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主将挨拶 

 

いよいよ関西インカレが迫ってまいりました。 

レベルの高い厳しい試合というのは言うまでもなく、例年以上に厳しいとされる今年の残留争いですが、部

員一人ひとりがそれぞれのすべきことをなし、出場する選手一人ひとりが試合に集中し得点を取りに行き、チ

ーム一丸となって関西インカレ一部での戦いに挑み、残留に向けて全力で臨みます。 

 去る４月３０日には長居周回コースにてロードの部が行われ、３人が出場しました。得点することは叶いませ

んでしたが、部員全員に関西１部で戦うことの厳しさと、その中で力を出し切る姿を見せてくれました。 

トラック・フィールドの部は 5月８・９日（西京極）、1６・１７日(長居第二)の日程で開催されます。ご多忙中であ

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、ご声援くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

 

京都大学陸上競技部主将   佐藤 慎祐 

 

監督挨拶 

 

ついに関西インカレを迎えることになりました。 

男子は、本大会も一部残留をかけての戦いとなります。しかし、昨年までのように大量得点をのぞめる選手

が多くなく、厳しい状況にあることは認めざるを得ません。先日の京都インカレでの結果によって、その現実を

つきつけられたと言えます。 

この困難を乗り切るためには、部員一人一人が高い意識と覚悟を持ち、何よりチームとして全力で向かってい

くしかありません。出場する選手をはじめ、部員全員がベストを尽くすことで、活路を見出し、必ずや一部残留

を成し遂げると信じています。 

一方、女子は、京都インカレで主将の冨田(4)が好記録を出し勢いがあります。有望な新人も加入し、今後の

部としての躍進が期待されるところです。上位との差は大きいですが、出場する選手には思い切った試合をし

てほしいと思っています。 

蒼穹会の皆様におかれましては、御多忙とは存じますが、競技場にて直接御声援をいただきますよう、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 西野 智也 立命館大４ 1:06:47 

2位 関谷 宜輝 京都産業大４ 1:07:60 

3位 藤原 庸平 立命館大４ 1:07:18 

4位 寺本 英司 立命館大３ 1:07:19 

5位 藤松 利之 関西大４ 1:07:44 

6位 神原龍之介 関西学院大２ 1:07:44 

7位 Bハッサン 龍谷大１ 1:07:57 

8位 住本 雅仁 京都産業大４ 1:08:70 

17位 小山 裕之 京都大 4 1:11:56 

20位 櫻井 研吾 京都大 4 1:12:38 

22位 宇部  達 京都大D2 1:16:14 

 

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 １９点 

2位 京都産業大 ８点 

3位 関西大 ４点 

4位 関西学院大 ３点 

５位 龍谷大 ２点 

 

 

 

 

今年も例年のように日差しの強い暑い日に行われた。 

序盤は小山が果敢に先頭集団に付き入賞を狙う。櫻

井宇部は第2集団から前を追う展開になる。厳しい気

候のせいか宇部は 5km 過ぎに足を痙攣させ集団から

離れてしまい我慢のレースに。小山は 5km を 15 分

30 秒前後と先頭のハイペースで 10km 過ぎに集団に

付けなくなり離されてしまう。その中で櫻井はきつい

ながらも順調に走り、ちょうど15km地点で小山に追

い付く。が、残り500m付近で足がつってしまい止ま

りかけながらも力を振り絞りなんとかゴールへ。小山

宇部も最後まで諦めることなく走り切った。 

過酷な条件の中でのレースで三選手は力の限りを尽

くして走った。ポイント獲得とはならなかったものの、

小山櫻井宇部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 

吉田 繁治（３）    10.94 

久保 慶護（４）    11.17 

 

冬季練習中、何度も怪我に泣かされてきた吉田。し

かし2月に発症した足指疲労骨折の痛みも癒え、京カ

レでは10”94をマーク。内容はまだまだ十分ではない

ものの、完全復活への地固めはできた。あとは本番、

関西の猛者達を迎え撃つのみである。「常に11”2前後

では走れる男」の異名を持つ久保。10秒台が目前に見

えているだけに、本人ももどかしい気持ちでいること

だろう。関カレという舞台で真の「10秒台の男」とい

う称号を手中に収め、短距離陣に勢いをつけて欲しい。 

 

200ｍ 

吉田 繁治（３）    21.97 

萩生 翔大（３）    22.63 

 

