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関西学生駅伝の総括 

 

 去る 11 月 21 日、びわ湖大学駅伝、第 71 回関西学生対校駅伝競走大会がびわ湖岸コー

スにおいて開催されました。昨年のこの大会では関西一ケタ順位を達成し、全日本大学駅

伝競走大会の予選会への出場権を獲得いたしました。しかし、その予選会では主力選手に

怪我や不調の選手が多く京大本来の力を発揮することができず、悔しい思いをしました。

その悔しい思いを胸にこのびわ湖大学駅伝を目標として日々練習に励んできました。しか

し、夏以降順調に調子を上げてきている選手がいるなか、体調不良に見舞われ思うように

練習できなかった選手もいました。そのような中、チーム全体が京大陸上部にいい流れを

という努力はあったものの、更なるけが人の発生など、この大会への集中力を高めること

ができないままに試合に望むこととなりました。 

レースは序盤から出遅れ、その遅れを後続の選手が取り戻そうと必死にレースをするもの

のチーム順位を維持することしかできませんでした。結果、13 位となり、目標の 6 位は

おろか昨年の順位よりも悪く、来年の全日本大学駅伝予選会の出場権も逃してしまいまし

た。力のある大学は一区での遅れを後続の選手で取り戻し、関西上位に入ることができて

います。後続の選手が取り戻せないということはまだまだ京大には力が足りないというこ

とだと思います。エースの小山俊の力に頼ることなく関西上位で戦う力をつける必要があ

ります。 

ここから先の一年は、山田唯チーフのもと、雪辱を晴らすべく、精進を重ねていきますの

で、これからも変わらぬご支援、ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

京都大学陸上競技部長距離パート長  櫻井 研吾 
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監督挨拶 

 

11 月のびわ湖大学駅伝では厳しい戦いを強いられ、来年のシード権をも失う厳しい結

果となりました。一方、2 週間後の京都学生駅伝では、ゴール前の接戦を制し、目標の 3

位入賞を果たしました。 

どちらのレースも一区での躓きがあった中、びわ湖では後続も力を発揮できずにシード

圏外に陥落、京都駅伝では悪い流れを断ち切っての 3 位入賞となりました。このような対

照的な結果になったのは、びわ湖では結果を重視するあまりに要らぬ力みがあった一方で、

京都駅伝では選手たちが、結果に囚われず自分自身の力を発揮することに集中することが

できたからだと思います。 

これから来季に向けて本格的な鍛錬期に入ります。部員が互いに刺激しあいながら、モ

チベーションをしっかりと維持し、個々の目標に向かって練磨してく先にチームとしての

成長があるものだと考えます。部員全員が自らの目標をこのチームにいることで達成でき

るよう、監督として全力で部をサポートしてまいります。 

蒼穹会の皆様におかれましては、日頃より温かい御声援・御支援をいただきまして、感

謝申し上げます。今後も部員一同、来季に向けて精進してまいります。変わらぬ御支援・

御声援のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

京都大学陸上競技部監督    平子 達也
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関西学生駅伝の結果 

びわ湖大学駅伝 

第71 回 関西学生対校駅伝競走大会 兼西日本大学招待（11 月21日 琵琶湖西岸コース） 

 

総合順位 記録 大学 
第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区 第８区 

11.1km 7.3km 11.0km 9.6km 8.8km 12.8km 15.1km 7.7km 

1(1) 4:12:42 

立命館大 宅間 礼斗 今崎 俊樹 藤原 庸平 尾崎 文彦 田中 裕之 寺崎 宏紀 西野 智也 増田 直樹 

［関西］ (4) 33:33 (2) 54:21 (2) 1:27:10 (1) 1:55:59 (1) 2:23:33 (1) 3:03:04 (1) 3:48:37 (1) 4:12:42 

  (4) 33:33 (1) 20:48 (1) 32:49 (1) 28:49 (2) 27:34 (1) 39:31 (1) 45:33 (2) 24:05 

2 (2) 4:15:06 

京都産業大 林  和貴 野田 一貴 住本 雅仁 奥野 雅史 黒川 優気 関谷 宜輝 三岡 大樹 宇野 翔太 

［関西］ (1) 32:55 (1) 54:15 (1) 1:27:04 (2) 1:56:14 (2) 2:23:56 (2) 3:03:46 (3) 3:50:23 (2) 4:15:06 

  (1) 32:55 (2) 21:20 (1) 32:49 (2) 29:10 (1) 27:42 (3) 39:50 (3) 46:37 (3) 24:43 

3  4:18:46 

第一工業大 谷口  亮 厚地 翔太 松木 祐二 上田 貴祐 井上 智博 山本  稜 K ジュグナ 首藤 大地 

［鹿児島］ (5) 33:38 (4) 55:16 (3) 1:28:54 (3) 1:58:10 (3) 2:26:38 (3) 3:06:09 (2) 3:50:03 (3) 4:15:46 

