 3

位に入った。勝負強い走りで表彰台を狙って欲しい。 

小山は上述の記録会でベストを更新し、京都インカ

レを征した。シーズンインから好調を維持しており、

持ち前の勝負強さを生かして表彰台を狙って頑張って

欲しい。 

 

２種目入賞の期待がかかる岡本 

 

～長距離～ 

5000m 

田中 裕介（M1）     NR 

小山 俊之（２）     14.36.6 

 

5000mにはM１の田中と2回生の小山俊之が出場する。 

田中は早稲田大学からやってきた法科大学院１回生で、

昨シーズンは故障していたものの自己ベストは 14 分

40秒台の選手である。本人も今の状態であれば確実に

14分台は出ると言っており、本番ではその実力を遺憾

なく発揮してポイントに絡んでくれるだろう。 

一冬を越え、もはや完全に京大長距離のエースとなっ

た小山俊之は歴代 3位の記録を引っ提げてこの種目に

臨む。前日の 1500mの疲れも懸念されるが、京都イン

カレで立命の選手 2人を倒すなど絶好調の俊之にとっ

てその心配は無用である。関西インカレでもその好調

さを維持して高得点を獲得し、いつものようにチーム

に勢いをもたらしてくれるに違いない。 

 

 

10000m 

前田 達郎（4）    31.27.14 

 

10000m には 4回生長距離パートチーフの前田が出場

する。前田は 12月の記録会で歴代 9位の好タイムをマ

ークして周囲を驚かせると、その後の冬練でもチーフ

として高い意識で練習に取り組んできた。3 月の記録

会でも悪条件の中でベストに近いタイムをマークして

おりその成果もでている。 

関西インカレでは暑さとハイペースという過酷なレ

ースが予想されるが、彼の関カレにかける熱い思いと

チーフとしての責任感の前にはそんなものは関係ない。

必ずやベストを更新してポイント獲得という大仕事を

やってのけるであろう。 

3000mSC 

佐藤 章徳（Ｄ3）     9.03.20 

近藤 学宏（４）     9.23.43 

山田  唯（２）       9.34.25 

 

3000m障害には佐藤、近藤、山田の3人が出場する。 

学生生活最後の関カレとなる佐藤は当然優勝を狙う。

先日の京カレでは精彩を欠いたが大ベテランの佐藤の

こと、必ずや修正して2度目の優勝という偉業を達成

してくれるであろう。 

近藤は諸事情により冬練が積めず周囲を心配させた

が、京カレでは「やはり近藤」という好走をみせた。

本番までにはきっちり練習を積んで佐藤と共に京大に

大量ポイントをもたらしてくれるであろう。 

2 回生の山田は故障で冬練を積めなかったが、筋ト

レなどに意欲的に取り組んだ成果もあり、復帰後すぐ

に自己ベストを更新した。最近の練習でも調子が良い

ので、さらに自己ベストを更新してポイントに絡む可

能性は十分あるだろう。 

 

10000mW 

菊川 信人（M２）    58.09.60 

廣江  悠（４）     44.05.05 

 

2部の方が1部よりレベルの高い男子10000mW。京

大からは2名が出場する。 

菊川は競歩の経験はまだ浅いが、歩くたびに記録を伸

ばしている。競歩の動きにもかなり慣れてきたような

ので、初の関西インカレでも試合特有のリズムに乗っ

て自己ベスト、更には入賞を期待したい。 

廣江は最後の関カレを迎える。主将として自ら出場す

る唯一の対校戦である。1 部は勿論、2 部の選手にも

先着して存在感を発揮してほしい。 

 

～跳躍～ 

走幅跳 
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谷口 康晴（３）      6m64 

 

谷口は昨シーズンに痛めた足首も回復し調子も上が

ってきている。関カレでの入賞は厳しいと思われるが、

自分らしい思い切った跳躍をして自己ベストを更新し

てほしい。 

 

三段跳 

吉良 佳晃（５）      14ｍ51 

秋山  源（３）           13ｍ30 

 

 吉良は最近しっかりと練習をつんでおり、京カレで

もまずまずの結果を残した。ベスト8を狙うとともに

悲願の15mも狙っていく。 

関カレ初出場の秋山はまだまだ伸び盛りの選手であ

る。大舞台での大幅な自己記録更新を期待したい。 

 

棒高跳 

秋元 一志（１）      4ｍ50 

田中 皓介（１）      4ｍ40 

 