近年格段にレベルが上がってきている 200m。吉田

のタイムを以ってして組で下から2番目の記録となる。

昨年は200mで記録を狙う場面があまりなかったため、

ここで一発記録を出して欲しいところ。200m は専門

ではないと意地を張るが、肩の力を抜いてレースに臨

んで欲しい。萩生の組もかなりレベルが高い。萩生は

200m ではまだ納得するタイムを出せていないが、こ

のレースで力を解放できればかなりの記録更新が期待

できる。それは必ず400mにもつながるので、臆する

ことなくぶつかってほしい。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。 

 

400ｍ 

萩生 翔大（３）    49.20 

 

シーズンイン直後にベスト更新を果たした萩生。し

かしそれすらも失敗レースであったと語った。京カレ

では思うようなレースはできなかったが、48秒台突入

は目前と見てよいだろう。47秒台ひしめく関カレだけ

に得点争いに絡むことは難しいかもしれないが、48秒

中盤、そして一つでも上のラウンドへの進出を期待し

たい。 

 

110ｍH 

藤田 俊輔（M１)      14.62 

大橋 正義（２）     16.77 

 

「関学からトッパー選手が来る」と久保が言った。誰

もが耳を疑ったが、彼は確かに京大陸上部の一員とな

った。昨年の関カレ 4 位の実力をもつ藤田であるが、

復帰間もないこともありまだまだ調整段階。幸いなこ

とにレースは5月3週目。藤田ならこの期間できっち
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り修正し、我々を華麗なるハードリングで魅了してく

れるだろう。その藤田の指導により見る見るハードリ

ング技術に磨きをかけている大橋。力みのないひょう

ひょうとした走りが魅力。七大のことを考えると 15

秒台に突入して欲しいが、今の大橋ならきっとやって

くれる。関カレでは覚醒した大橋が見られるかもしれ

ない。 

 

400mH 

山口 芳弘（２）    57.87 

 

水谷がいなくなった今、ヨンパー陣には勝負の時が

訪れている。今回出場する山口は初試合で 56 秒台を

出した選手。その後記録更新から遠ざかっているため、

そろそろベストをと本人も思っていることであろう。

専門は400mであるため、まだまだハードリング技術

に課題が残っており練習不足の感が否めないが、京大

のヨンパーを背負う一人として意地を見せて欲しい。 

 

4ｘ100ｍR 

吉川 直樹（４） 

久保 慶護（４） 

田中 伸弥（４） 

吉田 繁治（３） 

山田  諒（２） 

松井 大門（２） 

 

まだオーダーは確定していないが、今年も決勝進出

には 40 秒台が必須であろう。冬季練習の結果、個々

の走力の底上げはできつつある。しかしそれ以上の力

を出す必要があるため、尐しも気を抜けない。京カレ

のバトンは直視できないものであったが、関カレでは

華麗なるバトンワークを期待したい。リレーは何が起

こるかわからない競技。組上位3着以内を狙って、決

勝へと駒を進めて欲しい。 

 

4ｘ400ｍR 

吉川 直樹（４） 

藤崎  淳（４） 

田中 伸弥（４） 

萩生 翔大（３） 

山瀬 康平（３） 

山口 芳弘（２） 

 

こちらもオーダーは決まっていない。水谷の卒業に

よりマイルがやや寂しくなった感は否めない。しかし、

中距離佐藤は今シーズンすでに49秒台で走っており、

萩生・山口は京カレでラップ49秒台でまとめている。

さらに藤崎の復活と好材料が出揃い、あとは死力を尽

くすのみとなった。こちらも何が起こるかわからない

ので、あくまで着順での決勝進出を狙っていく。 

＊ 佐藤翔士については上記 6 名に名前は連ねており

ませんが、日本陸連競技規則により800mにエン

トリーしているためマイルの参加が可能となりま

す。詳しくは下記 URLの P.397・17項をご参照く

ださい。 

http://www.rikuren.or.jp/athlete/rule/pdf/15.pdf 

 

女子１００ｍ 

富田 夏希（４）    12.80 

 

絶好調冨田。初めて離脱することなくこなした冬季練

習の成果は、念願の 12 秒台という形で表れた。今の

冨田に怖いものなんてない。まずはもう一度 12 秒台

を、そしてあわよくば女帝・早瀬の持つ蒼穹記録の更

新を期待したい。 

 

女子２００ｍ 

廣瀬亜由美（４）    NR 

 

冬季練習を着実にこなし、廣瀬は地道に努力を重ねて

きた。その努力が実を結び、京カレでは100mのベス

トを0.3秒更新する。200m は大学で初挑戦となる廣

瀬であるが、七大戦では400m も視野に入れているた

め長い距離に慣れておきたいところ。28秒台前半を目

標に臆することなく頑張って欲しい。 

 

