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関西学生駅伝への展望 

 

 来る 11 月 20 日、近江の琵琶湖にて関西駅伝が行われます。昨年、この関西駅伝では関

西 6 位という高い目標を掲げたものの、13 位と惨敗し今年は予選会からの戦いとなりまし

た。冬は全体的に怪我人も多く、練習の達成率も悪く、非常に苦しい期間もありました。春

にはモチベーションの高い 1回生が多く入部してくれチームとしてはかなり持ち直すことが

できました。夏の走り込みを経て、秋、駅伝への気持ちも徐々に高まり予選会では目標通り

トップで通過することでき、長距離として非常に勢いがついています。予選会以降も自己ベ

ストを更新している選手もおり、いい雰囲気のまま当日を迎えられそうです。 

今年は去年の失敗を繰り返さないよう、各大会にしっかり戦力分析をした上で目標を立て

るという方針でやってきています。今年の関西駅伝の目標は最低目標としてシード権獲得で

す。決してこの目標も甘いものだとは思っていません。決して慢心にならず、最後まで気を

抜かず最低この目標は達成します。最高目標としては 7 位。同志社大、龍谷大、関西大と格

上ではありますが、上手く流れに乗ってこれらの大学と競れれば達成できる可能性はありま

す。 

蒼穹会の皆様には、日ごろからご支援、ご声援をいただき部員一同感謝しております。し

っかり結果を残すことによって、このご支援に報いたいと思います。長時間の試合となりま

すが、選手へのご声援よろしくお願い申し上げます。 

 

京都大学陸上競技部長距離パート長   山田 唯 
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監督挨拶 

 

トラック・フィールドの対校戦が終了し、ついに駅伝シーズンとなりました。本年度も、

びわこ大学駅伝が、琵琶湖西岸を舞台に開催されます。 

 昨年の大会で、京都大学はシード権を逃し、本年は予選会からのスタートとなりました。

9 月末に行われた予選会では、出場した選手 10 名が概ね実力通りの力を発揮し、1 位通過

を果たしました。その後も、各種競技会そして学内選考を経て、チーム全体としても徐々に

仕上がってきている印象を受けます。ともすれば、近年で最高の成績をおさめることも可能

だと感じております。 

 しかし、琵琶湖に舞台を移して 6年目、関西学生長距離のレベルも上がってきております。

特に中位に位置するチームは実力伯仲です。気の抜けない展開となることは間違いありませ

ん。長距離全体として 1 年間取り組んできたことが、この大会で全て発揮できるよう、一人

一人が集中して挑んでほしいと思っています。 

 交通の便も悪く、また寒い中でのレースとなりますが、駅伝においては沿道からの声援が

選手にとって大きな力になると思います。諸先輩方には、ぜひとも応援に駆け付けていただ

きますよう、御願申し上げます。 

 

京都大学陸上競技部監督   平子 達也 
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関西学生駅伝の概要 

2010 びわ湖大学駅伝 兼 第 72 回関西学生対校駅伝競走大会 
平成 22 年 11 月 20 日（土）午前 8 時 00 分スタート 

区間 
トップ通過 

予想時刻 
コース 距離 

１ 8時 00分 長浜市役所西浅井支所→大浦交差点→(県道 557号線)→サニービーチ高木浜 11.1km 

２ 8時 32分 サニービーチ高木浜→中庄浜交差点→(県道 54号線)→平和堂今津店 7.3km 

３ 8時 53分 平和堂今津店→(県道 333号線)→(県道 304号線)→びわ湖子どもの国前 11.0km 

４ 9時 27分 
びわこ子どもの国前→(県道 304号線)→浜北交差点→国道 161号線高架下 

→勝野交差点→国道 161号線合流→白ひげ浜すずらん食堂 
9.6km 

５ 9時 56分 白ひげ浜すずらん食堂→(国道 161号線)→びわこ成蹊スポーツ大学 9.0km 

６ 10時 24分 びわこ成蹊スポーツ大学→(国道 161号線)→近江ゴルフクラブ駐車場 12.8km 

７ 11時 03分 
近江ゴルフクラブ駐車場→琵琶湖大橋→琵琶湖大橋東詰交差点 

→(県道 559号線)→北山田駐車場 
15.1km 

８ 11時 48分 北山田駐車場→(県道 559号線)→大萱交差点→近江大橋→膳所城跡公園 7.7km 

トップゴール予想時刻：12 時 12 分                       全行程 83.6ｋｍ 

注）第 4 中継所、第 6 中継所で 10 分以上先頭から遅れたチームを対象に、繰り上げ出発が行われる。 

 

