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主将挨拶 

 来る１０月１２日、西京極陸上競技場にて東大戦が開催されます。今回の東

大戦、男女とも目指すは優勝のみです。今年一年間の総決算として、更には

来年以降へのステップとして、必ず実りある試合にしたいと思います。ただ、

そう思っているのは東大も同じなはずです。恐らく必死でぶつかってくるこ

とでしょう。我々も受けて立つべく、最後まで気を抜かず、士気を高めて本

番に臨んで参ります。 

蒼穹会の皆様におかれましては、ご多忙の中かとは存じますが、是非試合

会場に足を運んでご声援頂きたいと思っております。何卒宜しくお願い致し

ます。 

 

京都大学陸上競技部主将   廣江 悠 
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監督挨拶 

今年度のトラックの大きな対校戦も、いよいよ東大戦を残すのみとなりま

した。男子は、関西インカレで 1 部残留を果たし、七大では大健闘の 2 位と、

ここまで善戦を繰り広げてきました。しかし、1 回生と 2 回生は対校戦での

優勝というものをまだ経験したことが有りません。来年以降チームの中核と

なっていく彼らに、対校戦で勝利するという事がどういう事なのか、勝利す

るために何が必要なのかといった事を、今回身をもって経験して欲しいと思

います。とは言っても、東大も簡単には勝たせてはくれないでしょう。本番

まで、持てる力を全て出せるように調整していって欲しいと思っています。 

一方、女子は昨年まで連覇を達成しており、ここで流れを途切れさせるわけ

には行きません。どちらの大学も部員数が減少しているため、勝てる種目で

きっちり勝つ事が優勝のための条件になってきます。選手達は、順調に調子

を上げてきているので、是非、いい流れで 3 連覇を達成して欲しいと思いま

す。 

今回の東大戦は、今後京大陸上部が飛躍していくために勝たなければなら

ない戦いだと思います。部員一同、アベック優勝を必ず達成できるよう全力

で試合に臨みますので、多くの蒼穹会の皆様に応援に駆けつけていただきま

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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・東大戦日程 

2008 年 10 月 12 日(日) 京都大学 西京極総合運動公園陸上競技場 

 

9:45        開会式 

トラックの部   フィールドの部 

10:15 男子 １００ｍ   10:15 男子 棒高跳 

10:20 女子 １００ｍ    男子 ハンマー投 

10:30 男子 １５００ｍ       

10:45 男子 １１０ｍH       

11:00 男子 ５０００ｍＯＰ   11:15 男子 走幅跳 

11:50 男子 ４００ｍ    女子 走幅跳 

11:55 女子 ８００ｍ   11:30 男子 円盤投 

12:15 男子 ４×１００ｍR       

12:25 男子 ５０００ｍW       

13:05 女子 ４００ｍ   13:00 男子  走高跳 

13:10 男子 ８００ｍ       

13:15 男子 ８００ｍＯＰ      

 女子 ８００ｍＯＰ       

13:30 男子 ２００ｍ   13:30 男子 砲丸投 

13:35 男子 ２００ｍＯＰ    女子 砲丸投 

 女子 ２００ｍＯＰ      

14:05  男子 ４００ｍH   14:00 男子 三段跳 

14:20 女子 ３０００ｍ   14:15 男子 やり投 

14:40 男子 ５０００ｍ     

15:05 女子 ４×１００ｍR     

15:15 男子 ４×４００ｍR     

15:45 閉会式 
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東大戦展望 

 

～短距離～ 

100m 

久保 慶護 (3)   11.15 

吉田 繁治 (2)   10.82 

山田 諒  (1)   11.42 

 

100mには短距離エースの久保・吉田に加え、1回生

の山田が出場する。久保は同志社戦でベストを更新し

ており、この大会でも実力を発揮できれば他の東大の

選手に負けることはないだろう。しかし東大勢も 11"2

前後で揃えてきているため油断は許されない。吉田は

先の記録会で 10"78という好記録でベストを出してお

り、調子もよい。昨年同様に東大を圧倒して優勝でき

るだろう。その中で山田は少々苦しい位置にいるもの

の、一発はまれば東大勢をまとめて食える可能性もあ

る。臆することなく積極的なレースを期待したい。 

 

200m 

久保 慶護 (3)   22.30 

吉田 繁治 (2)   21.97 

萩生 翔大 (2)   22.60 

 