～中距離～ 

800m 

佐藤 翔士（M１）   1.55.08 

大川  亮（２）    1.58.11 

 

佐藤は今シーズン 400m で 49 秒台、京都インカレ

では 1 分 55 秒台と順調な仕上がりを見せている。持

ち前の勝負強さを発揮できれば決勝進出は十分に狙え

る実力者であるので、2 年ぶりの入賞と自己ベストに

期待がかかる。大川はこの冬一番伸びた選手である。

京都インカレで自己ベストを更新したが、更なる飛躍

に期待がかかる。800m の学部生エースとして積極的

なレースを期待したい。 

 

1500ｍ 

小山 裕之（４）    3.58.53 

櫻井 研吾（４）    4.08.98 

小山 俊之（３）    3.51.47 

 

裕之は春の記録会で念願の3分台に突入した。ハー

http://www.rikuren.or.jp/athlete/rule/pdf/15.pdf
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フマラソンの疲労と他種目との兼ね合いで欠場の可能

性もあるが、出場するなら決勝進出も不可能ではない

力があるので狙っていって欲しい。櫻井は冬に例年以

上の走り込みをして地力をしっかり上げてきた。ハー

フマラソンの疲れもあるが、積極的な走りで自己ベス

トを、そして一人でも前を倒しにいってもらいたい。

俊之は昨年飛躍したこの種目で狙うのは頂点のみであ

る。春シーズンはまだ調子は上がってきてはいないが、

勝負になると強さを発揮するのがこの選手である。必

ずスタンドを盛り上げてくれるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長距離エースの小山俊 

女子８００ｍ 

岩橋  優（１）    2.12.77 

 

この種目には期待の新入生岩橋が出場する。すでに

全日本インカレ標準を突破する記録をもっているが、

受験のブランクもある為まだ十分に練習できていない。

万全ならば入賞も可能なので、試合までにできるだけ

身体を戻してもらいたい。 

 

～長距離～ 

5000m 

田中 裕介（M２）   15.09.46 

小山 俊之（３）    14.47.85 

 

田中裕介は法科大学院に所属し忙しい身ながら、シー

ズン最初の記録会で京大に移ってからの自己記録を更

新している。京カレは10000mに出場したが過酷な気

候条件であったためか実力を発揮できずに終わってし

まった。しかし、5000m の自己ベストは 14 分 40 秒

台と力はあるのでうまくあわせることができれば得点

に絡むことが期待できる。小山俊之は京カレでは不調

であったが、その走力と勝負強さは他大の有力選手に

引けをとらない。関カレ一部残留は彼の脚にかかって

いるといっても過言ではないので、1 点でも多くの点

を獲得して京大に勢いをつけてほしい。 

 

10000m 

小山 裕之（4）    31.47.90 

 

10000mには小山裕之が出場する。今年は2月のハ

ーフマラソンで蒼穹 5 位の記録を出し、専門種目の

1500mでは自己初の3分台を出すなど、好調である。

単純にハーフと 1500m で好記録を出したら 10000m

も出せるだろうというようにいくかどうかはわからな

いが、確実に昨年より力をつけているので10000mで

も好記録を期待できる。ハーフマラソンにも出場する

が2週間以上の時間があるので疲労の面では問題ない。

是非とも現4回生初の関カレ得点をチームにもたらし

てもらいたい。 

 

3000mSC 

近藤 学宏（M１）   9.17.42 

山田  唯（３）    9.26.36 

中村 秀樹（２）    10.28.26 

 

3000m障害には昨年の七大戦で1,２位を占めた近藤、

山田と中村が出場する。近藤は昨年も関カレで入賞し

たが、今年は京カレで3年ぶりに自己記録を更新する

記録で準優勝し、昨年と比べてもかなり力をつけてい

る。相手も手ごわいが勝負強い近藤なら上位入賞も期

待できる。山田は冬季に膝を痛め苦しんだが徐々に調

子を戻してきている。昨年の七大戦のような強さを発

揮できればポイントに絡むことができるだろう。中村

は大学初の対抗戦である。昨年こそ調子が戻らず不振

であったが、持っているポテンシャルは高い。格上の

選手とのレースで臆さない積極的な走りをしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西インカレで上位入賞が期待される近藤 

10000mW 

菊川 信人（D１）   54.39.20 

生谷 隆麿（３）    54.27.87 

永田 和寛（１）    NR 
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10000mW には昨年も出場した菊川、兵庫インカレ

