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関西学生駅伝の総括 

 

去る 11 月 20 日、びわ湖駅伝兼第 72 回関西学生駅伝が行われました。当初の雨の予報

と打って変わって快晴の中でのレースとなりました。昨年、関西 13 位と悔しい思いをした

メンバーが全員残り、シード権獲得そしてさらに上位を目指し万全のチーム状態でびわ湖

に乗り込みました。 

 1 区小山俊之は 2 位と秒差の 7 位と順調な滑り出しを見せるも、2 区田中裕介、3 区小山

裕之が本来の走りができず、早くもシード権獲得に暗雲が立ち込めました。しかし、4 区の

1 回生平井が大学初駅伝とは思えない区間 7 位の快走を見せ、さらに 5 区近藤も区間 7 位

の好走と悪い流れを断ち切りました。6 区柿本も腹痛のアクシデントで本来の走りではあり

ませんでしたが、7 区、8 区の山田唯、櫻井が粘りきり、結果総合 11 位、関西 10 位と最

低目標のシード権を獲得することができました。 

 やはりチームの状態が良かっただけにシード権を獲得したものの、手放しに喜べる結果

ではありません。最高目標の関西 7 位まで 1 分以内の接戦を制することができなかった悔

しさが残ります。ただ、去年とは違い悪い流れを後続の選手が断ち切ることができたこと

は去年のチームから成長した点でしょう。 

 来年は今回走った 3 人が抜けることとなるので、勢いのある 1 回生を中心として戦力を

整えないといけません。板垣チーフのもと、これらの課題に取り組みさらなる精進を重ね

ていきたいと思います。今後ともご支援、ご声援よろしくお願いいたします。当日は朝早

くから多くのご声援ありがとうございました。 

 

 

京都大学陸上競技部長距離パートチーフ  山田 唯 
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監督挨拶 

 

11 月に行われましたびわ湖大学駅伝では、我が京都大学は関西 10 位と何とか来年度の

シード権を獲得しました。戦前からの予想通り、中位校の実力はかなり拮抗しており、7 位

から 12 位までが約 100 秒の中にひしめく接戦となりました。京大と 7 位の龍谷大学との

差が 54 秒差。決して届かなかった差ではなかったことを考えると悔しさが残りますが、結

果を真摯に受け止めるべきだと考えます。びわ湖駅伝の 2 週間後に行われた京都学生駅伝

でも、びわ湖で敗北した同志社大学・龍谷大学・佛教大学に敗退し、6 位に終わりました。

これが、今の京大の力なのでしょう。 

 実際、びわ湖に舞台を移して 6 年目、着実に関西学生長距離界の底上げは為されていま

す。京大もレベルアップをしていないわけではありませんが、同志社大や龍谷大など、こ

れまで京大と競り合っていた中堅の私立大学が本格的に強化に取り組み始めた今、これま

でと同じような取り組み方ではもはや追い付けなくなってきているというような印象を受

けます。 

 さらに現状として 4 回生以上を中心とする今のチームにおいて、3 回生以下の台頭がなく

ては、来季以降ますます厳しい戦いとなることが予想されます。びわ湖駅伝を走った平井

や京都駅伝を走った横山裕ら、今後の活躍が期待できそうな選手は多くおりますので、彼

らを中心に今後一層の精進をもって、来季以降の飛躍を目指して欲しいと思います。 

 さて、部全体としては本格的な冬季練習に突入いたしました。 

 来季チームとして果たすべき目標として、関西インカレ一部昇格、七大戦総合優勝、東

大戦優勝、びわ湖大学駅伝上位進出などがありますが、部員一人一人もそれぞれの目標を

持っていると思います。京大陸上部全体が、そして部員一人一人が成長していけるよう、

私も全力でサポートしていく所存です。 

 今後とも、諸先輩方の京大陸上部に対する温かい御支援・御声援をいただけますよう御

願いしますとともに、今シーズンの全対校戦日程を無事に終了できましたことを御報告申

し上げます。 

 

 

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 

2010 びわ湖大学駅伝 兼 第 72 回関西学生対校駅伝競走大会（11 月 20 日 琵琶湖西岸コース） 

 

総合順位 記録 大学 
第 1区 

11．1km 

第 2区 

7.3km 

第 3区 

11.0km 

第 4区 

9．6km 

第 5区 

9.0km 

第 6区 

12．8km 

第 7区 

15.1km 

第 8区 

7.7km 

1(1) 4:13:54 
京都産業大 

[関西] 

野田 一貴 

(5) 33:30 

(5) 33:30 

岩内 達郎 

(4) 55:24 

(3) 21:54 

林  和貴 

(2) 1:29:06 

(3) 33:42 

奥野 雅史 

(1) 1:57:58 

(2) 28:52 

妹尾  陸 

(1) 2:25:56 

(2) 27:58 

住本 雅仁 

(1) 3:04:45 

(2) 38:49 

三岡 大樹 

(1) 3:49:40 

(1) 44:55 

佐野 克斗 

(1) 4:13:54 

(3) 24:14 

2(2) 4:16:35 
立命館大 

[関西] 