関西学生駅伝の出場校 

・ナンバーカード 1～10 は昨年の順位、11～15 は予選会の順位による。また、16～18 は西日本大学招待

チーム（オープン参加）、19 は関西学連選抜チーム（オープン参加）である。 

・今 72 回大会で 10 位以内の大学は、来年 72 回大会の出場権を得る。また、10 位以内の大学は、来年の

第 43 回全日本大学駅伝関西学連予選会の出場権を得る。 

〈関西代表校〉 

〈西日本大学招待〉 

16 名古屋大学(愛知) 17 愛媛大学(愛媛) 

18 第一工業大学(鹿児島)   

〈関西学連選抜チーム 1 チーム〉 

19 関西学連選抜チーム 
なお、出場校に関する情報は、びわ湖大学駅伝ホームページ(http://www.yomiuri.co.jp/osaka-event/)に

も掲載されておりますので、そちらもご覧ください。 

1 立命館大学 2 京都産業大学 3 関西学院大学 

4 奈良産業大学 5 大阪経済大学 6 関西大学 

7 大阪教育大学 8 神戸大学 9 龍谷大学 

10 同志社大学 11 京都大学 12 佛教大学 

13 近畿大学 14 大阪大学 15 大阪体育大学 

http://www.yomiuri.co.jp/osaka-event/
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京都大学のメンバー紹介（タイムは今季ベスト） 

 

1 区 11.1km  小山 俊之(4) 5000：14.31.49 10000：30.37.00  

3 年連続で小山俊を 1 区に起用。今年は関西インカレ 5000m を自己ベストで優勝するな

ど確実に力をつけてきており、去年腹痛により失速したこの区間のリベンジに燃えている。

現段階では 10000m29 分台の力は確実にもっており、立命館、京産大の選手にも引けを取

らない。2 年前のようにここで快走できれば後続に非常に良い流れを作ることができるの

で京大長距離のエースとして頑張ってもらいたい。 

 

2 区 7.3km  田中 裕介(M3) 5000：15.12.99  

今年も 2 区は田中裕が走る。夏は法科大学院、母校の陸上部の指導と忙しく、駅伝予選

会のメンバーからは外れたが、徐々に持ち直し前半シーズンに見せたような走りを取り戻

してきた。新人戦で 15 分 13 を記録し、この区間を掴み取った。去年走った経験があり距

離的にも田中に合っているこの区間、1 区からの良い流れを上位を維持して後続につない

でほしい。 

 

3 区 11.0km  小山 裕之(M1) 5000：15.06.49 10000：31.24.71  

前半区間の山場 3 区には 5 年連続出場の小山裕を投入。前半シーズンこそ怪我で思うよ

うに走れなかったものの、駅伝予選会では自己ベストを更新するなど調子は上がってきて

いる。研究室との兼ね合いから思うように練習に時間を裂けない日もしばしばあるが、コ

ツコツ練習を積み上げてきた。各大学、主力が走ってくると予想されるが気持ち負けせず

力を発揮できれば十分上位校とも渡り合えるだろう。 

 

4 区 9.6km  平井 幹(1) 5000：15.31.30 10000：31.53.60  

唯一 1 回生でメンバーに入り込んできた平井は平坦で走りやすい 4 区に起用。浪人によ

るブランクを感じさせない今季の活躍には目を見張るものがある。層の厚さが影響してく

る 4 区、大崩れしない走りと、最後まで粘れる精神力をもつ平井をここに配置できるのは

心強い。大学初駅伝なので気負わず、楽しんで走り、来年から学部生を引っ張っていく身

としていい経験にしてもらいたい。 

 