で自己ベストを更新した生谷、新一回生の永田が出場

する。菊川は昨年積極的なレースをしたが積極的過ぎ

たため反則を取られ失格となった。今年も兵庫インカ

レでは失格になっているが、入賞をねらって積極的に

レースをし、歩ききってもらいたい。生谷は自己ベス

トを着実に伸ばしている。例年よりレベルが上がり厳

しい戦いになると思われるが、自己ベストをさらに更

新しポイントに絡んでもらいたい。一回生、永田は高

校時代の 5000mW23.46.16 という好タイムを持って

いる。10kmW も経験しており今年の京大の隠し玉と

して、活躍を期待したい。 

 

 

～跳躍～ 

走幅跳 

谷口 康晴（４）    6m64 

 

今年で三度目の関カレ出場となる谷口。今シーズン初

試合の京カレは不完全燃焼であったが、この大舞台で

力を出し切ってベストの大幅更新を狙って欲しい。 

 

三段跳 

秋山  源（４）    13ｍ62 

 

 秋山はシーズンイン直後に体調を崩し、まだまだ本

調子ではない。試合にきっちり調子をあわせて、七大

戦につながる攻めの跳躍を期待したい。 

 

棒高跳 

秋元 一志（２）    4ｍ50 

田中 皓介（２）    4ｍ50 

 

棒高跳には蒼穹記録保持者の秋元と田中が出場する。

きっちり冬練を積んで今年は万全を期して関カレに臨

む。秋元は思い切りの良い踏み切りで春先から安定し

て4ｍ50付近を跳んでいて、田中もじっくり調子を上

げてきている。蒼穹新記録とポイントの獲得に勢いよ

く挑戦してきて欲しい。 

 

女子走幅跳 

富田 夏希（４）    5ｍ11 

 

 冨田はこのところ調子がかなり上がってきていて、

関カレでのベスト更新に期待がかかる。 

長年追いかけ続けてきた早瀬に引けをとらない大ジャ

ンプを見せて欲しい。 

 

 

～投擲～ 

砲丸投 

嶋田研志郎（４）    11m43 

 

就活で忙殺された中で臨んだ京都インカレはふがい

ない結果に終わってしまったが、この結果に奮い立た

ずに終わる選手ではない。1 発には定評があるのに加

え、この大会では2年続けて自己の記録を更新してい

る相性のよさもあるので、また良い結果を残してくれ

るのではなかろうか。 

 

円盤投 

矢川 勝太（２）    30m92 

 

試合での強さをいまだに見せることが出来ないまま

の矢川。練習での勢いをそのまま発揮できればベスト

の更新は確実である。関西インカレという初めての大

舞台に萎縮することなく自分の競技にしっかり集中し

て、自分自身で“これだっ”と思える一投を期待した

い。 

ハンマー投 

田中 聡一（D１）    NR 

 

部内のセレクションで 2 年ぶりの関西インカレの舞

台を勝ち取った田中は研究室の合間を縫って精力的に

練習を重ねてきている。これまでの経験を生かし、本

番ではどんな投擲を見せてくれるのか。 

 

やり投 

佐藤 慎祐（４）    53ｍ09 

 

今年もやり投げには佐藤が出ることになる。時間の

やりくりに苦しみながらも、その中で練習を続けてい

る。復調の兆しも尐しずつではあるが見えてきたとこ

ろでの大一番、気合の入った一投をここで決めておき

たい。 

 

～混成～ 

十種競技 

三浦 裕介（M１）       5518点 

 

 ４月に足を痛めて今年は関カレが初戦となる三浦。

フィールド種目を安定して好記録 

でまわり、スプリント種目では気合の激走で踏ん張っ

て二年連続の入賞を果たしてもらいたい。 



 8 

関西インカレ日程   

５月８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  

10:50 女子 １００ｍ 予 

11:10 ２部 １００ｍ 予 

11:30 1部 １００ｍ 予 

11:45 女子 8００ｍ 予 

12:10 ２部 ８００ｍ 予 

12:３5 １部 ８００ｍ 予 

13:00 女子 １００ｍH 予 

13:15 女子 １００００ｍ 決 

14:05 女子 １００ｍ 準 

14:15 2部 １００ｍ 準 

14:25 １部 １００ｍ 準 

14:35 女子 ４００ｍ 予 

14:55 ２部 ４００ｍ 予 

15:15 1部 ４００ｍ 予 

15:35 女子 １００ｍH 決 

15:45 女子 ８００ｍ 決 

15:55 ２部 8００ｍ 決 

16:05 1部 ８００ｍ 決 

16:15 女子 ４×１００ｍ 予 

16:25 ２部 ４×１００ｍ 予 

16:40 1部 ４×１００ｍ 予 

16:50 ２部 (10)４００ｍ  

16:55 1部 (10)４００ｍ  

17:05  競技終了  

〈ＪＵＭＰ〉    

開始時刻 種別 種 目  

10:30 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 

13:30 2部 ハンマー投 決 

13:30 1部 (10)砲丸投  

 2部 (10)砲丸投  

15:00 1部 ハンマー投 決 

 