尾崎 文彦 

(4) 33:27 

(4) 33:27 

中村 研二 

(3) 55:15 

(1) 21:48 

今崎 俊樹 

(1) 1:28:34 

(2) 33:19 

山本 伸弘 

(2) 1:58:39 

(10) 30:05 

谷口 祐樹 

(3) 2:27:02 

(4) 28:23 

田中 裕之 

(2) 3:05:29 

(1) 38:27 

寺本 英司 

(2) 3:51:34 

(2) 46:05 

赤松  駿 

(2) 4:16:35 

(5) 25:01 

3 4:18:25 
第一工業大 

[九州] 

飛松 佑輔 

(8) 33:51 

(9) 33:51 

石川 徹平 

(5) 55:58 

(5) 22:07 

山元  綾 

(5) 1:30:49 

(7) 34:51 

K･ジュグナ 

(3) 1:58:39 

(1) 27:50 

丸野 大樹 

(2) 2:26:29 

(1) 27:50 

山田 勇基 

(3) 3:06:27 

(5) 39:58 

谷口  亮 

(3) 3:54:03 

(11) 47:36 

松木 祐二 

(3) 4:18:25 

(4) 24:22 

4(3) 4:20:22 
大阪経済大 

[関西] 

木村 哲也 

(1) 33:12 

(1) 33:12 

國料 祥平 

(1) 55:12 

(4) 22:00 

為石 勇太 

(6) 1:30:52 

(12) 35:40 

富山 恭平 

(6) 2:00:27 

(5) 29:35 

米田 大輝 

(5) 2:28:55 

(5) 28:28 

濱田 正敏 

(5) 3:08:38 

(3) 39:43 

宮永 大亮 

(4) 3:55:13 

(3) 46:35 

荒川 凱斗 

(4) 4:20:22 

(13) 25:09 

5(4) 4:20:28 
奈良産業大 

[関西] 

天野 正治 

(10) 34:11 

(11) 34:11 

松原 将伍 

(10) 56:57 

(9) 22:46 

J･クアライ 

(4) 1:30:08 

(1) 33:11 

平田 一真 

(4) 2:00:06 

(9) 29:58 

松本 信行 

(4) 2:28:05 

(3) 27:59 

用木 大地 

(4) 3:08:38 

(6) 40:33 

上村 康成 

(5) 3:55:22 

(4) 46:44 

加藤  龍 

(5) 4:20:28 

(8) 25:06 

6(5) 4:21:50 
関西大 

[関西] 

吉田 有輝 

(2) 33:24 

(2) 33:24 

山田 幸延 

(2) 55:13 

(2) 21:49 

今本 裕希 

(3) 1:30:07 

(8) 34:54 

辻村 拓磨 

(8) 2:00:48 

(14) 30:41 

西川 遙一 

(7) 2:30:03 

(11) 29:15 

折部 友介 

(7) 3:09:55 

(4) 39:52 

新松 弘祥 

(6) 3:56:43 

(5) 46:48 

藤原 卓巨 

(6) 4:21:50 

(9) 25:07 

7(6) 4:22:22 
関西学院大 

[関西] 

安達 大祐 

(3) 33:26 

(3) 33:26 

大野  淳 

(6) 55:59 

(8) 22:33 

山中 浩平 

(8) 1:31:16 

(11) 35:17 

西本 拓弥 

(7) 2:00:35 

(3) 29:19 

大中 康平 

(6) 2:29:09 

(6) 28:34 

楠本 正輝 

(6) 3:09:54 

(7) 40:45 

神原龍之介 

(7) 3:58:21 

(13) 48:27 

上田 浩捷 

(7) 4:22:22 

(2) 24:01 

8(7) 4:26:02 
龍谷大 

[関西] 

篠原 昂平 

(13) 34:39 

(14) 34:39 

大谷 祐介 

(12) 57:50 

(13) 23:11 

中大路佳寿 

(10) 1:32:50 

(9) 35:00 

岡田 恒平 

(10) 2:02:46 

(8) 29:56 

下村 征寛 

(11) 2:32:36 

(16) 29:50 

宗里 貴之 

(10) 3:13:26 

(9) 40:50 

小島 大明 

(8) 4:00:57 

(10) 47:31 

奥田 道雄 

(8) 4:26:02 

(6) 25:05 

9(8) 4:26:34 
同志社大 

[関西] 

石井 健太 

(16) 35:06 

(17) 35:06 

山谷 俊弥 

(15) 58:10 

(11) 23:04 

谷崎 智舟 

(11) 1:32:52 

(4) 34:42 

山口 裕一 

(12) 2:03:04 

(11) 30:12 

川端 明憲 

(12) 2:33:11 

(17) 30:07 

本田  平 

(12) 3:14:23 

(12) 41:12 

濱川 亮祐 

(9) 4:01:15 

(7) 46:52 

小森 純基 

(9) 4:26:34 

(14) 25:19 

10(9) 4:26:38 
佛教大 

[関西] 