5 区 9.0km  近藤 学宏(M2) 5000：15.18.30  

起伏の激しい 5 区は近藤学が走る。研究室と体調不良によりなかなかチームに合流でき

ない日々が続いたが、秋からのチームの駅伝に対する雰囲気に飲まれ、こちらも状態が上

がってきている。近藤は京大屈指の起伏に強いランナーであり、他大学もこの辺になって

くると力が落ちてくるので、コンディションさえ合わせられれば区間上位の記録で走破で

きる可能性は十分にある。総合で上位に食い込めるかで非常にポイントとなる。 
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6 区 12.8km  柿本 悠貴(4) 5000：14.53.97 10000：31.16.32  

今季 14 分台を記録している柿本。秋口は調子が崩れ、精神的に落ち込んだ時期もあった

が、そこからは復調し駅伝に向けて上り調子である。東大戦など調子が悪くなってもある

程度の記録で走っているのを見ると確実に底力はついている。2 番目に長い 6 区ではある

が、距離は問題にはならないだろう。この駅伝がラストランとなるので是非、有終の美を

飾ってもらいたい。 

 

7 区 15.1km  山田 唯(4) 5000：14.51.15 10000：31.44.58  

最長区間 7 区を走るのはキャプテン山田唯。東大戦で初の 14 分台を記録すると、学内

選考会では小山俊に次いで 2 位、新人戦オープンで更にベストを更新する 14 分 51 を記録

するなどここに来て急成長している。15 ㎞と長い区間ではあるが初めの琵琶湖大橋以外は

ほぼ平坦で、淡々とペースを刻める山田にとっては向いているといっていい。最後のキャ

プテンの仕事として頑張ってもらいたい。 

 

8 区 7.7km  櫻井 研吾(M1) 5000：15.29.38 10000：31.40.92  

アンカーは櫻井。多忙な研究室で、夜遅くから練習することもしばしばであり、それに

よって練習の達成度にはある程度波ができてしまうものの、関カレ、駅伝予選会の時のよ

うにここ一番では外さない安心感がある。また、過去にこの区間を走ったことがあるのも

強みである。最後まで気を抜くことなく、みんなで繋いできたタスキを無事ゴールまで運

んでもらいたい。 
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①スタートから第２中継所 

 

 

②スタート地点周辺 

 

③第１中継所周辺 
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④第２中継所周辺 

 

 

⑤第２中継所から第３中継所 

 

 

 

⑥第３中継所から第４中継所 
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⑦国道１６１号線合流地点付近 

 

 

 

 

⑨第４中継所から第５中継所

 

⑧第４中継所周辺 

 

 

 

 

 

 

⑩第５中継所周辺 
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⑪第５中継所から第６中継所 

 

 

⑫第６中継所周辺 
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⑬第６中継所から第７中継所 

 

 

 

⑭第７中継所周辺
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⑮第７中継所からゴール 

 

 

 

 

 

 

⑯ゴール地点周辺 
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京阪神新人戦の結果 

 

第 46 回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 

第 17 回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 

（11/6 尼崎記念公園陸上競技場） 

 

男子総合結果 

1 位 大阪大学 125 点（T50 点 F75 点） 

2 位 神戸大学 120 点（T68 点 F52 点） 

3 位 京都大学 109 点（T68 点 F41 点） 

 

女子総合成績 

1 位 大阪大学  44 点（T29 点 F15 点） 

2 位 京都大学  25 点（T20 点 F 5 点） 

3 位 神戸大学   7 点（T 0 点 F 7 点） 

 

 

対校の部 

▼100m 

牧川 真央 2位 10.84 -0.1 CB⑫ 

眞武 俊輔 3位 10.94 -0.1  

▼200m 

牧川 真央 2位 22.19 -0.9  

眞武 俊輔 3位 22.52 -0.9  

▼400m 

森  裕貴 2位 50.57  CB 

花岡 洋祐 3位 50.77  CB 

▼800m 

水元 惟暁 優勝 1.57.63   

宿利 隆司 4位 2.00.01   

▼1500m 

水元 惟暁 2位 4.03.23  PB 

横山 裕樹 5位 4.05.46  PB 

▼5000m 

平井  幹 4位 15.31.30  CB 

毛芝 雄己 5位 15.37.54  PB 

     

▼110mH 

近藤 勇太 2位 17.46 -0.6  

清水 宏幸 3位 17.59 -0.6  

▼400mH 

堀江 一司 3位 58.26  PB 

近藤 勇太 6位 61.76   

▼4×100mR 

西村-牧川-

塚原-眞武 
優勝 41.88 

 
 