ここ数年出場選手がいなかった棒高跳には一回生の

秋元と田中が出場する。二人とも高校時代のベストは

関カレ標準の高さを越えている。試合までにできるだ

け体と技術を取り戻してベスト近くの高さを跳んでも

らいたい。 

 

女子走幅跳 

早瀬紗也佳（４）      5ｍ10 

 

 今年も走幅跳に出場する早瀬であるがシーズン目前

に足を故障してしまい思うように練習が出来ていない。

うまく調整して最低5mは跳んでもらいたい。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

嶋田研志郎（３）      11m35 

 

先日の京都インカレでは奮わない結果に終わった嶋

田だが、課題を見つけてモチベーションも上がってい

る様子。昨年はこの大会で大学ベストを出し、相性も

いいようなので大幅な自己ベスト更新を目指してがん

ばってほしい。 

 

ハンマー投 

久下 哲寛（４）      ＮＲ 

 

昨年の冬から部に復帰し、新たにハンマー投げを専

門とした久下。まだ経験は浅いが、この冬は誰よりも

しっかりとハンマーを投げ込んだ。練習の成果をしっ

かり発揮し、七大へ向けて飛躍を期待である。 

 

やり投 

佐藤 慎祐（３）      53ｍ21 

 

やり投には佐藤が出場する。大きな試合ではいつも

ここ一番のパフォーマンスをみせてきた。京都インカ

レでは多種目出場の影響か切れのない投擲が目立った

が、今回はやり投一種目のみの出場である。抜群の集

中力を発揮してくれるはずだ。 

 

女子砲丸投 

野尻真裕美（４）      6m94 

 

野尻は京都インカレでベストを更新した。桂の研究

室に配属され多忙だが、地道に練習を積んでいる。こ

の調子で関西インカレでは７ｍを投げて七大戦につな

げたい。 

 

女子やり投 

野尻真裕美（４）      20m23 

 

女子やり投にも野尻が出場する。ここのところ不調

が続いているが、そろそろベストを更新したいところ

である。大舞台の雰囲気を活かせるか。 

 

～混成～ 

十種競技 

水谷 太郎（Ｍ２）      ＮＲ 

三浦 裕介（４）       5230点 

 

 今年の水谷は十種にも登場する。スプリント種目は

絶対的な強さを持っているので走高跳、棒高跳で記録

を残せば上位入賞が期待できる。三浦は足の故障が絶

えず調子はいまひとつであるが何とか踏ん張ってもら

いたい。 
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関西インカレ日程   

５月９日（金） （西京極） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種 目  

10:00  開会式  

10:30 ２部 (10)１００ｍ  

10:40 1部 (10)１００ｍ  

10:55 女子 １００ｍ 予 

11:10 ２部 １００ｍ 予 

11:35 1部 １００ｍ 予 

11:50 女子 １００ｍＨ 予 

12:05 女子 １５００ｍ 予 

12:25 ２部 １５００ｍ 予 

12:45 1部 １５００ｍ 予 

13:05 女子 １００００ｍ 決 

13:50 女子 １００ｍ 準 

14:00 2部 １００ｍ 準 

14:15 １部 １００ｍ 準 

14:30 女子 １００ｍＨ 決 

14:45 女子 ４００ｍ 予 

15:05 ２部 ４００ｍ 予 

15:25 1部 ４００ｍ 予 

15:45 女子 １５００ｍ 決 

15:55 ２部 １５００ｍ 決 

16:05 1部 １５００ｍ 決 

16:20 女子 ４×１００ｍ 予 

16:30 ２部 ４×１００ｍ 予 

16:45 1部 ４×１００ｍ 予 

16:55 ２部 (10)４００ｍ  

17:05 1部 (10)４００ｍ  

17:15  競技終了  

〈ＪＵＭＰ〉    

開始時刻 種別 種 目  

11:00 女子 棒高跳 決 

11:30 １部 (10)走幅跳  

 ２部 (10)走幅跳  

15:00 1部 (10)走高跳  

 2部 (10)走高跳  

〈ＴＨＲＯＷ〉    

開始時刻 種別 種 目  

10:30 女子 ハンマー投 決 

11:45 2部 ハンマー投 決 

13:30 1部 (10)砲丸投  

 2部 (10)砲丸投  

14:00 1部 ハンマー投 決 

 

 

 

 