久保は 100m と同様同志社戦でまずまずの記録を出

しており、その復調ぶりが伺える。この種目を最も得

意とする久保だが、昨年度の東大戦、そして今年の七

大戦決勝と悔しい結果に終わってしまっていただけに、

今回のレースでその雪辱となるか期待したい。吉田は

この種目でもやはり優勝の期待がかかる。また、100m

のベスト更新から見られるようにまだまだ伸びる余地

は十分ある。さらなるベスト更新も狙えるだろう。萩

生は足を痛めているようで出場するかどうかも含めて

現状は微妙なところである。しかし、本来の調子で走

れたならば東大の選手のうち 2人には勝ち越すことが

十分可能な位置にいる。総じて、全員が実力通りの走

りならばこの種目では勝ち越せるだろう。 

 

400m 

佐藤 翔士 (4)   49.96 

萩生 翔大 (2)   49.49 

山口 芳弘 (1)   50.71 

 

佐藤は先日ついに 50 秒切りを果たし調子は上向い

ている。今年の東大戦は 6人中 4人が 49秒台という中

で、さらなるベスト更新を狙ってほしい。萩生は七大

戦で 49"49という好記録を出しており、この大会でも

優勝候補の筆頭である。先述の不安に加え、東大に

49"56 という選手がいるものの、なんとか競り勝って

優勝してほしい。山口は 1回生ながらもすでに多くの

対校戦に出場している。また着実に練習をこなし、今

伸び盛りである。周囲のレベルは高いが、1 つでも上

の順位を狙ってさらなるベスト更新を期待したい。 

 

110mH 

三浦 裕介 (4)   16.80 

前田 靖朊 (2)   18.33 

大橋 正義 (1)   16.10 

 

この種目は東大の選手層が厚く、京大にとってスコ

ンク負けを喫する可能性もあるため気の抜けない種目

となる。三浦は近選の 10種でベストを出しており、今

回さらなるベスト更新は間違いないと思われる。なん

とか東大勢の一角を切り崩してほしい。前田は今年こ

の種目ですでに何度か対校戦を走り、記録も向上して

いる。まだまだこれから伸びていく選手なので、まず

は 17秒台での大学新記録を狙ってほしい。大橋も前田

と同様に今後、この種目での成長が楽しみな選手であ

る。対校戦での場数をこなし、多くの経験を積んだ上

で今後につなげていってほしい。 

 

400mH 

井上 智志 (5)   57.72 

岡本 京祐 (3)   55.82 

山口 芳弘 (1)   56.41 

 

井上は今年度いまいちな調子が続いている。昨年、

一昨年とこの種目では東大勢を圧倒してきただけに、

今回の東大戦で長いスランプからの脱却をはかってほ

しい。昨年と同レベルの走りならば十分優勝も狙える

だろう。岡本は夏以降、七大戦でのダメージがずっと

尾を引いていて本来の調子には至っていない。本調子

ならば優勝争いをできるレベルにいるだけに、なんと

か本番では実力を十分に発揮してもらいたい。山口は

夏以降 400mHの練習を開始し、また結果も残している。

エントリー段階では東大に56秒台の選手が2人いるの

で、そのあたりにはなんとか先着しておきたいところ

である。 

 

4×100mR 

三甲野裕介 (4) 

有山 啓史 (4) 

久保 慶護 (3) 

吉川 直樹 (3) 

前田 靖朊 (2) 

秋元 一志 (1) 

山田 諒  (1) 
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オーダーは山田-吉川-久保-吉田となる。主力の吉田、

久保の走りにより後半がかなり有利に展開できる上、

好調な吉川、山田の走力も東大勢と十分に遜色なく戦

えるレベルであるため、分はこちらにあると思われる。

トラック優勝のためにもリレーではしっかりと勝って

おきたいところ。 

 

4×400mR 

井上 智志 (5) 

佐藤 翔士 (4) 

久保 慶護  (3) 

吉川 直樹 (3) 

田所 竜翔 (2) 

萩生 翔大 (2) 

山口 芳弘 (1) 

 

吉川-萩生-山口-佐藤と七大戦と同様の布陣で臨むも

のと思われる。七大戦では東大に負けているものの、

こちらはその後さらにベストを更新した選手が多く、

チーム力としてはさらに向上している。戦力的には互

角なので気の抜けないレースとなるだろう。 

 

女子 100m 

早瀬 紗也佳(4)   NR 

冨田 夏希 (3)   13.16 

 

早瀬は、今年はけがに悩まされ 100mでは未だ記録

を残していないが、東大戦に向けての調整には余念が

ない。三年連続優勝のかかる最後の東大戦 100mでは

納得のいく走りをしてもらいたい。冨田はやはり調子

がよく、その勢いも早瀬を上回るほどである。優勝、

そしてさらなるベスト更新を狙い 12 秒台に突入して

ほしい。 

 