佐古 諒介 

(7) 33:44 

(8) 33:44 

寺坂 俊哉 

(7) 56:11 

(7) 22:27 

今田 真哉 

(7) 1:30:55 

(5) 34:44 

寺井比呂太 

(5) 2:00:21 

(4) 29:26 

木村 翔平 

(8) 2:30:08 

(15) 29:47 

前田 晃希 

(8) 3:12:17 

(18) 42:09 

小畑 博人 

(10) 4:01:33 

(19) 49:16 

出田 育也 

(10) 4:26:38 

(6) 25:05 

11(10) 4:26:56 
京都大 

[関西] 

小山 俊之 

(6) 33:32 

(7) 33:32 

田中 裕介 

(9) 56:55 

(16) 23:23 

小山 裕之 

(12) 1:33:02 

(14) 36:07 

平井  幹 

(11) 2:02:55 

(7) 29:53 

近藤 学宏 

(10) 2:31:32 

(7) 28:37 

柿本 悠貴 

(11) 3:13:39 

(17) 42:07 

山田  唯 

(11) 4:01:48 

(12) 48:09 

櫻井 研吾 

(11) 4:26:56 

(12) 25:08 

12(11) 4:27:35 
神戸大 

[関西] 

山西 大貴 

(9) 34:09 

(10) 34:09 

巌  和隆 

(8) 56:21 

(6) 22:12 

山西 琢文 

(9) 1:31:37 

(10) 35:16 

境  芳樹 

(9) 2:02:14 

(12) 30:37 

黒島 康平 

(9) 2:31:06 

(9) 28:52 

三輪 樹生 

(9) 3:13:00 

(16) 41:54 

東  達也 

(12) 4:02:00 

(18) 49:00 

日比 鷹平 

(12) 4:27:35 

(16) 25:35 

13(12) 4:27:45 
大阪体育大 

[関西] 

中津 匡嗣 

(11) 34:18 

(12) 34:18 

鳥井 康太 

(11) 57:38 

(14) 23:20 

藤田 勝久 

(14) 1:34:00 

(17) 36:22 

東浦 克幸 

(16) 2:05:23 

(18) 31:23 

立川  拓 

(16) 2:34:59 

(13) 29:36 

藤木 貴寛 

(15) 3:15:47 

(8) 40:48 

山岸 直樹 

(13) 4:02:38 

(6) 46:51 

加藤 智也 

(13) 4:27:45 

(9) 25:07 
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( )内の順位は関西順位。上段の記録と( )内は通過記録と通過順位、下段は区間記録と区間順位。 

  

14 4:28:04 
名古屋大 

[東海] 

河合  徹 

(17) 35:25 

(18) 35:25 

飯塚 彬光 

(16) 58:45 

(14) 23:20 

平岡  悠 

(13) 1:33:29 

(5) 34:44 

和田 健志 

(13) 2:04:23 

(16) 30:54 

池亀  透 

(13) 2:34:05 

(14) 29:42 

河上 広樹 

(14) 3:15:36 

(13) 41:31 

岩永 晃人 

(16) 4:04:08 

(14) 48:32 

村西 研郎 

(14) 4:28:04 

(1) 23:56 

15(13) 4:29:03 
大阪大 

[関西] 

酒井  健 

(12) 34:28 

(13) 34:28 

松尾 直茂 

(14) 58:04 

(17) 23:36 

山田 佳祐 

(16) 1:34:39 

(18) 36:35 

松井 健太 

(15) 2:05:16 

(12) 30:37 

青木 将大 

(15) 2:34:42 

(12) 29:26 

山根 裕樹 

(16) 3:16:32 

(15) 41:50 

松葉 正統 

(14) 4:03:32 

(8) 47:00 

木下 祐一 

(15) 4:29:03 

(15) 25:31 

16(14) 4:29:26 
近畿大 

[関西] 

松河 良隆 

(14) 34:55 

(15) 34:55 

田中 伸哉 

(13) 58:02 

(12) 23:07 

喜田 将成 

(15) 1:34:19 

(16) 36:17 

林  宏憲 

(14) 2:05:01 

(15) 30:42 

大西 哲郎 

(14) 2:34:12 

(10) 29:11 

西盛 啓矢 

(13) 3:15:12 

(10) 41:00 

富田 陽介 

(15) 4:03:47 

(15) 48:35 

橋元 辰弥 

(16) 4:29:26 

(18) 25:39 

17(15) 4:32:47 
大阪教育大 

[関西] 

岡野  功 

(18) 36:07 

(19) 36:07 

松井 直也 

(18) 1:00:44 

(19) 24:37 

西保 直紀 

(17) 1:36:59 

(15) 36:15 

石井 良平 

(17) 2:08:04 

(17) 31:05 

中村 宏樹 

(17) 2:38:38 

(18) 30:34 

岡田 智士 

(17) 3:20:11 

(14) 41:33 

皆越  晃 

(17) 4:07:12 

(9) 47:01 

木下 裕貴 

(17) 4:32:47 

(16) 25:35 

18 4:43:53 
愛媛大 

[中四国] 