 

 

 

５月１０日（土） （西京極） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種 目   

10:00 ２部 (10)１１０ｍＨ  

10:10 1部 (10)１１０ｍＨ  

10:30 女子 ４００ｍ 準 

10:45 2部 ４００ｍ 準 

11:00 1部 ４００ｍ 準 

11:20 女子 ５０００ｍＷ 決 

12:05 

12:30 
2部 

５０００ｍ 

タイムレース 
決 

12:55 女子 １００ｍ 決 

13:10 2部 １００ｍ 決 

13:25 1部 １００ｍ 決 

13:40 1部 ５０００ｍ 決 

14:05 女子 ４００ｍ 決 

14:20 2部 ４００ｍ 決 

14:35 1部 ４００ｍ 決 

14:50 1部 １００００ｍＷ 決 

 2部 １００００ｍＷ 決 

16:10 女子 ４×１００ｍ 決 

16:25 2部 ４×１００ｍ 決 

16:40 1部 ４×１００ｍ 決 

16:55 2部 (10)１５００ｍ  

17:05 1部 (10)１５００ｍ  

17:15   競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉        

開始時刻 種別 種 目   

10:00 ２部 三段跳 決 

12:50 １部 （10）棒高跳  

 ２部 （10）棒高跳  

14:00 1部 三段跳 決 

15:00 女子 走高跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉        

開始時刻 種別 種 目   

11:00 2部 砲丸投 決 

11:00 １部 (10)円盤投  

 ２部 （10）円盤投  

13:00 １部 砲丸投 決 

15:30 1部 (10)やり投  

 2部 (10)やり投  
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５月１７日（土） （長居第２） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種目   

10:00 女子 (7)１００ｍＨ  

10:10 2部 １１０ｍＨ 予 

10:20 1部 １１０ｍＨ 予 

10:40 女子 ２００ｍ 予 

11:00 2部 ２００ｍ 予 

11:20 1部 ２００ｍ 予 

11:35 女子 ８００ｍ 予 

12:00 2部 ８００ｍ 予 

12:25 1部 ８００ｍ 予 

12:45  表彰式  

13:15 2部 １１０ｍＨ 決 

13:25 1部 １１０ｍＨ 決 

13:45 

14:10 
女子 

５０００ｍ 

タイムレース 
決 

14:35 

14:50 
2部 

３０００ｍＳＣ 

タイムレース 
決 

15:05 1部 ３０００ｍＳＣ 決 

15:20 女子 ３０００ｍＳＣ オ 

15:45 女子 4×４００ｍ 予 

16:00 2部 4×４００ｍ 予 

16:20 1部 4×４００ｍ 予 

16:40 女子 (7)２００ｍ  

16:50   競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉        

開始時刻 種別 種目  

10:00 女子 走幅跳 決 

11:00 女子 (7)走高跳  

13:00 １部 棒高跳 決 

13:00 1部 走高跳 決 

15:00 2部 走幅跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉        

開始時刻 種別 種目  

10:00 女子 やり投 決 

12:30 女子 (7)砲丸投  

13:00 2部 やり投 決 

15:15 1部 やり投 決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１８日（日） （長居第２） 

〈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 

10:55 女子 ２００ｍ 準 

11:10 2部 ２００ｍ 準 

11:25 1部 ２００ｍ 準 

11:40 女子 ８００ｍ 準 

11:55 2部 ８００ｍ 準 

12:10 1部 ８００ｍ 準 

12:25 2部 １００００ｍ 決 

13:05 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 

14:20 女子 ８００ｍ 決 

14:30 2部 ８００ｍ 決 

14:40 1部 ８００ｍ 決 

14:55 女子 (7)８００ｍ  

15:10 1部 １００００ｍ 決 

15:55 女子 4×４００ｍ 決 

16:05 2部 4×４００ｍ 決 

16:15 1部 4×４００ｍ 決 

16:25   競技終了   

16:45   閉会式   

〈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 

12:00 1部 走幅跳 決 

12:00 2部 走高跳 決 

14:00 女子 三段跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉    

開始時刻 種別 種目  

10:00 2部 円盤投  

12:00 女子 (7)やり投 決 

12:00 女子 砲丸投 決 

13:30 1部 円盤投  

15:15 女子 円盤投 決 
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第７２回京都インカレ結果 

(4月 19日-20日 西京極) 