▼4×400mR 

花岡-水元-

山崎-森 
3位 3.24.04 

 
 

▼走高跳 

巽  浩之 4位 1m65   

西村 優汰 5位 1m65   

▼棒高跳 

清水 宏幸 4位 2m80   

飯村 大智 5位 2m40   
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▼走幅跳 

西村 優汰 優勝 7m07 ±0.0  

巽  浩之 4位 6m30 +0.7 CB 

▼三段跳 

飯村 大智 3位 13m42 +0.9 PB 

西村 優汰 4位 13m14 ±0.0  

▼砲丸投 

神野 洋介 5位 8m27   

浅井 健介 6位 7m83   

▼円盤投 

浅井 健介 5位 23m81   

林  真幸 6位 21m58   

▼ハンマー投 

高橋源一郎 2位 31m73   

浅井 健介 6位 14m79   

▼やり投 

清水 宏幸 5位 29m65   

永田 和寛 6位 19m92   

▽100m 

釜谷美翔子 3位 13.46 ±0.0  

増本 梨奈 4位 14.20 ±0.0  

▽400m 

加奈山憲代 2位 61.05  PB④ 

釜谷美翔子 3位 62.79   

▽800m 

岩橋  優 優勝 2.18.14   

田中 友里 3位 2.29.25  PB⑩ 

▽3000m 

市塚 友香 3位 11.32.83  PB 

三村 有葉 4位 11.52.24  CB⑲ 

▽4×100mR 

増本-釜谷-

岩橋-加奈山 
2位 52.94 

 
 

▽走幅跳 

中山 恵理 5位 3m30 +0.3  

▽やり投 

加奈山憲代 2位 29m30   

上田 容子 3位 16m06  ♪ 

オープンの部 

▼100m 

塚原 和明  11.29 ±0.0  

秋元 一志  11.32 +0.5  

水上 裕介  11.34 +0.1  

山田  諒  11.47 +0.5  

前田 靖朊  11.61 ±0.0  

前田 峰尚  11.62 +0.3  

天ヶ瀬匡昭  11.63 ±0.0  

神野 洋介  11.68 +0.4  

神谷 諒介  11.80 +0.1  

桐山 真臣  12.13 -0.5  

皆川 広太  12.15 -0.5  

川室 太希  12.18 +0.4  

小西 康晴  12.23 -0.5  

▼200m 

塚原 和明  22.58 +0.1  

佐藤 翔士  23.30 +0.3  

大橋 正義  23.32 不明  

前田 峰尚  23.43 +0.1  

大川  亮  23.81 不明  

山瀬 康平  24.10 不明  

桐山 真臣  24.58 不明  

▼400m 

佐藤 翔士  50.01   

山崎 英治  52.13   

山瀬 康平  52.90   

堀田 孝之  52.93   

田所 竜翔  54.60   

▼800m 

内田 健弥  2.00.78   

野田 崇洋  2.01.64   

上田 道久  2.02.51   

河本  聡  2.03.66   

志波 陽介  2.03.87   

小野山博之  2.05.18   

大川  亮  2.08.16   

▼1500m 

大川  亮  4.15.70   

水谷 浩人  4.15.74   

野田 崇洋  4.16.92   

下端 啓介  4.19.04   

中東 太一  4.19.52   

白石 晃將  4.20.92   

小野山博之  4.24.75   

三上  翔  4.27.63   

中桐 寛仁  4.30.79   

▼5000m 

小山 俊之  14.44.23   

山田  唯  14.51.15  PB⑨ 

小山 裕之  15.06.49   

田中 裕介  15.13.15   

近藤 学宏  15.18.71   

久好 哲郎  15.40.38   

宇部  達  15.42.77   

荒木 伸哉  15.46.35  PB 

菊川 信人  15.59.24   

下條  亘  16.25.27   

水谷 浩人  16.34.42   

古薗 智也  16.39.01   
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松下 亮祐  16.41.69   