田中 一兆 

(15) 34:57 

(16) 34:57 

三宅 契吏 

(17) 58:46 

(18) 23:49 

田淵 矩良 

(18) 1:37:51 

(19) 39:05 

高橋  永 

(18) 2:10:40 

(19) 32:49 

片山 聖士 

(18) 2:42:13 

(19) 31:33 

岩浅真秀人 

(18) 3:27:16 

(19) 45:03 

野々村哲也 

(18) 4:16:11 

(17) 48:55 

中村 浩輔 

(18) 4:43:53 

(19) 27:42 

OPN 4:25:54 
関西学連選抜 

[関西] 

吉村  仁 

(OPN)33:30 

(6) 33:30 

仁木 俊輔 

(OPN)56:26 

(10) 22:56 

飯尾 峻浩 

(OPN)1:32:26 

(13) 36:00 

近田 昌志 

(OPN)2:02:08 

(6) 29:42 

藤原 風希 

(OPN)2:30:57 

(8) 28:49 

藤田 悠平 

(OPN)3:11:57 

(10) 41:00 

山本 有輝 

(OPN) 4:00:47 

(16) 48:50 

清水  光 

(OPN) 4:25:54 

(9) 25:07 
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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（4）  33 分 32 秒（区間 7 位・通過 6 位） 

1 区を走るのは 3 年連続、不動のスターターと言える小山俊。10000m が 30 分前後の選手が揃い

かなりの混戦が予想される中、スタートから 1km3 分前後のペースで進む。小山は集団の中位に付

け落ち着いた走りを見せる。6km で大経大が飛び出し、6 人まで絞られていた第 2 集団も徐々にペ

ースが上がりだす。7km 辺りから苦しくなり始め、何とか食らい付くも、9km 手前で離されてしま

う。じわじわ離されるが、応援の声に押されラストスパートで秒差まで追い込んでの襷リレーとな

った。数秒前に何校もおり、個人としては少し悔しさの残る走りではあったが、ライバル校にはか

なりの差をつけ、目標通りの滑り出しとなった。 

 

2 区 7.3km 田中 裕介（M3）  23 分 23 秒（区間 14 位・通過 8 位） 

2 区は 2 年連続となる田中。京産大と学連選抜がすぐ前に見える位置でのスタートとなる。無理

をせずに学連選抜につき、1km3 分を少し切ったくらいで、落ち着いて入る。しばらくして、追い

ついてきた第一工大についたものの、急激なペースアップのせいでリズムが狂ってしまったのか、

すぐに着けなくなる。直後に追いついてきた佛大につき、建て直そうとするものの、動きが硬く、

4km 過ぎにそこからも離されてしまう。その後は非常に苦しい走りとなり失速、神戸大にもかわさ

れ、つこうとしたもののつけず、そのままズルズルと後退し、結局 9 位での襷渡しとなった。 

 

3 区 11.0km 小山 裕之（M1）  36 分 07 秒（区間 12 位・通過 11 位） 

3 区は本大会 5 回目の出場となる小山裕之。3 区は 2 度目となる。2 区田中から襷を受けると自分

のペースを刻むことを心がけてスタートするも、スタートから 600m くらいで奈良産業大学の留学

生クアライにかわされ、このあたりで早くもリズムを崩す。いいリズムを作れないまま長い直線が

特徴的な湖西管理道路に入るが、足取りは重くペースは上がらない。9km 手前で序盤に出遅れてい

たライバルの同志社大と龍谷大に追いつかれなんとか食らいつくも最後は10秒程度離されて4区平

井に襷を託した。上位をうかがうには大切なこの区間でシード権外まで順位を落としてしまう苦し

い走りとなってしまった。 

 

4 区 9.6km 平井  幹（1）  29 分 53 秒（区間 6 位・通過 10 位） 

4 区を走るのは大学駅伝初出場の 1 回生平井である。初駅伝でかなり緊張した様子であり、前の

龍谷と 12 秒差、同志社と 10 秒差がついて焦って突っ込みがちではあったが、最初の 1km は 3’08

と落ち着いて入った。序盤は同志社の動きをじっくり見ながら徐々に差を詰め、4km あたりで同志

社に追いついた。そこから同志社と並走して、平井がペースを上げようとしたところ同志社もそれ

に負けじとついていく形となり、苦しい展開となったが、8km 過ぎてから平井が一気に切り替え、

同志社を大きく引き離して、5 区の近藤に襷を渡した。欲を言えば、龍谷にももう少し差を詰めた

かったところではあるが、来年につながる走りはできた。 
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5 区 9.0km 近藤 学宏（M2）  28 分 37 秒（区間 6 位・通過 9 位） 

5 区を走るのは 1 年ぶりに出場の近藤。4 区平井の快走により、龍谷大から 9 秒後、同志社大の 9

秒前でたすきを受け取った。前半は落ち着いて走っていたが、ペースの上がらない前を走る龍谷大

を 3km 地点で捕らえ、5km 手前で引き離した。5km 通過は 15’40 で、その時点で前の神戸大は 40

秒差であり、そこから単独走となった。起伏に富む後半に少しペースを落としながらも、前の神戸

大との差を詰め、26 秒差の関西 9 位の位置で 6 区柿本にたすきを渡した。持つ力を十分に発揮でき

た走りとなった。 

 