  (5) 33:38  (4) 21:38 (4) 33:38 (4) 29:16 (7) 28:28 (1) 39:31 (1)43:54NSR (10) 25:43 

4 (3) 4:19:34 

関西学院大 安達 大祐 大野  淳 山中 浩平 上田 浩捷 前田 隼矢 楠本 正輝 神原龍之介 池田 充伺 

［関西］ (7) 34103 (7) 55:47 (7) 1:30:10 (6) 1:59:25 (4) 2:27:19 (5) 3:08:04 (4) 3:55:27 (4) 4:19:34 

  (7) 33:41 (8) 22:06 (11) 34:23 (3) 29:15 (3) 27:54 (10) 40:45 (4) 47:23 (2) 24:07 

5 (4) 4:21:24 

奈良産業大 天野 正治 上村 康成 平田 一真 竹内  源 松本 信行 J クアライ 磯野 晃嗣 坂本  崇 

［関西］ (2) 33:33 (6) 55:42 (6) 1:29:47 (5) 1:59:24 (5) 2:27:21 (4) 3:08:03 (5) 3:56:09 (5) 4:21:24 

  (2) 33:33 (10) 22:09 (8) 34:05 (6) 29:37 (4) 27:57 (8) 40:42 (8) 48:06 (6) 25:15 

6 (5) 4:22:12 

大阪経済大 樋口 幸平 木村 哲也 上田 聡志 浜田 正敏 八木 敏志 田中 秀門 宮永 大亮 國料 祥平 

［関西］ (17) 35:28 (15) 57:05 (11) 1:31:07 (8) 2:00:41 (7) 2:28:48 (4) 3:09:15 (6) 3:57:01 (6) 4:22:12 

  (18) 35:28 (3) 21:37 (6) 34:02 (5) 29:34 (5) 28:07 (13) 40:27 (5) 47:46 (4) 25:11 

7 (6) 4:24:20 

関西大 吉田 有輝 山田 幸延 新松 弘祥 今本 裕希 四ツ谷洸一 西迫  駿 藤松 利之 斎藤  喬 

［関西］ (6) 33:38 (5) 55:33 (4) 1:29:09 (4) 1:58:59 (6) 2:28:03 (8) 3:10:16 (11) 3:59:09 (7) 4:24:20 

  (6) 33:38 (6) 21:55 (3) 33:36 (12) 29:50 (11) 29:04 (17) 42:13 (13) 48:53 (4) 25:11 

8   4:24:22 

中京大 佐藤 大貴 近藤 雄太 渡邊 大介 橋本 一樹 三方 勇輔 山下  洸 神谷 泰光 野沢  俊 

［愛知］ (13) 34:18 (14) 57:00 (9) 1:30:58 (9) 2:00:44 (8) 2:29:23 (7) 3:09:44 (7) 3:58:40 (8) 4:24:22 

  (14) 34:18 (17) 22:42 (5) 33:58 (10) 29:46 (8) 28:39 (4) 40:21 (14) 48:56 (9) 25:42 

9 (7) 4:24:24 

大阪教育大 石塚 健多 岡野  功 福住 祐樹 石野 誠慈 岡田 智士 皆越  晃 吉川 拓志 西保 直紀 

［関西］ (14) 34:29 (13) 56:56 (10) 1:30:58 (14) 2:01:36 (14) 2:30:42 (12) 3:11:12 (8) 3:58:59 (9) 4:24:24 

  (15) 34:29 (14) 22:27 (6) 34:02 (15) 30:38 (12) 29:06 (6) 40:32 (6) 47:47 (8) 25:25 

10 (8) 4:24:55 

神戸大 山西 大貴 天野 達郎 山根 大志 境  芳樹 黒島 庸平 山西 貴文 三輪 樹生 岡  伸樹 

［関西］ (12) 34:16 (8) 56:19 (8) 1:30:52 (10) 2:00:56 (9) 2:29:40 (10) 3:10:25 (10) 3:59:07 (10) 4:24:55 

  (13) 34:16 (7) 22:03 (12) 34:33 (13) 30:04 (9) 28:44 (10) 40:45 (12) 48:42 (11) 25:48 

11 (9) 4:25:17 

龍谷大 B ハッサン 奥田 道雄 中大路佳寿 岡田 恒平 橋本 翔太 小島 大明 宗里 貴之 吉川  隼 

［関西］ (16) 34:43 (16) 57:06 (15) 1:31:24 (12) 2:01:08 (11) 2:30:03 (11) 3:10:35 (9) 3:59:07 (11) 4:25:17 

  (17) 34:43 (13) 22:23 (10) 34:18 (9) 29:44 (10) 28:55 (7) 40:32 (10) 48:58 (17) 26:10 