女子 400m 

冨田 夏希  (3)   64.13 

広瀬 亜由美(3)   66.86 

 

冨田は先の記録会で久しぶりにこの種目を走りベス

トを出している。東大に同レベルの選手が 1人いるた

め、果敢に攻めて競り勝ってほしい。廣瀬は七大戦で

大きくベストを更新しており、今回もさらなる更新に

期待がかかる。位置的には厳しいかもしれないが、七

大と同様な積極的なレースを展開してほしい。 

 

4×100mR 

早瀬 紗也佳(4) 

野尻  真裕美(4) 

冨田 夏希  (3) 

広瀬 亜由美(3) 

福谷 彩織 (2) 

森山  友紀子(2) 

中山 恵理  (1) 

 

廣瀬-早瀬-福谷-冨田と七大戦と同様の布陣で臨むも

のと思われる。七大戦では東大に負けているものの、

こちらはその時以上に好調な選手が多くレースは互角

の勝負になるものと思われる。女子最終種目となるこ

のリレーでなんとか競り勝ってほしい。 

 

～中距離～ 

800m 

佐藤 翔士 (4)   1.54.75 

小山 裕之 (3)   1.58.78 

小林 弘尚 (3)   1.58.81 

 

 佐藤は七大戦後うまく練習を積むことができ、400

ｍ,1500ｍでベストを更新した。一昨年 3 位、昨年 2

位と 1つずつ順位を上げているので、今年はもちろん

1 位を取ってくれるだろう。小林は七大戦後に調子を

落としたが、9 月に入ってから調子を上げてきた。今

年はレース展開に恵まれずなかなかタイムが出ないが、

昨年 3位で自己ベストを出した縁起のいい大会なので

頑張ってほしい。小山は長距離中心の練習だが、時折

スピード練も交えてこの種目に合わせている。1500ｍ

の疲れもあるだろうが、力はあるので少しでも上位に

食い込んでほしい。 

 

1500m 

小山 裕之 (3)   4.01.37 

小山 俊之 (2)   3.52.24 

坂本 剛    (2)   4.07.09 

 

小山(裕)は先日 5000ｍで 14 分台を記録するなど、

絶好調である。持ちタイムを考えても東大に負けるこ

とはまずないだろうが、油断せずに頑張ってほしい。 

小山(俊)は全カレで 3分 51秒 47を出し、自らの蒼穹

記録を更新した。連覇はまず間違いないだろう。貫禄

の走りで京大に勢いをつけてほしい。坂本は七大戦後

はしばらくレースを控え、基礎から体を作ってきた。

坂本の走り次第でスコンクも十分狙えるので、東大に

は何が何でも勝つという強い気持ちを持ってレースに

挑んで欲しい。 

 

女子 800m 

福谷 沙織  (2)   2.32.42 
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市塚 友香 (1)   2.59.09 

 

 福谷は怪我もなく順調に練習できている。東大の 1

番手とは力の差があるが、ついていけばベストも狙え

るので頑張ってほしい。市塚は七大戦後に足を痛めて

しまったが、本番には何とか間に合いそうである。苦

しいレースになるだろうが、完走すれば 1点入るので、

最後まであきらめない走りをしてほしい。 

 

～長距離～ 

5000m 

近藤 学宏(4)   14.54.03 

小山 俊之(2)   14.36.6 

山田 唯 (2)   15.01.15 

 

5000ｍには近藤、小山（俊）、山田（唯）が出場。

長年東大に苦杯をなめさせられてきたこの種目だが、

今年は当にその雪辱のチャンスである。近藤は夏以降

も順調に練習をこなし、先日の記録会では暑さの中で

ベストを更新。4年連続のこの東大戦には本人も思い

入れが強く目指すは優勝である。小山に関しては先日

の七大戦の結果が示すように何の問題もない。近藤と

の 1,2フィニッシュを決めてくれるだろう。山田は先

日の記録会で自己ベストを大きく更新してきた、今シ

ーズン最も勢いのある選手である。その勢いに乗って

東大戦も突っ走ってほしい。東大勢も調子を上げてい

るため油断は禁物だが、3人がそれぞれの力を発揮で

きればこの種目で大きくリードを奪えるだろう。 

 

女子 3000ｍ 

森山 友紀子 (2)   11.12.06 

上田 容子   (1)   12.29..68 

 