6 区 12.8km 柿本 悠貴（4）  42 分 07 秒（区間 15 位・通過 10 位） 

6 区を走るのは柿本。5 区・近藤の快走により、前を行く神大が十分見える位置でのタスキリレー。

前半の連続するアップダウンはタイムよりも走りのリズムを意識することを心がける。しかし 3km

の通過は 9’40 と芳しくなく、神大との差もつまらない。5km 手前、さすがにペースをあげようと試

みるが、あろうことか右脇腹に差し込むような痛み。フォームを意識するどころではなく、神大と

の差も開いていく一方。6km を過ぎたころには後ろの龍谷にも捕らえられ苦しい走り。9km 前後で

腹痛は気にならなくなったものの動きを切り替えることはできずひたすらもがく。沿道の声援を力

になんとか中継所にたどりついた時には、神大、龍谷ともにだいぶ遅れをとってしまった。リベン

ジを誓った駅伝でまたしてもチームの足をひっぱってしまった。 

 

7 区 15.1km 山田  唯（4）  48 分 09 秒（区間 11 位・通過 10 位） 

ここ 2 年間、京大の鬼門となっていた 7 区。今年も関西順位 10 位、繰り上げまで約 1 分と厳しい位置

での襷リレーとなった。序盤は落ち着いて入るも、学年別 2 年の 1500m、5000m、2 冠の同志社、濱川

に 7km 過ぎに追いつかれる。ここで冷静に後ろに付き、9km 手前で 39 秒差あった神戸大に追いつく。

この後、神大との併走がしばらく続くが 13km 過ぎ、繰り上げスタートの大体大、阪大、大教大に追い

つかれ併走状態に。最後は阪大、大教大にやや先着されるも、11 位神大に 12 秒差、9 位佛大まで 15 秒

差の 10位で襷を繋ぎシード権の望みを繋いだ。関西10位を死守した長距離チーフらしい走りであった。 

 

8 区 7.7km 櫻井 研吾（M1）  25 分 08 秒（区間 10 位・通過 10 位） 

過去 5 年間びわ湖駅伝に正選手として出場している櫻井は 3 度目のアンカーである。序盤での失

速を後続の選手たちの力でカバーし関西 10 位で襷を受けた。目の前には阪大と大教大、さらに数十

メートル先には 9 位佛大と大体大の選手が見えていた。すぐ後ろには神大が迫ってきている。しか

し、櫻井には前のチームしか見えていなかった。スタートしてすぐに 2 チームを抜かし、さらに前

の 2 チームを追う櫻井。入りの 1km は予定より速いがいいリズムで走れている。2km 地点で佛大、

大体大に追いつき 5km 過ぎまで並走していた。しかしここから前半無理したせいか徐々に佛大、大

体大に離され始めた。必死について行こうとするが全く進まない。何とか沿道の応援に応えようと

したが力及ばず。チームとして最低限の目標である 10 位は死守したが険しい表情でのゴールであっ

た。 
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京都学生駅伝の結果 

第 77 回京都学生駅伝競走大会（12 月 5 日 京都洛北コース） 

 