12 (10) 4:25:31 

同志社大 谷崎 智舟 山谷 俊弥 濱川 亮祐 木村 佑太 筒井 勇太 本田  平 江頭 鋼介 川端 明憲 

［関西］ (15) 34:30 (10) 56:36 (14) 1:31:20 (11) 2:00:58 (13) 2:30:21 (13) 3:12:11 (13) 3:00:07 (12) 4:25:31 

  (16) 34:30 (8) 22:06 (15) 34:44 (7) 29:38 (16) 29:23 (13) 41:50 (7) 47:56 (7) 25:24 
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13 (11) 4:25:44 

大阪体育大 中津 匡嗣 笠井 浩一 山岸 直樹 藤木 貴寛 遠藤 直希 白井 良平 上原 達也 山尾 佳史 

［関西］ (3) 33:33 (3) 55:15 (5) 1:29:31 (7) 1:59:57 (10) 2:29:41 (9) 3:10:23 (12) 3:59:44 (13) 4:25:44 

  (3) 33:33 (5) 21:42 (9) 34:16 (14) 30:26 (18) 29:44 (8) 40:42 (17) 49:21 (14) 26:00 

14(12) 4:26:40 

近畿大 北原 貴士 田中 伸哉 中西 良太 義田 悟史 橋元 辰弥 林  宏憲 冨田 陽介 大西 哲郎 

［関西］  (8) 34:11  (11) 56:39  (13) 1:31:19  (13) 2:01:08  (12) 2:30:21  (14) 3:12:25  (14) 4:00:36  (14) 4:26:40  

   (9) 34:11  (15) 22:28  (13) 34:40  (11) 29:49  (13) 29:13  (15) 42:04  (9) 48:11  (16) 26:04  

15 (13) 4:27:38 

京都大 小山 俊之 田中 裕介 山田  唯 柿本 悠貴 不破 佑太 櫻井 研吾 小山 裕之 西原 由高 

［関西］ (11) 34:14 (9) 56:31 (12) 1:31:11 (15) 2:02:06 (15) 2:31:27 (15) 3:12:35 (15) 4:01:45 (15) 4:27:38 

  (12) 34:14 (11) 22:17 (13) 34:40 (16) 30:55 (15) 29:21 (12) 41:08 (15) 49:10 (13) 25:33 

16(14) 4:31:34 

大阪大 松葉 正統 山田 桂祐 山根 裕樹 永元 雄宙 松尾 直茂 酒井  健 青木 将大 松井 健太 

［関西］ (9) 34:11 (12) 56:41 (16) 1:31:56 (16) 2:02:58 (16) 2:32:18 (16) 3:14:20 (16) 4:05:31 (16) 4:31:34 

  (10) 34:11 (16) 22:30 (17) 35:15 (17) 31:02 (14) 29:20 (14) 42:02 (18) 51:11 (15) 26:03 

17 (15) 4:32:39 

佛教大 佐古 諒介 中村 翔太 稲田 哲也 関本 弘志 小畑 博人 寺坂 俊哉 平井 一理 出田 育也 

［関西］ (10) 34:12 (17) 57:29 (17) 1:33:16 (17) 2:04:58 (17) 2:34:22 (17) 3:16:34 (17) 4:05:54 (17) 4:32:39 

  (11) 34:12 (18) 23:15 (18) 35:47 (19) 31:42 (17) 29:24 (16) 42:12 (16) 49:20 (18) 26:45 

18  4:39:15 

岡山大 杉山 泰祐 稲岡 哲平 横山  亮 真木 浩太 高須賀順平 岡本 啓史 景山  勲 衣笠 宣彦 

［岡山］ (18) 35:34 (18) 58:51 (18) 1:35:32 (18) 2:07:01 (18) 2:37:50 (18) 3:21:10 (18) 4:12:23 (18) 4:39:15 

  (19) 35:34 (18) 23:17 (19) 36:41 (18) 31:29 (19) 30:49 (19) 43:20 (19) 51:13 (19) 26:52 

OPN 4:26:56 

関西学連選抜 吉村  仁 吉松 俊亮 藤原 風希 中島 弘貴 松尾 維大 野村 勇介 清水 良太 石野  武 

［関西］ (OPN)34:04 (OPN)56:21 (OPN)1:31:33 (OPN)2:01:13 (OPN)2:29:27 (OPN)3:12:34 (OPN)4:01:06 (OPN) 4:26:56 

  (8) 34:04 (11) 22:17 (16) 35:12 (8) 29:40 (6) 28:14 (18) 43:07 (10) 48:32 (12) 25:50 

 

 

( )内の順位は関西順位。上段の記録は通過タイムと通過順位、下段は区間タイムと区間順位。 
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関西学生駅伝の詳細（区間･通過順位は招待校を除く） 

 