3000mには森山、上田が出場。森山は故障による練

習不足で現在あまり練習はできていないが、本人の東

大戦への意欲は高く、本番までどれだけ力を戻せるか

が鍵となる。上田は七大以降順調に練習も積めており、

力も戻ってきている。自身の高校時代の記録に迫るよ

うな走りをして欲しい。この種目は東大の日下の力が

抜けている。よっておそらく東大の 2番手との争いと

なるが、力的には京大の 2人に分があるので、しっか

りと走って順位を確保してもらいたい。 

 

5000mW 

廣江  悠  (4)      22.02.54 

生谷 隆磨  (2)      28.36.26 

 

今年度から正式種目となった男子 5000mW。各校 2名

ずつ選手を出し、4 点制で行われる。京大からは上記

の 2名が出場する。廣江は日本インカレで失格を喫し

た歩型への不安を抱えてのレースになるが、人生最後

となるトラックレースを自己ベスト更新で飾りたいと

ころである。生谷は今年から競歩を始めた。練習では

段々と動きも良くなっており、ベストの更新は間違い

ないだろう。東大勢は 25分前後で 2人揃えてきている

が、歩型に気を付けつつ、あわよくば 3位争いをして

ほしい。2 名とも東大戦で歩けるというチャンスを与

えてもらったことに本当に感謝している。是非とも結

果で報いたい。 

 

～跳躍～ 

走高跳 

三浦 裕介 (4)   1m79 

皆川 広太 (3)   1m80 

松室  尭之 (1)   1m80 

 

ずっと不調だった三浦は調子を取り戻しつつあるの

で久々のベストを目指したい。皆川は最近ハムの調子

があまりよくないようなのでしっかりと治して挑んで

欲しい。松室は跳躍に高さがあるので頂点さえ合わせ

れば自己ベスト付近は跳んでくれるだろう。上手くい

けばスコンクが十分可能な種目なので出来るだけ東大

との差を広げたい。 

 

棒高跳 

小西康晴 (2)   4m00 

秋元一志 (1)   4m40 

田中皓介 (1)   4m30 

 

小西は今シーズン着々と成長しており 4m以上は確

実に跳んでくれるだろう。田中は今シーズン4m30ば

かりなのでそろそろそれ以上の記録を出して欲しい。

秋元は走力も戻ってきておりそろそろ蒼穹新が期待で

きる。記録的には有利にたっているので記録なしにさ

えならなければ勝ち越しは確実だろう。 

 

走幅跳 

三浦 裕介 (4)   6m36 

谷口 康晴 (3)   6m52 

高棹 真介 (2)   6m20 

 

去年と同じメンバーで挑む。三浦は円盤との兼ね合

いもあり 2、3回くらいしかとべそうにないが先日の試

合で少しコツをつかんだようなので、引っかかれば 6m

中盤くらい跳べると思う。谷口は最近練習もつめてき

ているようなのでそろそろ自己ベストを出して欲しい。

高棹はまだまだ試合で実力を出せていない。今回は 6
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回跳ぶチャンスがあるので思い切って跳んでもらいた

い。去年はスコンクとなったが今年こそはスコンクを

阻止したい。 

 

三段跳 

秋山  源   (3)   13m62 

高棹  真介 (2)   12m96 

前田  峰尚 (2)   12m71 

 

秋山には 3番手には勝ってスコンクを阻止してもら

いたい。高棹は 13mを目前にしているので早く 13mを

跳んで欲しい。前田はまだまだ未熟なところもあるが

試合中にひらめけば大幅ベストの可能性もある。幅跳

び同様かなり苦戦するだろう。 

 

女子走幅跳 

早瀬 紗也佳(4)   5m10 

冨田 夏希 (3)   5m11 

 

実力的にもスコンクはほぼ確実だろう。早瀬は最近

怪我なく練習できているようなので、本来の力強い跳

躍を見せて欲しい。冨田は更なるベストと打倒早瀬を

目指して頑張って欲しい。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

嶋田  研志郎(3)    11m42 

佐藤  慎祐  (3)    10m67 

平野  実晴  (1)    11m64 

 

嶋田は今年好調である。関西インカレ、七大戦と自

己新を 2回更新している。東大戦もこの調子で、平野

と競り合いながらベストを塗り替えてくれるだろう。

この種目のスコンクは佐藤にかかっている。東大の 1

番手は 11mを投げるが、今季は 10m前後の記録が多い

ので、持ち前の勝負強さで倒してほしい。平野は今季、

安定した記録を出しており、優勝は確実である。勢い

に乗って自己ベスト更新、12mを狙ってほしい。 

 

円盤投 

三浦 裕介 (4)   30m11 

佐藤 慎祐 (3)   31m42 

矢川 勝太 (1)   29m22 

 