板垣  亮  16.42.39   

樋口 祐磨  16.43.83   

▼110mH 

前田 靖朊  16.05 -0.9  

▼4×100mR 

前田峰-前田靖-小西-田所  45.02 

小野山-平子-野田-佐藤翔  46.93 

天ヶ瀬-山田諒-大橋-川室  DSQ 

▼4×400mR 

前田靖-山瀬-萩生-田所 3.31.85 

平子-佐藤翔-野田-上田 3.33.47 

河本-中東-宿利-浅井 3.36.02 

前田峰-小山俊-山田唯-小西 3.38.12 

桐山-堀田-藤澤-橋本 3.41.27 

巽-清水-小山裕-小野山 3.41.83 

鈴置-不破-三上-下端 3.46.97 

▼走高跳 

皆川 広太  1m65   

▼棒高跳 

秋元 一志  4m20   

小西 康晴  4m00   

▼走幅跳 

川島 龍樹  5m89 +0.1  

▼円盤投 

矢川 勝太  34m70   
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個人戦・記録会などの結果 

（2010年 10月 11日～2010年 11月 3日） 

第 5回奈良市記録会(10/11 鴻ノ池) 

▼100m 

藤崎  淳 Ⅰ 11.62 -0.6  

佐藤 翔士 Ⅰ 11.83 -0.5  

 Ⅱ 11.70 +0.5  

神野 洋介 Ⅰ 11.99 -0.5 CB 

 Ⅱ 12.05 -0.3  

▼200m 

佐藤 翔士  23.15 +0.9  

▼400m 

藤崎  淳  52.60   

▼800m 

野田 崇洋  2.01.24  PB 

山瀬 康平  2.08.44   

第 26回日本ジュニア選手権(10/15-17 瑞穂) 

▼走幅跳 

西村 優汰 9位 7m11 +1.1  

第 7回田島直人記念陸上競技大会(10/17 下関) 

▼100m 

牧川 真央 予 10.87 -0.9  

 決 11.31 -3.4  

眞武 俊輔 予 11.09 +2.3  

 決 11.50 -3.4  

▼走幅跳 

秋元 一志 決 6m71 +1.3  

▼やり投 

林  翔太 決 57m13   

第 47回関西学生陸上競技学年別選手権大会 兼 

第 32回関西学生混成選手権大会 

(10/19-22 長居第二) 

▼1年 100m 

牧川 真央 予 11.10 +0.1  

 準 10.96 +1.1  

 4位 10.87 ±0.0  

水上 裕介 予 11.52 ±0.0  

神谷 諒介 予 11.71 -0.1 CB 

神野 洋介 予 11.83 ±0.0  

▼1年 200m 

牧川 真央 予 22.10 +0.4  

 準 21.89 +0.6  

 優勝 21.58 ±0.0 PB④ 

花岡 洋介 予 22.74 +0.9  

 準 23.00 -0.5  

森  裕貴 予 22.50 +2.2  

 準 23.15 -0.5  

     

▼1年 400m 

山崎 英治 予 52.02   

 準 51.72  CB 

堀江 一司 予 51.79  PB 

▼1年 800m 

横山 高広 予 2.02.40   

 準 2.01.64   

志波 陽介 予 2.04.21   

 準 2.02.65  CB 

水谷 浩人 予 2.06.34   

▼1年 1500m 

横山 裕樹 予 4.09.1   

 6位 4.06.88  PB 

久好 哲郎 予 4.09.88   

 7位 4.06.90  CB 

平井  幹 予 4.15.15  ♪ 

▼1年 3000mSC 

荒木 伸哉 6位 9.59.64  CB 

▼10000mW 

西田 昌弘 決 52.23.85  ♪⑧ 

▼1年走幅跳 

巽  浩之 決 6m27 +1.1 CB 

▼2年 100m 

眞武 俊輔 予 11.12 -0.1  

 準 11.07 +0.4  

▼2年 200m 

眞武 俊輔 予 22.26 +0.1  

▼2年 400m 

長谷川 聡 予 50.97  PB 

堀田 孝之 予 52.94   

▼2年 800m 

水元 惟暁 予 1.57.20   

 8位 1.56.04  PB 

宿利 隆司 予 1.58.80  PB 

神埜  勝 予 2.04.78   

河本  聡 予 2.08.47   

▼2年 3000mSC 

不破 佑太 2位 9.37.33   

▼2年 10000mW 

永田 和寛 決 DSQ   

▼3,4年 100m 

前田 峰尚 予 11.68 -1.1  

▼3,4年 400m 

藤崎  淳 予 52.00   

▼3,4年 800m 

内田 健弥 予 2.00.47   

 準 2.00.76   

上田 道久 予 2.03.08   

山瀬 康平 予 2.04.43   
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▼3,4年 1500m 