１区 11.1km 小山 俊之（３）  34 分 14 秒（区間 10 位・通過 10 位）    

駅伝の流れを作る１区で、京大のスターターとして昨年以上の快走を誓う小山俊。有力校

のエースが集い、ハイペースが予想されたが、寒さが厳しく１km を 3'06"とスローに。しか

しそこから京産を中心に一気にペースアップし、３km を 9'02"、５km を 14'57"と速い流れで

サバイバルの展開に。５km 過ぎに京産がスパートしたところで縦長になり、集団から離され

てしまう。６km から再び前を追い、こぼれてきた第一工大を捉えるも、我慢しきれず離され

た所で激しい腹痛に襲われ急激に減速し苦しい走りに。皆の応援を力に必死の思いで９km か

らなんとか盛り返し、10 位争いの集団の中で襷を繋げたが、ラストもスパートもキレず競り

負け、チームを勢い付ける走りとはいかなかった。チームが 13 位に沈んだ責任を感じている

が、この悔しさを糧に京都駅伝、そして来季での雪辱を果たす走りに期待したい。 

 

 

２区 7.3km 田中 裕介（M2）  22 分 17 秒（区間 10 位・通過 8 位）    

冷たい雤が降る中でのスタートとなった 2 区、走るのはびわ湖駅伝 初登場となる田中。予

想よりも後ろで襷をもらったが、阪大・中京大がすぐ前におり、またすぐ後ろには神大がい

るという走りやすい位置でのス タートとなった。走り出してすぐに 4 大学の集団となるが、

神大が抜け出し、尐し差 がついたものの、差はあまり広がらず、一定の間隔のままレースが

進んで いった。5km は 15 分 1 桁で通過。後半になり、前から近大が落ちてきたのをみて、

ペースアップ。近大をかわし、神大にも接近し、1～2 秒差まで迫る。しかし、ラスト 1km 手

前あたりで、神大がスパート。結局追いつけず に、逆に差がどんどん開き、そのまま襷渡し。

タイム的には目標の 22分 20秒を尐し切る 22分 17 秒だったが、悔しさの残る走りとなった。 

 

３区 11.0km 山田  唯（３）  34 分 40 秒（区間 11 位・通過 10 位）     

雤交じりの風が吹き始めた頃、2 区田中から神大から 12 秒後、学連選抜から 10 秒後にたす

きを受け取った。1km 過ぎでペースの上がらない学連選抜を捕らえ、さらに前の神大を追う。

5km 過ぎまでに神大との差を 5 秒程までに縮めるも、その差がなかなか詰まらない。そこに

大教大、大経大、中京大が追いついてくる。その集団について、神大に追いつき５チームの

並走が２km ほど続いた。残り約２km のところで神大がスパートし集団が崩れ、必死に大経大

に喰らい付き、そのまま第３中継点へ。後続の選手を考えればもう尐し高い位置で渡したか

ったものの、最低限流れの中での襷リレーとなった。 

 

４区 9.6km 柿本 悠貴（３）  30 分 55 秒（区間 13 位・通過 13 位）    
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４区を走るのは今大会２度目となる３回生の柿本。当初補欠であったが、前田の故障により

起用されることとなった。スタート直後から追い風ということもありやや積極的な走りをみ

せる。しかし１キロ手前で早くも同志社に捉えられてしまう。それでも後ろにぴたりとつき

利用することを試みる。やや速いリズムではあったが、着実に前の大教との差がつまってき

ているので大教に追いつくまでは、と我慢する。事実、４キロすぎで大教を捉える。しかし、

大教も追いつかれたことで動きを切り替え同志社につく。一方、それまで無理してついてい

た柿本は逆にじわりじわりと離されていく。離されてからは一気にペースを落としていまい、

６キロ手前では後ろから集団となってきた近代、龍大、学連選抜にあっけなく抜き去られて

しまう。結局、そのまま動きをかえることはできず中継所をむかえてしまい、前にも後ろに

も選手がいないという走りにくい位置で１回生の不破にたすき渡しをする結果に。完全にチ

ームに悪い流れをもたらしてしまった。 

 

５区 8.8km 不破 佑太（１）  29 分 21 秒（区間 12 位・通過 13 位）    

5 区を走る不破は前の大教大と 30 秒差、後ろの阪大と 52 秒差の関西 13 位で柿本から襷を

もらう。焦らず落ち着いてスタートしたが最初の 1km が 3'10 もかかってしまい焦りが生じて

かたくなってしまう。前半からスローペースだったにも関わらず、中盤に腹痛を起こし、終

始の向かい風にも気持ち負けして、全く自分の力を出し切ることなく 6 区の櫻井に襷を渡す

ことになった。今年の目標である 6 位は厳しい位置になっていたが、来年伊勢にいくために

も最低限 10 位以内に入らなければいけなかったので、尐しでも前との差を詰めたいところだ

ったが役割を果たすことが出来なかった。上り坂には自信のある不破だが強い悔しさだけが

残る大学初駅伝となった。 

 