 

 

 

 

 

 

５月９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 

11:15 女子 ５０００ｍＷ 決 

11:50 

12:15 
2部 

５０００ｍ 

タイムレース 
決 

12:50 女子 １００ｍ 決 

13:05 2部 １００ｍ 決 

13:20 1部 １００ｍ 決 

13:35 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 

16:05 女子 ４×１００ｍ 決 

16:20 2部 ４×１００ｍ 決 

16:35 1部 ４×１００ｍ 決 

16:50 2部 (10)１５００ｍ  

17:00 1部 (10)１５００ｍ  

17:10   競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉        

開始時刻 種別 種 目   

10:00 ２部 三段跳 決 

13:00 １部 （10）棒高跳  

 ２部 （10）棒高跳  

13:00 1部 三段跳 決 

15:00 女子 走高跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉        

開始時刻 種別 種 目   

10:00 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 

15:15 1部 (10)やり投  

 2部 (10)やり投  

15:30 女子 砲丸投 決 
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５月１６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 

10:30 女子 ２００ｍ 予 

10:50 2部 ２００ｍ 予 

11:05 1部 ２００ｍ 予 

11:20 女子 15００ｍ 予 

11:40 2部 15００ｍ 予 

12:00 1部 15００ｍ 予 

12:30  表彰式  

13:10 2部 １１０ｍＨ 決 

13:20 1部 １１０ｍＨ 決 

13:30 女子 
５０００ｍ 

タイムレース 
決 

13:55 

14:10 
2部 

３０００ｍＳＣ 

タイムレース 
決 

14:25 1部 ３０００ｍＳＣ 決 

14:55 女子 4×４００ｍ 予 

15:10 2部 4×４００ｍ 予 

15:30 1部 4×４００ｍ 予 

15:40 女子 (7)２００ｍ  

16:00   競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉        

開始時刻 種別 種目  

10:00 女子 走幅跳 決 

10:40 女子 (7)走高跳  

12:00 １部 棒高跳 決 

12:00 1部 走高跳 決 

14:00 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 1部 円盤投 決 

1４:30 女子 円盤投 決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１７日（日） （長居第２） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種 目   

10:30 女子 ４００ｍＨ 予 

10:50 2部 ４００ｍＨ 予 

11:05 1部 ４００ｍＨ 予 

11:25 女子 ２００ｍ 準 

11:35 2部 ２００ｍ 準 

11:45 1部 ２００ｍ 準 

11:55 2部 １００００ｍ 決 

12:45 女子 ４００ｍＨ 決 

12:55 2部 ４００ｍＨ 決 

13:05 1部 ４００ｍＨ 決 

13:20 女子 ２００ｍ 決 

13:30 2部 ２００ｍ 決 

13:40 1部 ２００ｍ 決 

13:55 女子 
３０００ｍSC 

オープン 
 

14:15 女子 １５００ｍ 決 

14:25 2部 １５００ｍ 決 

14:35 1部 １５００ｍ 決 

14:45 １部 １００００ｍ 決 

15:30 女子 (7)８００ｍ  

15:50 女子 4×４００ｍ 決 

16:00 2部 4×４００ｍ 決 

16:10 1部 4×４００ｍ 決 

16:20   競技終了   

16:40   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 

13:00 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 女子 やり投 決 

12:00 女子 （７）やり投  

12:00 ２部 やり投 決 

13:30 1部 やり投 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     

久保 慶護 予 11.17  ＋0.4  

秋元 一志 予 11.33  ＋0.5   PB 

山田  諒 予 11.33  ＋2.3    

▼200m     

久保 慶護 予 22.63 －0.6  

萩生 翔大 予 22.63 －0.5  

前田 峰尚 予 DNS   

▼400m     

萩生 翔大 予 49.96   

山口 芳弘 予 51.27   

山瀬 康平 予 53.63   

▼800m     

佐藤 翔士 予 1.55.54   

 6位 1.58.70   

大川   亮 予 1.58.11  PB 

小林 弘尚 予 1.59.70   

▼1500m(タイムレース)   