三浦は今年、投擲種目に勢いがある。円盤投でもこ

の勢いに乗って、大幅なベスト更新に期待したい。佐

藤は先日出場した調整のための記録会でまずまずの記

録を出しており、調子は上がってきている。優勝は堅

いだろう。矢川は先日行われた同志社戦で自己ベスト

を出しており、好調である。東大の 3番手が 29mを投

げているので油断はできないが、3 人で 1,2,3 位を独

占してほしい。 

 

ハンマー投 

久下 哲寛 (4)   38m94 

三浦 裕介 (4)   38m17 

佐藤 慎祐 (3)   33m05 

 

久下はここ最近の試合では 40m手前で安定している。

東大に 40mの記録を持つ選手がいるので、ここで一発、

40m 以上を投げて優勝してほしい。その力は十分にあ

る。三浦は先日の七大戦で自己ベストを 7m以上更新し、

ポテンシャルの高さを垣間見せた。東大戦でもその実

力を発揮して、京大勢を盛り上げてほしい。佐藤はこ

の夏、練習の成果で体つきがごつくなった様子である。

投擲 4種目出場で忙しいが、東大の 2番手を倒し、ベ

ストを狙いたい。 

 

やり投 

佐藤 慎祐 (3)   53m09 

平野 実晴 (1)   47m89 

内野 宏俊 (1)   44m41 

 

佐藤は今季のやり投げの試合では、去年に比べて実

力が底上げされている印象を受ける。得意の東大戦で

も去年以上の結果を残してくれるだろう。期待がかか

る。平野はやり投に対する意気込みは十分にある。め

ざすは 50m。内野は、高校時代の記録を塗りかえ、東

大の 2番手に喰らいついてほしい。この種目は東大の

谷が 63m で飛びぬけているが、2 番手の北川は不調で

今季 45ｍを投げていない。2,3,4位をとるチャンスは

大いにありそうである。 

 

女子砲丸投 

早瀬  紗也佳(4)   8m54 

野尻 真裕美(4)   6m94 

 

早瀬は七大戦の砲丸での悔しい思いを生かして、東

大戦ではしっかり投げてくれるだろう。練習での力が

発揮できれば自己新は確実である。9mを投げて優勝し

てほしい。野尻はここ最近桂生活が忙しく、練習がで

きていない。調整をきっちりして、七大以降着実にた

まったバネで 7mを投げてほしい。 
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・第 46 回近畿地区国立大学体育大会陸上競技 

（8/16 万博記念競技場） 

 
男子総合成績 

 
1 位 大阪教育大 171 点 
2 位 京都教育大 105.5 点 
3 位 大阪大  96 点 
６位 京都大  58.5 点 

 
 

女子総合成績 
 

1 位 京都教育大 169 点 
2 位 大阪教育大 113.5 点 
3 位 大阪大  74.5 点 
7 位 京都大  11 点 

 
 
▼100m     

前田 峰尚 予 11.70 -2.3  

水谷 太郎 予 11.82 -3.0  

有山 啓史 予 12.05 -2.0  

▼200m     

萩生 翔大 予 23.34 -1.3  

 5位 23.30 -2.8  

吉川 直樹 予 23.85 -5.0  

 6位 23.65 -2.8  

山田  諒 予 24.07 -4.2 ♪ 

▼400m     

葭中  聡 予 51.86   

大川  亮 予 54.07  ♪ 

山瀬 康平 予 54.37   

▼800m     

木下 量平 予 2.07.24   

内田 健弥 予 2.08.82   

鈴置 航央 予 2.15.13   

▼1500m     

小山 裕之 予 4.13.62   

 6位 4.11.24   

佐藤 翔士 予 4.16.49  PB 

野田 崇洋 予 4.40.09   

▼5000m     

吉川浩太郎 6位 16.20.87   

菊川 信人  16.43.09   

▼110mH     

大橋 正義 予 18.29 -2.5  

前田 靖明 予 18.33 -1.8 CB 

田所 竜翔 予 18.39 -2.5 PB 

▼400mH  17.77 +0.7  

山口 芳弘 予 58.84  ♪ 

 2位 56.41  PB 

田所 竜翔 予 59.94   

大橋 正義 予 62.03  ♪ 

▼3000mSC     

櫻井 研吾 6位 10.00.27   

山本  直  10.23.26   

中桐 寛仁  10.51.00   

▼スウェーデンリレー     

吉田-久保-萩生-水谷 予 2.03.06   

 2位 1.56.32 ④  

▼走高跳     

皆川 広太 6位 1.75   

已波 壮馬 7位 1.70   

小西 康晴  1.65  ♪ 

▼棒高跳     

三浦 裕介 2位 4.00  PB⑬ 

田中 皓介  NM   

▼走幅跳     

高棹 真介 6.15 +3.5   

田中 皓介 6.11 +1.8   

小西 康晴  5.79 +2.5  

▼三段跳     

秋山  源  13.04 +0.6  

前田 峰尚  13.03 +2.3  

藤本 心太  12.25 +1.4  

▼砲丸投     

平野 実晴 6位 11.36   

嶋田研志郎 8位 10.85   
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田中 聡一  10.43   