男子対校の部     

▼100m     

吉田 繁治 予 11.03  ＋0.7  

石田 真大 予 11.40  ＋0.8    

七野 雅史 予 11.50  ＋2.0    

▼200m     

吉田 繁治 予 22.61 ＋2.5  

久保 慶護 予 22.71 ＋2.0  

石田 真大 予 22.77 ＋2.7  

▼400m     

萩生 翔大 予 50.73   

 8位 51.89   

押野 泰平 予 51.58   

上田 道久 予 54.08   

▼800m     

岡本 英也 予 1.54.64   

 1位 1.55.75   

佐藤 翔士 予 1.59.61   

 7位 1.59.55   

小林 弘尚 予 1.58.81   

▼1500m(タイムレース)   

小山 俊之 1位 3.57.93   

岡本 英也 3位 3.59.42   

小山 裕之  4.06.88   

▼5000m     

小山 俊之 5位 14.57.02   

柿本 悠貴 8位 15.09.46  CB⑲ 

近藤 学宏  15.39.27   

▼10000m     

宇部  達 6位 32.13.32   

慶田 雄介  32.21.95  PB 

櫻井 研吾  32.52.05  ♪ 

▼110mH     

水谷 太郎 予 14.96 ＋0.7  

 5位 14.93 ＋1.4  

▼400mH     

水谷 太郎 予 53.31   

 1位 51.92   

岡本 京祐 予 56.49  CB 

 8位 56.40  CB 

井上 智志 予 57.57   

▼3000mSC     

佐藤 章徳 2位 9.09.03   

近藤 学宏 4位 9.26.93   

山田  唯 6位 9.35.01   

▼4×100m     

吉川直-吉田-久保-石田  DSQ   

▼4×400m     

押野-萩生-水谷-佐藤翔 4位 3.21.88   

▼走高跳     

皆川 広太 8位 1.75   

巳波 壮馬  NM   

▼棒高跳     

小西 康晴 3位 3.80  PB 

▼走幅跳     

吉良 佳晃 7位 6.58 ＋0.2  

谷口 康晴 8位 6.39 ＋1.3  

高棹 真介  5.86 －0.4  

▼三段跳     

吉良 佳晃 4位 14.16 ＋1.2  

高棹 真介  12.76 ＋2.3  

秋山  源  12.63 ＋3.1  

▼砲丸投     

嶋田研志郎  10.68   

佐藤 慎祐  9.93   

▼円盤投     

三浦 佑介  29.89   

佐藤 慎祐  29.05   

嶋田研志郎  21.29  CB 

▼やり投     

山本 貴之  52.99   

佐藤 慎祐  46.85   

秋山  源  43.84   

▼ハンマー投     

佐藤 慎祐  30.39   

久下 哲寛  NM   

女子対校の部     

▽100ｍ     

冨田 夏希 予 13.23 ＋2.5  

廣瀬亜由美 予 14.50 ＋1.4  

▽800m     

福谷 彩織 予 2.32.97   

▽1500m(タイムレース)   

森山友紀子  5.20.05  CB 

▽走幅跳     

冨田 夏希 7位 4.72 ＋1.5  

▽砲丸投     

野尻真裕美 6位 6.94  PB 

▽やり投     

野尻真裕美 8位 17.83   

男子オープンの部    

▼100m     

久保 慶護  11.05 ＋2.5  

吉川 直樹  11.32 ＋2.1  

有山 啓史  11.45 ＋2.1  

▼200m     

有山 啓史  23.92 ＋3.1  

▼400m     

葭中  聡  53.84   

田所 竜翔  54.05  CB 

▼800m     
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平子 達也  2.03.40   

小野山博之  2.03.86   

野田 崇洋  2.04.24   

▼1500m     

坂本  剛  4.10.58  PB 

▼5000m     

佐藤 章徳  14.57.21   

前田 達朗  15.28.73   

小山 裕之  15.38.65   

吉川浩太郎  15.43.27   

西原 由高  15.51.04   

三上  翔  16.00.58   

坂本  剛  16.00.85   

山本  直  16.16.67   

大澤健太郎  16.43.55   

▼10000m     

菊川 信人  34.42.84  ♪ 

 

 

 

 

総合成績 

▼男子の部対校戦成績 

１位 立命館大学       183点 

２位 京都産業大学       151点  

３位 同志社大学   123点  

４位 京都大学        80点 

 