西原 由高 13位 4.11.72   

坂本  剛 21位 4.22.80   

▼5000m     

小山 裕之 7位 15.19.46   

小山 俊之 10位 15.34.14   

小林 啓人 15位 15.57.90   

▼10000m     

柿本 悠貴 8位 32.15.75   

田中 裕介 13位 33.13.84   

宇部  達 14位 32.34.34   

▼110mH     

藤田 俊輔 予 15.49 ＋0.9  

 8位 15.71 －0.9  

大橋 正義  16.77 ＋0.3  

前田 靖朋  16.80 ＋0.9  

▼400mH     

山口 芳弘 予 57.87   

岡本 京祐 予 58.28   

大橋 正義 予 58.66   

▼3000mSC     

近藤 学宏 2位 9.17.42  PB⑥ 

山田  唯 10位 9.41.07   

櫻井 研吾 11位 9.47.31   

▼4×100m     

秋元-山田-久保-吉川直 予 42.62   

秋元-山田-久保-吉川直 5位 42.66   

▼4×400m     

吉川直-萩生-山口-山瀬 6位 3.23.04   

▼走高跳     

松室 尭之 10位 1m75   

皆川 広太  NM   

巳波 壮馬  NM   

▼棒高跳     

秋元 一志 2位 4.50   

小西 康晴 3位 4.10   

田中 皓介  NM   

▼走幅跳     

谷口 康晴 8位 6.43 ＋0.3  

田中 伸也 14位 5.90 ＋0.2  

田中 皓介 15位 5.70 ＋0.5  

▼三段跳     

前田 峰尚 8位 13.08 ＋2.0 PB 

秋山  源 9位 13.04 ＋1.4  

小西 康晴 11位 12.90 ＋1.2 PB 

▼砲丸投     

嶋田研志郎 16位 10.18   

田中 聡一 17位 10.13   

佐藤 慎祐 18位 9.92   

▼円盤投     

佐藤 慎祐 16位 30.64   

矢川 勝太 18位 30.36   

▼やり投     

佐藤 慎祐 9位 46.25   

矢川 勝太 13位 42.16   

川島 龍樹 14位 39.03   

▼ハンマー投     

久下 哲寛 9位 38.81   

佐藤 慎祐 10位 34.72   

矢川 勝太 12位 24.85   

女子対校の部     

▽100ｍ     

冨田 夏希 予 12.80 ＋1.9 PB② 

 7位 12.91 ＋2.3  

廣瀬亜由美 予 14.01 －0.3 PB⑳ 

▽800m     

福谷 彩織 予 2.31.83   

▽1500m(タイムレース)   

上田 容子 15位 5.39.14   

▽4×100m     

廣瀬－富田－上田－福谷 4位 54.47   

▽走幅跳     

冨田 夏希 7位 4.93 ＋0.7  

▽砲丸投     

市塚 友香 9位 5.74   

▽やり投     

男子オープンの部    

▼100m     

吉田 繁治  10.94 ＋1.7  

吉川 直樹  11.32 ＋1.6  

松井 大門  11.68 ＋0.1 PB 

▼400m     

藤崎  淳    51.27   
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▼800m     

小野山博之  2.06.45   

▼5000m     

西原 由高  15.55.72   

▼10000m     

三上  翔  32.55.79   

慶田 雄介  33.29.33   

菊川 信人  34.11.84  PB 

下條   亘  35.50.39   

 

 

 

 

総合成績 

▼男子の部対校戦成績 

１位 立命館大学        188点 

２位 京都産業大学       157.5点 

３位 龍谷大学        94点 

４位 同志社大学        92点 

５位 びわこスポーツ大学    60点 

６位 京都教育大学      53.5点 

７位 京都大学        35.5点 

 

▽女子の部対校戦成績 

１位 立命館大学     143.5点 

２位 龍谷大学      108点 

３位 京都教育大学      91.5点 

京都大学       9点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人戦・記録会などの結果 

(2007年12月1日～2008年4月26日) 
兵庫事業団記録会(12/6 尼崎)   

▼5000m     

小林 啓人  16.05.99   

中桐 寛仁  16.38.54   

松下 亮祐  16.41.47   

     

▼10000m     

山本  直  33.17.34  PB 

下條  亘  33.33.66   

菊川 信人  35.00.82   

     

▽3000m     

山添 由貴  11.46.11   

上田 容子  12.02.00   

     

神戸長距離記録会(12/13 ユニバー)  