▼円盤投     

佐藤 慎祐  28.88   

矢川 勝太  28.52  PB 

三浦 裕介  28.22   

▼ハンマー投     

田中 聡一 4位 41.37   

久下 哲寛 6位 38.94  PB 

三浦 裕介  NM   

▼やり投     

山本 貴之  50.80   

内野 宏俊  44.41  PB 

宿院  享  36.87   

▽100m     

中山 恵理 予 16.70 -3.4 ♪ 

▽200m     

冨田 夏希  予 28.14 -3.1  

 5位 28.31 -2.5  

▽400m     

福谷 彩織  予 67.02  CB 

 8位 66.22  CB⑩ 

▽1500m     

上田 容子  5.46.29  ♪ 

▽100mH     

廣瀬亜由美 予 18.45 -3.3  

 8位 18.10 -1.1 PB⑦ 

▽4×100mR     

廣瀬-冨田-福谷-中山 5位 56.11   

▽砲丸投  1.40   

冨田 夏希 8位 7.15  PB 

廣瀬亜由美  6.58  PB 

     

     
 

 

第 77 回同志社大学・京都大学対校陸上競技大会   

                    (8/22 太陽が丘陸上競技場) 

 
総合成績 

 
1 位 同志社大 76 点(Ｔ39 点 Ｆ37 点) 
2 位 京都大  28 点(Ｔ17 点 Ｆ11 点) 

 
 