▽女子の部対校戦成績 

１位 立命館大学     127点 

２位 龍谷大学      93点 

３位 京都教育大学      72点 

 京都大学       6点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人戦・記録会などの結果 

(2007年11月 27日～2008年 4月 23日) 
兵庫事業団記録会(12/8 姫路)   

▼5000m     

菊川 信人  16.24.56   

▼10000m     

前田 達朗  31.27.14  PB⑨ 

     

第13回京都陸協記録会(12/9 西京極)  

▼5000m     

小山 俊之  14.36.6  PB③ 

佐藤 章徳  14.55.4   

前田 達朗  15.16.6  PB 

小山 裕之  15.18.6   

吉川浩太郎  15.19.5  PB 

櫻井 研吾  15.22.6   

岡本 英也  15.25.5   

山田  唯  15.52.4   

二見 隆亮  15.55.8   

坂本  剛  16.01.7   

小林 啓人  16.11.3   

下條  亘  16.12.3   

前川 真彦  16.14.3   

山本  直  16.19.0   

松下 亮祐  16.29.9   

中桐 寛仁  16.48.7   

▽3000m     

森山 友紀子  11.31.6  CB 

 

第 6回神戸長距離記録会(12/15 ユニバー) 

▼5000m     

前田 達朗  15.16.56  PB 

慶田 雄介  15.29.40  PB 

小林 啓人  16.33.98   

     

第19回加古川マラソン(12/23 加古川市)   

▼マラソン     

菊川 信人  2.42.05   

     

第91回日本選手権(1/27 六甲アイランド) 

▼20kmW     

廣江 悠 17位 1.28.55  PB② 

     

学連長距離ロード記録会(2/9 長居公園周回)  

▼ハーフマラソン    

小山 俊之  1.08.53  ♪⑨ 

小山 裕之  1.09.19  ♪⑭ 

宇部  達  1.09.51   

慶田 雄介  1.09.53  PB⑮ 

柿本 悠貴  1.09.54  ♪⑯ 

下條  亘  1.12.18  PB 
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坂本  剛  1.12.41  ♪ 

小林 啓人  1.12.46  PB 

二見 隆亮  1.14.02   

下端 啓介  1.15.21  ♪ 

山本  直  1.16.34   

菊川 信人  1.17.15  ♪ 

中桐 寛仁  1.1725  ♪ 

     

第28回篠山ＡＢＣマラソン大会(3/2 篠山)     

菊川 信人  2.56.54   

 

第13回京都シティハーフマラソン(3/9 京都) 

▼ハーフマラソン    

宇部  達  1.09.44   

三上  翔  1.11.23  ♪ 

二見 隆亮  1.12.39   

山本  直  1.12.42  ＰＢ 

佐藤 章徳  1.16.38   

山下 輝芳  1.26.49   

脊戸 和寿  1.35.10   

萩澤 佑樹  1.51.00  ♪ 

▽ハーフマラソン     

中村 有里  1.53.52  ♪ 

  

第 3回学連記録会(3/18-19 長居第2)  

▼100m     

久保 慶護  11.19 ＋1.7  

有山 啓史  11.55 ＋0.8  

▼200m     

萩生 翔大  23.23 ＋1.1  

▼400m     

井上 智志  54.23   

鈴置 航央  54.58   

田所 竜翔  55.10   

▼800ｍ     

水谷 太郎  1.54.50   

前川 真彦  1.55.62   

小山 俊之  1.56.04  CB 

平子 達也  2.00.16   

▼1500ｍ     

岡本 英也  4.02.53   

小山 俊之  4.06.85   

小山 裕之  4.07.55   

水谷 太郎  4.08.91  PB 

宇部  達  4.12.71   

西原 由高  4.14.52  PB 

坂本  剛  4.14.81  PB 

近藤 学宏  4.15.85   

佐藤 翔士  4.23.25   

山本  直  4.24.29   

大澤健太郎  4.24.50  PB 

菊川 信人  4.33.68  ♪ 

中桐 寛仁  4.38.68  ♪ 

▼5000ｍ     

柿本 悠貴  15.11.19  CB 

前田 達郎  15.29.46   

慶田 雄介  15.30.68   

吉川浩太郎  15.42.10   

櫻井 研吾  15.54.75   

三上  翔  16.11.89   

小林 啓人  16.24.58   

下條  亘  16.39.36   

松下 亮祐  17.22.57   

▼400mH     

前川 真彦  56.51   

井上 智志  59.57   

田所 竜翔  63.25   

▼3000mSC     

櫻井 研吾  9.49.48  ＰＢ 

坂本  剛  10.01.75  ♪ 

中桐 寛仁  10.36.90   

▽800m     

福谷 彩織  2.32.42  CB 

森山友紀子  2.41.45  ♪ 

▽1500m     

森山友紀子  5.27.87  CB 

     