▼5000m     

慶田 雄介  15.22.55  PB 

 

大阪陸協長距離クラス別記録会(12/14 服部) 

▼5000m     

前田 達朗  14.55.87  PB⑭ 

西原 由高  16.03.81   

     

防府読売マラソン(12/21 防府)   

▼マラソン     

山本  直  2.35.03  ♪ 

二見 隆亮  2.48.54   

菊川 信人  2.42.05   

     

第 4回関西学院記録会(12/23 関学グラウンド) 

▼5000m     

小林 啓人  15.53.2   

内田 健弥  18.01.6  ♪ 

     

▼10000m     

前田 達郎  31.23.1   

     

高松市中長記録会(12/23 屋島)  

▼5000m     

中桐 寛仁  17.29.8   

     

第92回日本選手権男子・女子20km競歩大会(1/25 六

甲アイランド) 

▼20km     

廣江  悠 9位 1.27.36  PB② 

     

第31回神奈川マラソン(2/１ 神奈川) 

▼ハーフマラソン    

二見 隆亮  1.13.42   

     

学連長距離ロード記録会(2/7 長居公園周回)  

▼ハーフマラソン    

小山 俊之  1.07.25  PB④ 

小山 裕之  1.07.31  PB⑤ 

宇部  達  1.08.56   
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櫻井 研吾  1.09.34  ♪⑮ 

前田 達朗  1.10.08  ♪⑲ 

吉川浩太郎  1.10.40  ♪ 

菊川 信人  1.11.06  PB 

中桐 寛仁  1.24.5725   

     

第16回泉州国際市民マラソン(2/15 泉州) 

▼マラソン     

佐藤 章徳  2.35.40  ♪⑧ 

     

第43回青梅マラソン大会(2/15 青梅) 

▼30km     

二見 隆亮  1.45.54   

     

第29回篠山ABCマラソン大会(3/1 篠山) 

▼マラソン     

二見 隆亮  2.34.10  PB⑥ 

菊川 信人  2.39.38  PB⑰ 

     

第16回京都シティハーフマラソン(3/8 京都) 

▼ハーフマラソン    

宇部  達  1.09.29   

三上  翔  1.12.07   

岡本 英也  1.14.04  ♪ 

木下 量平  1.16.12  ♪ 

下條  亘  1.16.19   

葭中  聡  1.31.49  ♪ 

     

兵庫実業団記録会 (3/21 尼崎) 

▼100ｍ     

吉川 直樹  11.50 ＋0.4  

▼3000ｍ     

中村 秀樹  9.32.44   

▼5000ｍ     

慶田 雄介  15.51.56   

下條  亘  16.39.80   

坂本  剛  16.43.11   

松下 亮祐  16.57.11   

▼10000ｍ     

小山 俊之  31.14.16   

小山 裕之  31.47.90  ♪ 

櫻井 研吾  32.21.85   

宇部  達  33.08.39   

菊川 信人  33.42.80   

     

第 3回学連記録会(3/23-24 西京極)  