順位 記録 チーム 
第 1区 

7.8km 

第 2区 

5.2km 

第 3区 

5.4km 

第 4区 

7.8km 

第 5区 

5.2km 

第 6区 

9.2km 

1 2:01:55 京都産業大 

林  和貴 

(2) 24:04 

(2) 24:04 

妹尾  陸 

(2) 39:12 

(2) 15:08 

野田 一貴 

(1) 55:11 

(1) 15:59 

住本 雅仁 

(1) 1:19:19 

(1) 24:08 

奥野 雅史 

(1) 1:34:40 

(1) 15:21 

三岡 大樹 

(1) 2:01:55 

(1) 27:15 

2 2:03:48 立命館大 

田中 裕之 

(1) 23:51 

(1) 23:51 

尾崎 文彦 

(1) 38:52 

(1) 15:01 

中村 研二 

(2) 55:15 

(2) 16:23 

寺本 英司 

(2) 1:20:12 

(3) 24:57 

谷口 祐樹 

(2) 1:35:38 

(2) 15:26 

今崎 俊樹 

(2) 2:03:48 

(2) 28:10 

3 2:06:59 同志社大 

濱川 亮祐 

(5) 24:26 

(5) 24:26 

山谷 俊弥 

(4) 40:00 

(4) 15:34 

谷崎 智舟 

(3) 56:37 

(3) 16:37 

石井 健太 

(3) 1:21:29 

(2) 24:52 

山口 裕一 

(3) 1:37:42 

(6) 16:13 

本田  平 

(3) 2:06:59 

(4) 29:17 

4 2:07:37 龍谷大 

小島 大明 

(3) 24:20 

(3) 24:20 

岡田 恒平 

(3) 39:53 

(3) 15:33 

奥田 道雄 

(4) 56:49 

(6) 16:56 

篠原 昂平 

(5) 1:22:37 

(7) 25:48 

大谷 祐介 

(4) 1:38:19 

(3) 15:42 

宗里 貴之 

(4) 2:07:37 

(5) 29:18 

5 2:08:25 佛教大 

佐古 諒介 

(4) 24:25 

(4) 24:25 

関本 弘志 

(7) 40:38 

(8) 16:13 

寺井比呂太 

(6) 57:29 

(5) 16:51 

寺坂 俊哉 

(6) 1:23:14 

(6) 25:45 

出田 育也 

(6) 1:39:23 

(5) 16:09 

今田 真哉 

(5) 2:08:25 

(3) 29:02 

6 2:08:27 京都大 

小山 俊之 

(6) 24:28 

(6) 24:28 

横山 裕樹 

(5) 40:11 

(5) 15:43 

山田  唯 

(5) 57:01 

(4) 16:50 

小山 裕之 

(4) 1:22:29 

(4) 25:28 

櫻井 研吾 

(5) 1:38:35 

(4) 16:06 

平井  幹 

(6) 2:08:27 

(6) 29:52 

7 2:11:25 滋賀大 

中島 弘貴 

(9) 25:33 

(9) 25:33 

岡田 和也 

(9) 41:38 

(7) 16:05 

岩田 一希 

(8) 58:53 

(7) 17:15 

小西 雄大 

(8) 1:24:25 

(5) 25:32 

大岡 宗平 

(8) 1:40:47 

(7) 16:22 

虻川 純一 

(7) 2:11:25 

(8) 30:38 

8 2:12:28 びわこ成蹊スポーツ大 

山本 有輝 

(7) 24:39 

(7) 24:39 

芝原 崇晃 

(6) 40:28 

(6) 15:49 

兼松 正寿 

(7) 57:54 

(8) 17:26 

大槻 昇平 

(7) 1:24:07 

(8) 26:13 

小澤 雅彦 

(7) 1:40:36 

(8) 16:29 

野村 勇介 

(8) 2:12:28 

(10) 31:52 

9 2:17:17 京都教育大 

東海 寛志 

(10)26:57 

(10)26:57 

大江 拓史 

(10)43:34 

(10)16:37 

石本 孝平 

(10)1:02:43 

(10)19:09 

野上 大介 

(9) 1:29:24 

(9) 26:41 

川村 智貴 

(9) 1:46:47 

(9) 17:23 

坂根 俊也 

(9) 2:17:17 

(7) 30:30 

10 2:18:13 京都工芸繊維大 

清水  光 

(8) 25:03 

(8) 25:03 

石井 康晴 

(8) 41:37 

(9) 16:34 

岸  達也 

(9) 1:00:15 

(9) 18:38 

安達 大輝 

(10)1:29:43 

(10)29:28 

深見 高広 

(10)1:47:07 

(10)17:24 

山田 崇之 

(10)2:18:13 

(9) 31:06 

上段の記録と( )内は通過記録と通過順位、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 

7.8km 

第 2区 

5.2km 

第 3区 

5.4km 

第 4区 

7.8km 

第 5区 

5.2km 

第 6区 

9.2km 

1 2:06:34 立命館大 

井田 洋行 

(OPN) 24:44 

(OPN) 24:44 

大野 史弘 

(OPN) 40:21 

(OPN) 15:37 

大迫 裕介 

(OPN) 57:00 

(OPN) 16:39 

岸川 大輝 

(OPN) 1:21:57 

(OPN) 24:57 

赤松  駿 

(OPN) 1:37:37 

(OPN) 15:40 

池宮 教喜 

(OPN) 2:06:34 

(OPN) 28:57 

2 2:07:20 関西学院大 

安井 克之 

(OPN) 24:49 

(OPN) 24:49 

児子 侑樹 

(OPN) 40:19 

(OPN) 15:30 

大川 和樹 

(OPN) 57:00 

(OPN) 16:41 

石橋 優希 

(OPN) 1:22:09 

(OPN) 25:09 

田中 裕太 

(OPN) 1:37:52 

(OPN) 15:43 

戸松健太朗 

(OPN) 2:07:20 

(OPN) 29:28 

3 2:12:20 京都大 

不破 佑太 

(OPN) 25:22 