対校の部     

▼100m     

吉田 繁治 優勝 10.82 +0.4 PB⑩ 

久保 慶護 3位 11.15 +0.4 PB 

前田 峰尚  11.61 +0.4  

▼200m     

吉田 繁治 2位 21.97 +0.4 PB⑫ 

久保 慶護 3位 22.30 +0.4  

前田 峰尚  23.25 +0.4  

▼400m     

山口 芳弘 3位 50.71  CB 

井上 公人  52.92  CB 

山瀬 康平  54.27   

▼800m     

大川  亮  2.02.58  ♪ 

小林 弘尚  2.03.40   

野田 崇洋  2.06.34   

▼1500m     

小山 俊之 優勝 4.04.99   

西原 由高  4.14.97   

鈴木 達哉  4.21.75   

▼5000m     

小山 裕之 2位 15.37.12   

柿本 悠貴  15.46.79   

櫻井 研吾  16.03.29   

▼110mH     

大橋 正義  17.31 -1.7  

▼400mH     

田所 竜翔  58.15  PB 

山口 芳弘  58.43   

大橋 正義  59.75  CB 

▼4×100Ｒ     

前田峰-吉川直-久保-吉田 優勝 41.96   

▼4×400Ｒ    

北原-山口芳-吉川直-田所 2位 3.26.68   

▼走高跳    

松室 尭之 3位 1.80  CB 

皆川 広太  1.70   

已波 壮馬  NM   

▼棒高跳     
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秋元 一志 2位 4.30  CB 

田中 皓介 3位 4.30   

小西 康晴  4.00   

▼走幅跳     

谷口 康晴 3位 6.30 -0.9  

高棹 真介  5.93 -0.2  

田中 皓介  5.83 -1.3  

▼三段跳     

秋山  源 3位 13.10 +0.5  

高棹 真介  12.96 +0.4 CB 

藤本 心太  12.15 +1.6  

▼砲丸投     

平野 実晴 3位 11.64  PB⑲ 

嶋田研志郎  11.10   

矢川 勝太  8.17   

▼円盤投     

佐藤 慎祐 3位 29.75   

矢川 勝太  29.22  PB 

内野 宏俊  28.17  ♪ 

▼やり投     

佐藤 慎祐  48.60   

平野 実晴  44.71   

内野 宏俊  41.04   

▼ハンマー投     

久下 哲寛 優勝 37.74   

佐藤 慎祐 31.48   

嶋田研志郎  24.73  PB 

オープンの部     

▼100m     

秋元 一志  11.42 ±0.0 CB 

山田  諒  11.60 ±0.0 CB 

石田 真大  11.65 -0.9  

三甲野裕介  11.87 ±0.0  

岩橋 一磨  12.03 -1.0 CB 

川室 太希  12.42 -1.0  

▼200m    

石田 真大  23.29 不明  

三甲野裕介  24.24 不明  

井上 公人  24.48 不明 ♪ 

岩橋 一磨  24.65 不明 ♪ 

川室 太希  25.07 不明 ♪ 

▼800m     

岡本 英也  1.55.20   

佐藤 翔士  1.56.04   

小山 俊之  2.02.42   

宇部  達  2.07.78  ♪ 

田中 翔吾  2.09.23   

上田 道久  2.09.79   

▼1500m     

宇部  達  4.13.49   

山本  直  4.17.70  PB 

▼4×400m     

上田-田中翔-佐藤翔-小林弘  4.39.64   

▼三段跳     

福山 大典  14.29 +0.6  

三浦 裕介  12.48 +1.4  

▼砲丸投     

佐藤 慎祐  9.78   

有山 啓史  8.87  PB 

内野 宏俊  7.40  ♪ 

三浦 裕介  NM   

▼円盤投     

有山 啓史  18.09   

皆川 広太  NM   

▼ハンマー投     

矢川 勝太  19.95  ♪ 

平野 実晴  16.54  ♪ 

内野 宏俊  12.79  ♪ 

▼やり投     

田中 皓介  43.03  PB 

有山 啓史  40.36   

宿院  享  36.06   

▽100m     

廣瀬亜由美  14.75   

▽4×100Ｒ     

広瀬-濱田-山口-中山 57.65    

▽4×400Ｒ     

廣瀬-佐々木-中山-冨田 4.40.86    

▽走幅跳     

冨田 夏希  4.84 不明  

佐々木友梨 4.24 -1.2 ♪ 

福谷 彩織  3.97 -0.8 ♪ 
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個人戦・記録会などの結果 

(2008年 7月 24日～9月 30日) 
 

第5回京都陸協記録会(8/31 西京極) 

▼100m     

山田  諒  11.42 +1.0 PB 

秋元 一志  11.43 +1.7  

大野 敦史  11.46 +1.4  

三甲野裕介  11.48 +3.3  

▼400m     

小山 俊之  51.32  ♪ 

井上 智志  52.84   

▼800m     

小野山博之  2.03.79   

上田 道久  2.05.88   

野田 崇洋  2.06.33   

内田 健弥  2.06.77   

田中 翔吾  2.09.13   

▼5000m     

山本  直  16.14.64   

     

第4回尼崎中長距離記録会(9/5 尼崎)     

▼3000m     

菊川 信人  9.19.0  PB⑱ 

     

第76回近畿陸上競技選手権大会(9/6-7 長居第2) 

▼400m     

萩生 翔大 予 50.18   

▼800m     

佐藤 翔士 予 1.59.98   

▼1500m     

小山 裕之 予 4.10.21   

▼3000mSC     

山田  唯 10位 9.26.86   

▼十種競技     

三浦 裕介 7位 5518  PB⑩ 

[11.91(-0.5)-6.36(+2.0)-9.44-1.79-54.86     

-16.80(+0.2)-30.06-3.50-36.55-5.06.56]     

第77回日本学生陸上競技対校選手権大会 

                    (9/12-14 国立競技場)     

▼800m     

岡本 英也 予 1.54.99   

▼1500m     

小山 俊之 予 3.51.47  PB 蒼穹新 

▼400mH     

水谷 太郎 予 61.49   

▼3000mSC     

佐藤 章徳 予 9.10.16   

▼10000mW     

廣江  悠 決 DSQ   

     

第6回京都陸協記録会(9/14 西京極)     

▼100m     

吉田 繁治  11.09 ±0.0  

 Ⅱ 11.03 +1.5  

吉川 直樹  11.52 +0.1  

 Ⅱ 11.26 +2.4  

秋元 一志  11.68 +0.1  

山田  涼  11.73 -1.2  

前田 靖朊  11.97 -2.3  

▼200m     

秋元 一志  23.05 +2.4 ♪ 

葭中  聡  23.21 +2.3  

山田  涼  23.34 +1.8 CB 

前田 靖朊  23.58 +2.3  

田所 竜翔  24.01 +2.3  

▼400m     

佐藤 翔士  49.96  PB 

吉川 直樹  51.35  PB 

小林 弘尚  53.47  ♪ 

田所 竜翔  53.68   

山瀬 康平  54.25   

▼800m     

野田 崇洋  2.02.25   

田中 翔吾  2.03.59  PB 

▼3000m     

田淵  亮  9.12.80  ♪⑭ 

▼5000m     

宇部  達  15.21.50   

山田  唯  15.31.94  PB 

櫻井 研吾  15.34.97   

吉川浩太郎  15.45.84   

山本  直  16.05.72   

菊川 信人  16.18.66   

下條  亘  16.45.16   

中村 秀樹 17.24.27   

▼走幅跳     

谷口 康晴  6.14 +0.1  

▽400m     

冨田 夏希  64.13  PB⑤ 

▽走幅跳     

冨田 夏希  4.71 -0.3  

     