６区 12.8km 櫻井 研吾（４）  41 分 08 秒（区間 10 位・通過 13 位）    

前半区間で苦しい戦いを強いられてきた京大を絶対にいい流れに乗せてやろう。そんな気持ち

を胸に、長距離チーフとして最後の役割を果たすべく櫻井は関西 13 位でたすきを受けた。前を走

る大教大とは 45 秒差、一気につめるには厳しい差であった。前半は自分のペースを乱すことなく

坦々と走り 5km を 15’57”で通過した。やや遅い、このときには前を走る大教大は見えず、代わ

りに同大、近大、学連選抜の姿が近づいていた。沿道からの声援、その力をもらい後半もまった

くリズムを崩さずに走り続けた。残り 3km の通過時に先頭との差は 9’12”。それを聞いた瞬間そ

こからスパートをかけた。前にいた学連選抜に残り 600m で追いついたが、相手の猛スパートにせ

り負け、誰も抜かすことができないまま襷を渡すことになった。何とか襷はつなげたものの、京

大を流れに乗せきれないままにチーフの任を終えた。 

 

７区 15.1km 小山 裕之 (４)  49 分 10 秒（区間 12 位・通過 13 位）    
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各校の長距離エースが集う 7 区を走るのは 4 年連続出場の小山裕之。最長区間を走るため、長

い距離をしっかりと走り込んできた。繰り上げぎりぎりで襷を受け取るとすぐに前を行く学連選

抜に追い付き並走する。5km を 15 分 45 秒で通過するなど、序盤はいいリズムを刻むも 7km 過

ぎに学連選抜に離される苦しい展開。なんとか粘ろうとするも後半は強い向かい風に苦しめられ

るなどペースは上がらず、差を詰めるどころか逆に広げられてしまった。4 回目のベテラン選手

ではあったがエース区間で悪い流れを変えることができず、駅伝の難しさを改めて思い知らされ

る結果となってしまった。 

 

８区 7.7km 西原 由高（４）  25 分 53 秒（区間 8 位・通過位）     

四年目にして初めて駅伝メンバーに入った西原は意気込みもまた特別なものであった。一つ前

の関西学連選抜とは 40 秒差、シードである関西 10 位の大体大とは 2 分以上の差がある位置で 7

区小山から襷を受け取った西原は一縷の望みをかけて走り出した。最初の１km が 3’08”と突っ

込むつもりで予定していたペースよりも遅くなる。直線に入ると前の選手が見える状態で走る状

態が続く。スタートに比べて前との差は近づいているように感じていたが、南から強く吹く風の

影響か 1~2km のラップが 3’18”とだいぶペースが落ちている。遅すぎるペースに焦り上げたつも

りでも 2~3km のラップが 3’25”でさらに落ちていた。前との差は 4km 地点で最も近づくもペース

は立て直すことが出来ずラップは 3’20”を刻む。角を曲がると風が一気に止む。体は力み呼吸が

上がっていたので曲がり角で完全に前が見えなくなってからは気持ちが緩んでしまう。ペースは

気にせず近江大橋に差し掛かると前との間隔は元に戻り、6km 地点からもう一度気持ちを切り替え

て前を追い最後は下り坂を利用してラストスパートしてゴール。結局前の選手とは 3 秒開けられ

た。初めからスピードに乗り切れず、風が体と共に繋ぎ留めていた心を完全に折ってしまった。

シード獲得が最低条件だった京大にとって今回は残念で悔しさの残る結果となった。 
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京都学生駅伝の結果 

 

第76回京都学生駅伝競走大会（12月6日 京都洛北コース） 

 