(OPN) 25:22 

毛芝 雄己 

(OPN) 41:17 

(OPN) 15:55 

坂本  剛 

(OPN) 58:51 

(OPN) 17:34 

久好 哲郎 

(OPN) 1:25:20 

(OPN) 26:29 

荒木 伸哉 

(OPN) 1:41:41 

(OPN) 16:21 

西原 由高 

(OPN) 2:12:20 

(OPN) 30:39 

4 2:12:58 龍谷大 

鎌田 耕平 

(OPN) 25:52 

(OPN) 25:52 

北島 敏太 

(OPN) 42:27 

(OPN) 16:35 

高田 幸朗 

(OPN) 59:53 

(OPN) 17:26 

北島  暁 

(OPN) 1:26:36 

(OPN) 26:43 

後藤 和樹 

(OPN) 1:42:59 

(OPN) 16:23 

下村 征寛 

(OPN) 2:12:58 

(OPN) 29:59 

5 2:13:19 大阪教育大 

皆越  晃 

(OPN) 25:04 

(OPN) 25:04 

岡野  功 

(OPN) 40:51 

(OPN) 15:47 

石井 良平 

(OPN) 58:23 

(OPN) 17:32 

中村 宏樹 

(OPN) 1:24:51 

(OPN) 26:28 

花圓 晃洋 

(OPN) 1:41:45 

(OPN) 16:54 

山本 一樹 

(OPN) 2:13:19 

(OPN) 31:34 

6 2:13:48 同志社大 

川端 明憲 

(OPN) 25:10 

(OPN) 25:10 

山崎 貴史 

(OPN) 41:31 

(OPN) 16:21 

高木  駿 

(OPN) 59:19 

(OPN) 17:48 

井上 友太 

(OPN) 1:25:52 

(OPN) 26:33 

小森 純基 

(OPN) 1:43:08 

(OPN) 17:16 

吉川 拓志 

(OPN) 2:13:48 

(OPN) 30:40 

7 2:14:27 大阪市立大 

近田 昌志 

(OPN) 24:49 

(OPN) 24:49 

樫本 篤実 

(OPN) 40:49 

(OPN) 16:00 

平野新太郎 

(OPN) 58:29 

(OPN) 17:40 

黒野 佳秀 

(OPN) 1:25:41 

(OPN) 27:12 

大村 成樹 

(OPN) 1:42:43 

(OPN) 17:02 

田口 康介 

(OPN) 2:14:27 

(OPN) 31:44 

8 2:15:16 大阪府立大 

北川 拓哉 

(OPN) 25:52 

(OPN) 25:52 

野々口諒一 

(OPN) 42:07 

(OPN) 16:15 

藤原 英司 

(OPN) 1:00:06 

(OPN) 17:59 

甲木 孝弘 

(OPN) 1:26:36 

(OPN) 26:30 

藤井 嵩久 

(OPN) 1:43:14 

(OPN) 16:38 

黒岩 大輔 

(OPN) 2:15:16 

(OPN) 32:02 

9 2:16:48 流通科学大 

黒田 和希 

(OPN) 25:27 

(OPN) 25:27 

梶原 泰明 

(OPN) 43:10 

(OPN) 17:43 

山本 翔太 

(OPN) 1:01:17 

(OPN) 18:07 

河内 賢二 

(OPN) 1:28:42 

(OPN) 27:25 

浅井 次郎 

(OPN) 1:45:50 

(OPN) 17:08 

三村 元気 

(OPN) 2:16:48 

(OPN) 30:58 

10 2:17:25 大阪産業大 

藤田 悠平 

(OPN) 25:38 

(OPN) 25:38 

山西 拓也 

(OPN) 42:25 

(OPN) 16:47 

馬野 雄平 

(OPN) 1:00:30 

(OPN) 18:05 

前  大地 

(OPN) 1:27:36 

(OPN) 27:06 

長山 隆成 

(OPN) 1:45:54 

(OPN) 18:18 

前田  賢 

(OPN) 2:17:25 

(OPN) 31:31 
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京都学生駅伝の詳細 

 

1 区 7.8km 小山 俊之（4）  24 分 28 秒（区間 6 位・通過 6 位） 

1 区を走るのは 3 年ぶりとなる小山俊。ライバル校のエースが集い、激戦が予想される中、キロ 3

分を少し超えるペースでレースは進む。狐坂を越え下りに入ったところで、立命・京産の 2 校が抜

け出し、総合で 3 位を争うであろう同志社・龍谷・佛教と 4 校で第 2 集団が形成される。膠着状態

が続くが、6km 過ぎの上りで小山が苦しくなり集団から離されてしまう。最後の下りを利用してス

パートするも、結局 6 位での襷リレーとなってしまった。初駅伝となる 2 区横山の為にも、集団か

ら抜け出したかったが、びわ湖に続きまたも競り負けてしまい、いい流れを作り出せず悔しさの残

る結果となった。 

 

2 区 5.2km 横山 裕樹（1）  15 分 43 秒（区間 5 位・通過 5 位） 

2 区を走るのは今回が初駅伝となる横山。6 位で襷を受け取ると最初の下りでスピードに乗り、前

を走る佛大の選手を追い抜く。すぐに抜き返されるも、後ろに付いて走り最初の 1km を 2’55 を切

るペースで通過する。2km 手前の下り坂で再び抜き返し引き離すことに成功すると、それからは前

方で並走する龍谷、同志社に追い付こうと試みる。しかし、なかなか差を詰めることができず、そ

のまま 3 区の山田に襷を繋げることとなった。前との差を広げられるなど納得できないところもあ

るが順位を 1 つ上げることには成功し、最低限の走りはしたと言える。 

 

3 区 5.4km 山田  唯（4）  16 分 50 秒（区間 4 位・通過 5 位） 

目標にする龍谷に 18 秒、同志社に 11 秒先行されてのスタートとなった。近い位置に同志社がい

たため入りの 1km を 2’50 で入るも差は若干詰まっただけでなかなか追いつくことができない。龍

谷との差は少しずつ詰まるも、同志社にはじわじわと差を広げられていく。4km 過ぎ、オープン参

加の立命 B と関学に追いつかれ、何とか並走に持ち込み、結局この 2 校とほぼ同時に襷リレー。前

のチームが入れ替わっただけで、ほとんど差を縮めることが出来ないまま 4 区小山裕に繋ぐ形とな

ってしまった。 

 