第7回奈良市陸上競技記録会(3/20 鴻ノ池)     

▼100m     

有山 啓史  11.76 ＋0.7  

▼200m     

有山 啓史  23.75 ＋1.2  

▼400m     

佐藤 翔士  50.82   

     

兵庫事業団記録会(3/22 姫路)   

▼10000m     

前田 達朗  31.36.68   

     

関東学連春季オープン競技会     

        (3/30 江東区夢の島競技場)     

▼1500m     

西原 由高  4.13.65  PB 

坂本  剛  4.14.96   

▽1500m     

森山友紀子  5.26.50  CB 

     

第 3回北和記録会(3/31 鴻ノ池)   

▼100m     

有山 啓史 Ⅰ 11.64 ＋0.9  

 Ⅱ 11.56 ＋2.4  

▼200m     

有山 啓史  23.67 ＋1.3  
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第 1回学連競技会(4/2-3 金岡)  

▼400m     

佐藤 翔士  51.58   

▼800m     

佐藤 翔士  1.57.34   

平子 達也  2.03.86   

小林 弘尚  2.05.15   

▼1500m     

柿本 悠貴  4.08.59  ♪ 

小林 啓人  4.22.31  ♪ＰＢ 

▼5000m     

小山 俊之  14.56.49   

▼400mH     

水谷 太郎  52.88   

▼3000mSC     

佐藤 章徳  9.08.92   

近藤 学宏  9.32.94   

山田  唯  9.34.25  ＰＢ⑮ 

小山 裕之  10.15.01  ♪ 

▼10000mW     

菊川 信人  58.09.60 ♪⑤ 

▼三段跳     

吉良 佳晃  13.07 ＋0.9  

前田 峰尚  12.71 ＋1.8 ♪ 

     

第 1回京都陸協記録会(4/5 西京極)  

▼100m     

吉田 繁治  11.33 -0.1  

石田 真大  11.39 -0.1  

片山  拓  11.58 -1.2  

七野 雅史  11.82 ±0.0  

秋山  源  12.10 -0.6  

前田 靖朊  12.24 -1.4 ♪ 

▼400m     

水谷 太郎  49.95   

佐藤 翔士  50.86   

久保 慶護  51.24   

萩生 翔大  51.33   

上田 道久  54.23   

井上 智志  54.61   

田中 翔吾  55.04   

▼1500m     

岡本 英也  3.54.52  PB⑤ 

小山 俊之  3.54.70  PB⑥ 

佐藤 章徳  3.55.71   

小野山博之  4.30.00   

▼5000m     

慶田 雄介  15.32.81   

前田 達郎  15.35.82   

吉川浩太郎  15.38.11   

三上  翔  15.44.70  PB 

櫻井 研吾  15.52.13   

西原 由高  15.58.27   

坂本  剛  16.16.47   

小林 啓人  16.48.45   

鈴木 達哉  16.49.03   

大澤健太郎  16.54.86   

松下 亮祐  16.55.11   

中桐 寛仁  17.18.64   

▼400mH     

岡本 京祐  56.70   

田所 竜翔  59.85  PB 

▼走幅跳     

谷口 康晴  6.29 ＋0.5  

高棹 真介  5.66 ＋2.6  

小西 康晴  5.50 ＋1.5 ♪ 

▼円盤投     

佐藤 慎祐  29.28   

▼やり投     

佐藤 慎祐  NM   

▽100m     

廣瀬亜由美  15.02 -1.9  

▽800m     

福谷 彩織  2.35.46   

▽1500m     

森山友紀子  5.23.10  ＣＢ 

     

第56回大阪学生陸上競技対校選手権大会  

                      (4/11-12 万博)     

▼十種競技     

三浦 裕介  DNF   

     

兵庫春季記録会(4/12-13 ユニバー) 

▼100m     

吉川 直樹  11.67 -1.1  

▼200m     

吉川 直樹  23.17 -0.2  

     

 

 

 

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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