順位 記録 チーム 
第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区 第 ５ 区 第 ６ 区 

7.5km 5.2km 5.4km 7.8km 5.2km 9.2km 

1 2:01:30 立命館大学 

田中 裕之 寺崎 宏紀 西野 智也 今崎 俊樹 託間 礼斗  藤原 庸平 

(2) 22:56 (2) 38:14 (2) 54:38 (1) 1:18:22 (1) 1:33:31 (1) 2:01:30 

(2) 22:56 (2) 15:18 (2) 16:24 (1) 23:44 (1) 15:09 (1) 27:59 

2 2:01:46 京都産業大学 

林  和貴 関谷 宜輝  野田 一貴 住本 正仁 奥野 雅史 三岡 大樹 

(1) 22:55 (1) 38:02 (1) 54:19 (2) 1:18:33 (2) 1:33:47 (2) 2:01:46 

(1) 22:55 (1) 15:07 (1) 16:17 (2) 24:14 (2) 15:14 (1) 27:59 

3  2:08:15  京都大学  

山山田田    唯唯  小小山山  裕裕之之  不不破破  佑佑太太  小小山山  俊俊之之  柿柿本本  悠悠貴貴  櫻櫻井井  研研吾吾  

(8) 25:12 (7) 40:46 (7) 57:51 (4) 1:22:41 (4) 1:38:55 (3) 2:08:15 

(8) 25:12 (4) 15:34 (5) 17:05 (3) 24:50 (5) 16:14 (3) 29:20 

4 2:08:15 同志社大学 

濱川 亮祐 山谷 俊弥 木村 祐太 谷崎 智舟 川端 明憲 本田  平 

(5) 23:46 (3) 39:05 (3) 55:56 (3) 1:21:54 (3) 1:37:55 (4) 2:08:15 

(5) 23:46 (3) 15:19 (4) 16:51 (5) 25:58 (4) 16:01 (6) 30:20 

5 2:08:38 佛教大学 

佐古 諒介 小畑 博人 吉見 亘平 寺坂 俊哉 志村 翔平 平井 一理 

(3) 23:32 (4) 39:47 (5) 57:04 (5) 1:22:47 (5) 1:39:11 (5) 2:08:38 

(3) 23:32 (6) 16:15 (6) 17:17 (4) 25:43 (6) 16:24 (4) 29:27 

6 2:10:53 龍谷大学 

小島 大明 奥田 道夫 岡田 恒平 中大路佳寿 B ハッサン 宗里 貴之 

(4) 23:37 (6) 40:14 (4) 56:55 (7) 1:25:31 (6) 1:40:56 (6) 2:10:53 

(4) 23:37 (8) 16:37 (3) 16:41 (8) 28:36 (3) 15:25 (5) 29:57 

7 2:13:19 滋賀大学 

中島 弘貴 岡田 和也 片岡 和也 岩田 一希 鳥生 雅巳 虻川 純一 

(6) 23:57 (5) 40:06 (6) 57:49 (6) 1:24:48 (7) 1:41:56 (7) 2:13:19 

(6) 23:57 (5) 16:09 (7) 17:43 (6) 26:59 (7) 17:08 (7) 31:23 

8 2:13:57 
京都工芸繊維

大学 

石田 翔一 石井 康晴 岸  達也 安達 大輝 深見 高広 山田 崇之 

(7) 24:47 (8) 41:22 (8) 1:00:35 (8) 1:28:55 (8) 1:47:03 (8) 2:18:48 

(7) 24:47 (7) 16:35 (8) 19:13 (7) 28:20 (8) 18:08 (8) 31:45 

上段の記録と( )内は通過タイムと通過順位、下段は区間記録と区間順位。 
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～オープンの部～ 

 