4 区 7.8km 小山 裕之（M1）  25 分 28 秒（区間 4 位・通過 4 位） 

4 区は 5 回目の京都駅伝で初の狐坂となる小山裕之。3 区山田唯から立命館 B、関西学院のオープ

ンチーム 2 校と同時に襷を受ける。スタートから飛ばしていった立命館 B に引っ張られ、ハイペー

スで狐坂にさしかかると足取が鈍り、徐々に差をつけられてしまう。しかし、4km 地点で中継点で

は 10 秒以上先行していた龍谷大をとらえ、最後の上りも苦しみながらも順位を一つ上げ 4 位で襷を

つないだ。序盤から苦戦していたチームはこの区間で初めて 4 位に順位を上げた。 
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5 区 5.4km 櫻井 研吾（M1）  16 分 06 秒（区間 4 位・通過 5 位） 

序盤で同志社、龍谷に先行されたが 4 区で龍谷を捕らえ京大によい流れができた。櫻井はこの流

れに乗りアンカー平井に 3 位入賞の望みを託したいところ。しかし、櫻井は日ごろの疲労のせいか

序盤からスピードに乗らない。1km 過ぎには龍谷に捕らえられ、食らいつくも 3km 手前で離され

てしまう。後半も苦しい走りで何とか襷を繋いだが前との差は 16 秒にもなっていた。レース後に平

井に苦しい位置で渡してしまった。本来の走りができれば、と悔しい表情を見せた。 

 

6 区 9.2km 平井  幹（1）  29 分 52 秒（区間 6 位・通過 6 位） 

6 区、アンカーを走るのは平井。同志社と 53 秒差、龍谷と 16 秒差でスタートした。まずは龍谷に追

いつくことにするが、なかなか差を詰めることができず、むしろじわじわ離される。なかなかリズムを

つかめないまま狐坂に入ると、狐坂で撃沈してしまい、気づけば後ろに佛大が迫ってきた。佛大には追

いつかれたものの、順位を落とすまいとしばらくは粘り強く佛大と併走した。しかし、終盤のじわじわ

上る坂で離されてしまう。それでも最後まであきらめず前を追ったものの先に佛大がゴールし、自分の

区間で順位を落とすこととなってしまった。この駅伝では他校とのエース格の力の差を見せつけられ、

自分自身もっと強くなる必要があると痛感した。 
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1 年間パートチーフとしてチームを引っ張っ
てきた山田唯。びわ湖駅伝では目標のシード
権獲得へとつながる粘りの走りをみせた。 

 

 

 

大学初駅伝となるびわ湖駅伝で快走した平井。 

 

びわ湖駅伝に加えて今年は京都駅伝でも 1 区
を務め、チームに勢いをつけた。 
 

 

 

 

メンバーの思いのこもった襷をシード圏内で
ゴールへ運んだ櫻井。 
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個人戦・記録会などの結果 

（2010年 11月 14日～2010年 12 月 12日） 

第 8 回京都陸協記録会(11/14 西京極) 

▼5000m 

不破 佑太  15.17.72  PB 

三上  翔  15.48.46   

渡邊 健紀  16.30.62  CB 

中桐 寛仁  16.41.59   

野田 崇洋  17.20.53   

第 9 回京都陸協記録会(11/28 西京極) 

▼5000m 

小山 裕之  14.52.87   

近藤 学宏  14.54.03  PB⑭ 

横山 裕樹  15.05.43  PB 

不破 佑太  15.14.56  PB 

櫻井 研吾  15.19.52   

西原 由高  15.39.62   

荒木 伸哉  15.56.32   

第 10 回京都陸協記録会(12/4 西京極) 

▼5000m 

大川  亮  16.00.07  PB 

渡邊 健紀  16.13.75  PB 

小林 啓人  16.20.33   

水谷 浩人  16.30.61  CB 

浅井 健介  16.34.40   

水元 惟暁  16.38.16   

神埜  勝  16.41.20   

中桐 寛仁  16.47.73   

三上  翔  16.49.46   

横山 高広  16.50.89  ♪ 

志波 陽介  17.45.68  ♪ 

▽3000m 

岩橋  優  10.04.96  PB 蒼穹新 

市塚 友香  12.17.83   

伊藤 慶紗  12.56.04   

     

     

     

     

     

大阪陸協長距離クラス別記録会(12/12 長居第二) 

▼5000m 

横山 裕樹  15.05.99   

小山 裕之  15.15.88   

毛芝 雄己  15.16.05  PB 

平井  幹  15.18.27  PB 

田中 裕介  15.22.51   

櫻井 研吾  15.26.05   

西原 由高  15.36.99   

荒木 伸哉  15.45.02  PB 

山田  唯  15.45.41   

白石 晃將  16.28.64  PB 

古薗 智也  16.38.45   

多田 稜平  21.45.96   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  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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