小山 裕之 3位 4.03.56   

野田 崇洋 決 4.12.79   

小野山博之 決 4.30.58   

▼3,4年 110mH 

前田 靖朊 予 15.95   

▼3,4年 3000mSC 

中桐 寛仁 決 10.14.89  CB 

▼十種競技 

三浦 裕介  5509点   

[12.01(+0.4)-6.16(+0.3)-8.94-1.90-56.15- 

16.90(+1.5)-26.38-3.60-41.19-5.01.12] 

▽1,2年 400m 

加奈山憲代 予 61.23  PB⑤ 

釜谷美翔子 予 62.00   

増本 梨奈 予 64.93  CB 

▽1,2年 800m 

岩橋  優 予 2.17.06   

 3位 2.16.31   

▽1,2年 1500m 

田中 友里 予 5.01.45  ♪③ 

三村 有葉 予 5.27.42  ♪ 

▽1,2年400mH     

釜谷美翔子 予 66.78  CB蒼穹新 

第 2回宇治市陸協記録会(10/23 太陽ヶ丘) 

▼100m 

佐藤 翔士  11.59 +0.5  

小西 康晴  12.23 +0.5  

▼200m 

天ヶ瀬匡昭  23.05 -1.1 PB 

▼400m 

大川  亮  50.37  PB 

大橋 正義  50.47  PB 

▼800m 

野田 崇洋  2.00.74  PB 

上田 道久  2.01.25  PB 

▼1500m 

不破 佑太  4.14.04  PB 

神埜  勝  4.17.43  PB 

宿利 隆司  4.19.53   

白石 晃將  4.19.69  PB 

▼5000m 

板垣  亮  16.51.22   

渡邊 健紀  16.59.46  ♪ 

▽1500m 

上田 容子  5.27.18  CB 

市塚 友香  5.32.51  PB 

     

     

第 4回強化記録会(10/23 鴻ノ池) 

▼100m 

吉田 繁治  10.99 +1.1  

秋元 一志  11.27 +0.3  

前田 靖朊  11.46 +1.7 PB 

前田 峰尚  11.59 +0.9  

神野 洋介  11.71 +0.9 CB 

▼200m 

秋元 一志  22.62 +0.9 PB 

▼110mH 

前田 靖朊  15.93 -0.9 PB 

▼4×100mR 

秋元-前田靖-

前田峰-吉田 
 42.97 

 
 

▼砲丸投 

神野 洋介  8m33  ♪ 

▼やり投 

林  翔太  57m17   

全日本競歩高畠大会(10/31 山形県高畠町) 

▼20km W 

永田 和寛  1.49.01  ♪ 

第 6回奈良市記録会(11/3 鴻ノ池) 

▼100m 

吉田 繁治 Ⅰ 10.91 +0.3  

塚原 和明 Ⅰ 11.28 +0.9  

 Ⅱ 11.31 +0.3  

山田  諒 Ⅰ 11.43 +0.9  

 Ⅱ 11.54 +0.8  

藤崎  淳 Ⅰ 11.51 +1.8  

 Ⅱ 11.51 +1.8  

神谷 諒介 Ⅰ 11.59 +2.2  

佐藤 翔士 Ⅰ 11.60 +3.0  

川室 太希 Ⅰ 12.11 +1.9  

▼200m 

塚原 和明  22.46 +0.3  

藤崎  淳  22.80 +2.0  

大橋 正義  23.05 +1.2  

佐藤 翔士  23.31 +1.5  

神谷 諒介  23.61 +1.2  

▼800m 

大川  亮  1.56.02   

野田 崇洋  2.01.75   

神埜  勝  2.04.47   

志波 陽介  2.05.49   

上田 道久  2.06.55   

白石 晃將  2.06.67   

大橋 正義  2.13.26   
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▼棒高跳 

秋元 一志  4m40   

小西 康晴  4m00   

▼円盤投 

矢川 勝太  34m26   

▼やり投 

矢川 勝太  42m84   

 

 

 

 

 

 

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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