順位 記録 チーム 
第 １ 区 第 ２ 区 第 ３ 区 第 ４ 区 第 ５ 区 第 ６ 区 

7.5km 5.2km 5.4km 7.8km 5.2km 9.2km 

1 2:06:24 立命館大学 

赤松  駿 中村 研二 中嶋 聖善 谷口 裕樹 藤山 建司 金子 真也 

(OPN) 23:54 (OPN) 39:22 (OPN) 55:53 (OPN) 1:21:31 (OPN) 1:37:14 (OPN) 2:06:24 

(OPN) 23:54 (OPN) 15:28 (OPN) 16:31 (OPN) 25:38 (OPN) 15:43 (OPN) 29:10 

2 2:08:45 関西学院大学 

山中 浩平 池田 充伺 白木 孝佳 楠本 正輝 大野  淳 戸松健太郎 

(OPN) 23:44 (OPN) 39:07 (OPN) 56:00 (OPN) 1:21:37 (OPN) 1:37:19 (OPN) 2:07:19 

(OPN) 23:44 (OPN) 15:23 (OPN) 16:53 (OPN) 25:37 (OPN) 15:42 (OPN) 30:00 

3 2:11:51 同志社大学 

江頭 綱介 高木  駿 筒井 勇太 小森 純基 井上 友太 有働 禎章 

(OPN) 23:59 (OPN) 40:03 (OPN) 57:51 (OPN) 1:24:04 (OPN) 1:40:41 (OPN) 2:11:51 

(OPN) 23:59 (OPN) 16:04 (OPN) 17:48 (OPN) 26:13 (OPN) 16:37 (OPN) 31:10 

4 2:12:05 大阪市立大学 

近田 昌志 小川 晃一 平野新太郎 黒野 佳秀 樫本 篤実 遠藤 修史 

(OPN) 23:50 (OPN) 40:16 (OPN) 58:08 (OPN) 1:24:16 (OPN) 1:41:10 (OPN) 2:12:05 

(OPN) 23:50 (OPN) 16:26 (OPN) 17:52 (OPN) 26:08 (OPN) 16:54 (OPN) 30:55 

5  2:12:06  神戸大学  

山西 大貴  黒黒島島  康康平平  芳芳澤澤  直直哉哉  東東    達達也也  斎藤 優太  天野 達郎  

(OPN) 23:35 (OPN) 39:24 (OPN) 58:17 (OPN) 1:24:58 (OPN) 1:42:22 (OPN) 2:12:06 

(OPN) 23:35 (OPN) 15:49 (OPN) 18:53 (OPN) 26:41 (OPN) 17:24 (OPN) 29:44 

6 2:12:47 甲南大学 

藤原 風希 江口 亮磨 市橋 直之 長尾 健登 森本 康裕 三宅 啓文 

(OPN) 23:55 (OPN) 40:46 (OPN) 57:59 (OPN) 1:24:58 (OPN) 1:42:30 (OPN) 2:12:47 

(OPN) 23:55 (OPN) 16:51 (OPN) 17:13 (OPN) 26:59 (OPN) 17:32 (OPN) 30:17 

7 2:13:45 大阪教育大学 

岡野  功 西保 直紀 塩谷 彰久 中村 宏樹 石井 良平 祖川 拓也 

(OPN) 24:25 (OPN) 40:53 (OPN) 59:04 (OPN) 1:25:51 (OPN) 1:43:16 (OPN) 2:13:45 

(OPN) 24:25 (OPN) 16:28 (OPN) 18:11 (OPN) 26:47 (OPN) 17:25 (OPN) 30:29 

8 2:13:48 京都大学 

坂本  剛 近藤 学宏 毛芝 雄己 西原 由高 板垣  亮 中桐 寛仁 

(OPN) 25:00 (OPN) 41:14 (OPN) 59:01 (OPN) 1:25:27 (OPN) 1:42:06 (OPN) 2:13:48 

(OPN) 25:00 (OPN) 16:14 (OPN) 17:47 (OPN) 26:26 (OPN) 16:39 (OPN) 31:42 

9 2:14:51 大阪府立大学 

北川 拓哉 野々口諒一 藤原 英司 藤井 嵩久 林  伸明 逢坂 良樹 

(OPN) 24:43 (OPN) 40:47 (OPN) 59:05 (OPN) 1:26:11 (OPN) 1:43:30 (OPN) 2:14:51 

(OPN) 24:43 (OPN) 16:04 (OPN) 18:18 (OPN) 27:06 (OPN) 17:19 (OPN) 31:21 

10 2:18:54 龍谷大学 

橋本 翔太 

(OPN) 25:01 

(OPN) 25:01 

網本 圭介 

(OPN) 41:08 

(OPN) 16:07 

内田 慎吾 

(OPN) 59:57 

(OPN) 18:49 

北島 敏太 

(OPN) 1:27:56 

(OPN) 27:59 

田中 誠人 

(OPN) 1:45:49 

(OPN) 17:53 

吉川  隼 

(OPN) 2:18:54 

(OPN) 33:05 

11 2:19:46 兵庫県立大学 

大隅 直規 

(OPN) 24:50 

(OPN) 24:50 

橘  典佑 

(OPN) 42:02 

(OPN) 17:14 

永田龍太郎 

(OPN) 1:01:04 

(OPN) 19:00 

谷 聡一郎 

(OPN) 1:29:38 

(OPN) 28:34 

中  謙介 

(OPN) 1:48:22 

(OPN) 18:44 

村上 竜平 

(OPN) 2:19:46 

(OPN) 31:24 
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京都学生駅伝の詳細 

 

１区 7.5km 山田  唯（３）  25分12秒（区間 8位・通過 8位）       

 1 区を走るのは、琵琶湖駅伝以降、チームを引っ張ることを常に念頭において取り組んできた山田唯。例年と

比べ気温も高く、風もない絶好のコンディションの中スタートは切られた。走り出しは、立命、京産の選手が前

に出ずスローに。狐坂に向かう直線道路で徐々にペースが上がってくる。しかし、この辺から山田は体が思うよ

うに動かないことに気づき始める。集団はペースを維持したまま狐坂を駆け抜けていくが、山田はそれについて

いくことが出来ず、次々に後続の選手に抜かれ最後尾に。2,3 日前からの体調の異変を甘く見ていた結果、非常

に厳しい出だしとなってしまった。 

 

２区 5.2km 小山 裕之（４）  15分34秒（区間 4位・通過 7位）       

2 区はこの区間のベテラン小山裕之。1 区山田のブレーキの一報を耳にするとやや動揺が見られたが、自分の

走りをするだけ、と開き直ってスタートした。スタート直後の急な下り坂を利用してスピードに乗るとすぐに前

を走る選手を捉える。その後も 2km付近で京大Bを含む 3チームを抜き去るも、上りにさしかかると前半のハ

イペースからかやや足取が鈍る。しかし3.5kmの折り返しからは気迫を見せさらに2チームを捉え、最後のスパ

ートで甲南大に並びかけて3区の不破に襷を託した。タイム的には満足できる結果ではなかったが、悪い流れを

断ち切り3位への原動力となった走りは、びわ湖駅伝での雪辱を果たすものだった。 

 