▼100m     

田中 伸弥  11.37 ＋1.9 PB 

久保 慶護  11.38 －2.0  

前田 峰尚  11.38 ＋2.6  

石田 真大  11.42 ＋2.1  

秋元 一志  11.44 ＋2.6  

山田  諒  11.47 ＋2.5  

藤崎  淳  11.47 ＋2.6  

大橋 正義  11.61 ＋2.1  

前田 靖朊  11.66 ＋2.4  

谷口 康晴  11.69 ＋1.7  

川室 太希  12.00 ＋1.7  

佐藤 慎祐  12.15 ＋0.7  

小西 康晴  12.15 ＋1.7  

田中 皓介  12.31 ＋1.7  

▼200m     

萩生 翔大  22.95 ＋1.9  

山田  諒  23.50 ＋1.4  

山瀬 康平  24.33 ＋2.7  

川室 太希  24.55 ＋1.7  

▼400m     

萩生 翔大  49.20  PB 

山瀬 康平  54.01   

前田 峰尚  54.61   

▼800ｍ     

大川  亮  2.02.41   

野田 崇洋  2.05.10   

鈴置 航央  2.09.43   

上田 道久  2.11.41   

▼1500ｍ     

佐藤 章徳  3.58.05   

小山 裕之  3.58.53  PB 

小山 俊之  4.59.79   

櫻井 研吾  4.09.25   

坂本  剛  4.10.93   

大川  亮  4.17.31   

菊川 信人  4.19.89  PB 

白石 晃将  4.26.03   

板垣  亮  4.36.70  CB 

▼5000ｍ     

田中 裕介  15.09.46   

柿本 悠貴  15.54.68   

▼110mH     

前田 靖朊  17.09 ＋2.6  

大橋 正義  17.23 ＋2.6  

▼400mH     

岡本 京祐  58.73   

▼棒高跳     

秋元 一志  4.40   

小西 康晴  3.80   

田中 皓介  NM   

▼走幅跳     

田中 伸弥  5.72 ＋1.8  

小長谷幸平  5.19 ＋1.8 ♪ 

▼やり投げ     

佐藤 慎祐  45.99   

▽100m     

冨田 夏希  13.12 ＋3.5  
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▽800m     

山添 由貴  2.32.05   

福谷 彩織  2.34.68   

上田 容子  2.50.90   

▽1500m     

山添 由貴  5.12.59  CB 

上田 容子  5.35.78  CB 

▽走幅跳     

冨田 夏希  4.51 ＋3.8  

     

関東学連春季オープン競技会     

        (3/26 江東区夢の島競技場)     

▼5000m     

西原 由高  15.58.28   

三上  翔  15.58.73   

     

第 3回北和記録会(3/31 鴻ノ池)   

▼100m     

萩生 翔大 Ⅰ 11.57 －1.3  

 Ⅱ 11.62 －0.8  

前田 峰尚 Ⅰ 11.91 ＋0.5  

 Ⅱ 11.68 ＋0.1  

▼400m     

佐藤 翔士  50.71   

▼800m     

鈴置 航央  2.08.18   

▼棒高跳     

秋元 一志  4.50   

田中 晧介  4.20   

小西 康晴  3.80   

▼三段跳     

秋山  源  13.12 －0.3  

▽100m     

冨田 夏希 Ⅰ 13.46 －0.6  

冨田 夏希 Ⅱ 13.49 ＋0.0  

     

第75回兵庫学生陸上競技対校選手権大会(4/3 尼崎) 

▼10000mW     

生谷 隆磨  54.24.87  PB 

     

第 1回陸協記録会(4/12 西京極)  

▼100m     

吉田 繁治  11.39 －2.4  

山田  諒  11.57 －1.4  

松井 大門  11.71 －0.1 PB 

天ケ瀬匡昭  11.73 －0.1  

吉川 直樹  11.75 －2.4  

大橋 正義  11.91 －1.4  

前田 靖朊  11.91 －1.0  

▼400m     

佐藤 翔士  49.89   

藤崎  淳  51.81   

田中 伸弥  52.57   

吉川 直樹  53.75   

▼1500m     

坂本  剛  4.11.59   

塚本  裕  4.30.90   

中桐 寛仁  4.34.41   

▼5000m     

鈴木 達哉  16.26.75   

松下 亮祐  17.15.48   

▼110mH     

前田 靖朊  17.22 -2.0  

▽100m     

山口 咲希  14.79 -1.0  

▽走幅跳     

冨田 夏希  4.66 -0.0  

▽砲丸投     

冨田 夏希  7.34  PB⑫ 

     

第 2回京都陸協記録会(4/26 西京極)  

▼100m     

吉田 繁治  11.18 -1.5  

秋元 一志  11.42 -0.3  

田中 伸弥  11.55 ＋1.2  

山田  諒  11.68 -1.6  

松井 大門  11.96 -0.4  

▼800m     

小山 俊之  1.57.27   

塚本  裕  2.07.74  PB 

▼5000m     

中村 秀樹  16.06.90   

▼5000mW     

菊川 信人  25.49.7  PB⑤ 

生谷 隆麿  25.57.5  PB⑥ 

永田 和寛  26.27.8   

▽100m     

廣瀬亜由美  14.44 ＋1.1  

山口 咲希  15.14 ＋1.1  
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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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蒼穹ニュース 平成２１年度 第１号 

平成２１年５月１日 発行 

発行所：京都大学体育会陸上競技部 

編集者：白石晃將・田中皓介・山口芳弘（副務） 

特別協力：鈴木大河・宿院 享（学連員） 
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陸上競技部HP   http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/index.html 

ミラーサイト    http://www.geocities.co.jp/Athlete-Samos/2360/ 

陸上競技部記録HP http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/kiroku/index.html  

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

メールアドレス       y-yoshihiro@art.email.co.jp(山口芳) 

 

http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/index.html
http://www.geocities.co.jp/Athlete-Samos/2360/
http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/kiroku/index.html
http://gold.jaic.org/jaic/icaak/index.htm


 16 

 

 