駅伝強化豊橋長距離競技会(9/20 豊橋)     

▼5000m     

近藤 学宏  14.54.03  PB⑪ 

小山 俊之  15.17.36   

櫻井 研吾  15.38.89   
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小山 裕之  15.41.11   

鈴木 達哉  16.47.19   

中桐 寛仁  17.20.70   

白石 晃将  18.04.29  ♪ 

野田 崇洋  18.20.31   

     

第17回枚方市秋季陸上競技選手権大会(9/21 枚方)     

▼走幅跳     

高橋 孝治 4位 6.44 +0.6  

     

第42回茨木市体育協会杯陸上競技大会(9/27-28万博)     

▼100m     

吉田 繁治 予 10.69 +2.3  

 優勝 10.78 +0.4 PB④ 

前田 峰尚 予 11.52 -0.5  

丸野 晃嗣 予 12.07 +1.1  

佐藤 慎祐 予 12.07 +2.6  

▼200m     

吉田 繁治 予 22.53 ±0.0  

 決 22.39 ±0.0  

▼400m     

山瀬 康平 予 55.41   

▼800m     

内田 健弥 予 2.07.80   

▼走高跳     

皆川 広太 決 1.50   

▼棒高跳     

小西 康晴 決 NM   

▼円盤投     

佐藤 慎祐 2位 31.13   

▼やり投     

佐藤 慎祐 2位 50.06   

▽100m     

冨田 夏希 予 13.18 +1.0  

山口 咲希 予 14.98 +1.0 CB 

▽800m     

山添 由貴 3位 2.31.56  ♪ 

▽3000m     

山添 由貴 決 11.30.21  ♪ 

▽走高跳     

濱田 真衣 2位 1.40  ♪ 

佐々木友梨 3位 1.40  ♪ 

     

第197回日本体育大学長距離競技会(9/27-28 健志台)     

▼1500m     

小山 裕之  4.02.86   

▼5000m     

小山 裕之  14.52.76  PB⑩ 

山田  唯  15.01.15  PB⑰ 

田中 裕介  15.25.15  ♪ 

     

国際武道大学競技会(9/27-28 武大)     

▼三段跳     

藤本 心太 3位 12.35 +1.2 PB 

     

第8回京都陸協記録会(9/28 西京極)     

▼100m     

吉川 直樹  11.34 ±0.0 PB 

山田  諒  11.47 +1.2  

前田 峰尚  11.56 ±0.0  

有山 啓史  11.66 ±0.0  

石田 真大  11.72 +0.1  

前田 靖朊  11.79 ±0.0 CB 

▼400m     

佐藤 翔士  52.37   

吉川 直樹  53.02   

▼800m     

佐藤 翔士  1.56.61   

大川  亮  2.02.41  CB 

上田 道久  2.03.43  PB 

田中 翔吾  2.05.73   

▼1500m     

白石 晃將  4.29.11  ♪ 

中桐 寛仁  4.31.16   

▼5000m     

前田 達朗  15.15.84   

慶田 雄介  15.31.94   

山本  直  15.42.08  PB 

坂本  剛  15.59.78   

三上  翔  16.06.68   

田淵  亮  16.18.25   

下條  亘  16.24.51   

▼走高跳     

三浦 裕介  1.80   

▼棒高跳     

田中 皓介  4.30   

秋元 一志  NM   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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) 
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発行所：京都大学体育会陸上競技部 

編集者：鈴木達哉・高棹真介・田所竜翔（副務） 

特別協力：宿院 享・鈴木大河（学連員） 

冨田夏希（記録係）・岡本京祐（HP係） 

 

陸上競技部HP   http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic 

ミラーサイト    http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/index.html 

陸上部記録HP   http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/kiroku/index.htm       

関西学連HP    http://gold.jaic.org/icaak/index.htm 

メールアドレス      ryu-t@kdt.biglobe.ne.jp (田所) 
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