３区 5.4km 不破 佑太（１）  17分05秒（区間 5位・通過 7位）        

3 区を走るのは 1 回生の不破。びわ湖駅伝での苦い経験を活かしたいところである。2 区の小山裕之の気迫あ

ふれる走りに勢いをもらう。すぐ目の前にいた甲南大を抜いてペースを上げていき 1km の通過は 2'58。びわ湖

駅伝では入りの 1km が遅すぎて立て直せなかったのでその反省を上手く活かせた。河川敷に入ってから前にオ

ープン参加のチームが数チーム見えて、気合が入った。前にいるオープン参加のチームを抜くにつれて勢いをつ

けることができ、集中力を維持できた。惜しくも滋賀大に追いつけなかったものの気合の入ったラストスパート

で4区の小山俊之に勢いを与えることができ納得いくレースとなり、今後に向けて良い経験となった。 

 

４区 7.8km 小山 俊之（３）  24分50秒（区間 3位・通過 4位）       

ライバル校のメンバーを見てもここで差をつめておきたい４区。５０秒ほど前に龍谷、佛教が小さく見える中、

前半から速めのペースで前を追っていく。狐坂で体調不良でブレーキとなった龍谷を捉え、佛教も２０秒以内と

射程圏に入り、徐々に差をつめていく。６キロ手前で追いつき並走となるもラスト１キロで何とか振り切った。

だが後を走る２人を楽にさせるほどの差は作れず、目標タイムにも１０秒届かず会心の走りとは行かなかった。

とはいえブレーキ気味であった同志社とも大きく差を詰め、びわ湖の走りを払拭する内容であったといえる。 

  

５区 5.2km 柿本 悠貴（３）  16分14秒（区間 5位・通過 4位）       

 ５区は柿本。龍谷、佛大と抜いてきた４区俊之の勢いをいかしたい。入りの下り坂を意識的にとばそうとする

が、思うようなスピードにのれず早々に後ろの佛大に捉えられてしまう。その後、折り返しまで併走。しかしラ

スト１．５キロにさしかかったあたりでピッチをあげ、佛大を引き離しにかかる。中継所にたどり着いたときに
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は佛大との差を広げることに成功。しかし前を走る３位の同志社との差を縮めることはできず、その影は遠い。

すべては前チーフ櫻井に委ねられた。 

 

６区 9.2km 櫻井 研吾（４）  29分20秒（区間 3位・通過 3位）       

序盤かなり苦しい展開を強いられた京大だが、各選手の力走により最終区に襷が渡ったときには4位まで順位

を上げていた。しかし、3位の同志社大との差は1分ちょうど。この差をつめて追い抜かすのは厳しいと誰もが

感じていた。しかし、6区を走る櫻井はあきらめてはいなかった。走るからにはよりよい順位をと、序盤から積

極的にとばしていた。始めの2kmで 20秒以上詰めていた。中盤以降、突っ込みすぎによりペースは落ちていたも

のの同志社との差は徐々に縮まっていた。残り3kmを過ぎたときには、差は 10秒程度で追いつくことは確実だっ

た。しかし、追いつくまでにかなり力を使ってしまっておりスパート勝負には不安が残っていた。残り1キロで

追いついてはいたが 200m地点まで併走していた。最後のくだりに差し掛かると同志社の選手が失速し差がついた。

しかし残り100mでスパートをかけられそれに気づいた櫻井も負けじとスパートをかけた。逃げる櫻井、じりじり

と迫る同志社。誰しもが固唾を呑んで見ていた。最後はほぼ同時にゴール。櫻井はなんとか同大をかわし、劇的

な勝利を京大にもたらした。 
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② 8 人分の思いの詰まった襷をかけ、ゴールテープ

を切った西原。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①� これまで琵琶湖駅伝を目標にチーフとしてチーム

を率いた櫻井。京都駅伝では劇的な逆転劇により

チームを３位に導いた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 琵琶湖駅伝快走の山田。来季の琵琶湖駅伝を見据

えて長距離を引っ張る。 
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個人戦・記録会などの結果 

（11/15～12/7） 

第 8回京都陸協記録会（11/15 西京極） 

▼5000m     

慶田 雄介  15:33:82   

吉川浩太郎  15.42.51   

菊川 信人  15.50.11   

下條  亘  16.09.84   

板垣  亮  16.12.11  CB 

中桐 寛仁  16.14.55   

松下 亮祐  16.29.71   

白石 晃將  16.56.24   

高田 裕人  18.10.28  CB 

第 9回京都陸協記録会（11/29 西京極）     

▼5000m     

吉川浩太郎  15.25.97   

西原 由高  15.37.90   

菊川 信人  15.55.49   

中桐 寛仁  15.58.25  PB 

▽3000m     

山添 由貴  10.25.28  PB 

上田 容子  11.36.50  CB 

     

兵庫実業団長距離記録会(12/6 尼崎) 

▽3000m     

岩橋  優  10.12.38   

山添 由貴  10.24.78   

福谷 彩織  11.32.40   

上田 容子  11.34.90   

市塚 友香  12.19.46   

伊藤 慶紗  12.28.23   
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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

y-yoshihiro@art.email.co.jp  (山口)
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