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主将挨拶 

 

いよいよ関西インカレの開幕が迫ってまいりました。今年は８年ぶりに２部での戦いとなりまさに総力戦です。

厳しい戦いになる事が予想されます が、この１年の練習で培ったものをすべて出し切り、１部昇格という目標

達成に向けて、部員一丸となって挑んでまいります。 

来たる５月６日、長居周回に於いてロードの部が行われました。京大からは３名の選手が出場し、小山俊(４)が

２位、櫻井(M１)が６位とダブル 入賞、１０点を獲得し、好スタートを切る事が出来ました。 

トラック・フィールドの部は５月１４・１５日(長居第二２)、２０・２１日（西京極)という日程での開催となります。平

日が３日を占め、お忙しい中ではあると存じますが、蒼穹会の皆様にも是非とも会場に足をお運びいただき、

ご声援を送っていただける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   小山 俊之 

 

監督挨拶 

 

ついに関西インカレが開幕しました。 

 今大会、我が京都大学の目指すところは、昨年味わった 2 部降格の悔しさを晴らすために、1 部復帰を果た

すことにあります。特に昇格争いにおける強敵となるのは、摂南大学とびわこ成蹊スポーツ大学の 2 つの大学

で、彼我のチーム全体としての戦力を考えますと、1 部昇格をかけての戦いは厳しいものとなることが予想され

ます。 

 5月 6日(木)に行われたハーフマラソンでは、主将の小山俊(4)が実力通り 2位に入賞、櫻井(M1)も大阪経済

大などの実力者がそろう中 6位に入り得点を齎してくれました。また、6年連続 6回目の出場となった宇部(D3)

も入賞こそ逃しましたが、最後まで諦めない粘り強い走りをしてくれました。 

 ハーフマラソンを終えた時点で我が京都大学は10点を獲得。摂南大・びわスポ大が両者ともに無得点である

ことを考えれば、トラック・フィールドの部を前にして、我が京都大学が優勢に立つことができたと言えます。 

 しかし、関西インカレはまだ始まったばかりです。ハーフマラソンで得た勢いに乗って、14 日から始まるトラッ

ク・フィールドの部でも着実に得点を積み重ね、最後まで逃げ切って 1部昇格を果たしたいと考えています。 

 とにかく、出場する如何に関らず、部員全員が気持ちを強くもって、自分にできる限りのことをすること。それ

に尽きるのだと思います。 

 女子の方は、残念ながら関西インカレレベルで戦えるだけの戦力が整っていません。少数のみの出場となり
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ますが、出場する選手は高い競技力を持った選手の実力を肌で知られる機会だと捉え、全力でぶつかってい

って欲しいと思います。 

 この大会が終了した後、先輩方に 1 部昇格の報告ができますよう、部員一同全力を尽くすことを改めて御誓

い申し上げます。何卒、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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・関西インカレハーフマラソン結果 

(５月６日 長居公園周回) 

1位 荒川 凱斗 大阪経済大２ 1:10:08 

2位 小山 俊之 京都大４ 1:11:39 

3位 森岡 秀一 大阪経済大３ 1:11:57 

4位 小畑 博人 佛教大４ 1:12:53 

5位 田中 秀門 大阪経済大４ 1:12:59 

6位 櫻井 研吾 京都大Ｍ１ 1:13:14 

7位 仁木 俊輔 甲南大１ 1:13:23 

8位 松尾 哲裕 成美大４ 1:13:47 

12位 宇部  達 京都大D３ 1:17:00 

 

ハーフマラソン終了時点での男子２部対校得点 

 

1位 大阪経済大 １８点 

2位 京都大 １０点 

3位 佛教大 ５点 

4位 甲南大 ２点 

５位 成美大 １点 

 

 

 

 

前日までの予報を裏切り、例年通り暑さの厳しい中

でのレースとなった。序盤、小山俊は先頭集団、宇部、

櫻井は8位集団につける。10ｋｍ手前暑さの影響もあ

り宇部は集団から離され苦しい展開となる。櫻井は順

調にレースを進める。15ｋｍ過ぎ小山俊は1部を含め

た先頭集団から離され単独の2位となる。櫻井は後半

徐々に順位を上げ一時は5位まで浮上する。最終的に

小山俊は2位を死守、櫻井は１つ順位を下げるも6位、

宇部も苦しいながらも最後まで走り抜き12位でのゴ

ールとなった。出だしの種目で10点を獲得し、1部昇

格に向けて幸先のいいレースとなった 

 

 

 

 

 

 

・関西インカレ展望 

～短距離～ 

100ｍ 

吉田 繁治（４）    10.85 

秋元 一志（３）    11.10 

眞武 俊輔（２）    10.98 

 

吉田は膝や腰の状態が良くなく、また研究活動が忙

しいためおもうように練習がつめていない。しかし今

シーズンもすでに 10 秒台で走っているように地力は

確かである。高得点、あわよくば優勝を目指して走っ

てほしい。秋元は今シーズンとても調子がよく 100ｍ

でもメンバー入りを果たした。この勢いで関カレとい

う大舞台での 10 秒台突入と決勝進出を目指してほし

い。眞武は尐しずつではあるが確実に調子を上げてき

ており、関カレでは再び 10 秒台を出し得点してくれ

るであろう。 

 

200ｍ 

吉田 繁治（４）    22.24 

 

100ｍに比べて厳しい戦いが予想される 200ｍ。吉

田は決して調子は良くはないが、自己記録を出せれば

得点できる可能性が高い。彼なら本番までには調子を

上げ、専門種目ではないこの種目でも必ずいい走りを

見せてくれるであろう。 

 

400ｍ 

萩生 翔大（４）    49.93 

 

萩生は合宿での怪我も癒え、確実に調子を上げてき

ている。京カレの 400ｍでは本来の力を出せなかった

が、マイルでは 48 秒台のラップで走っている。昨年

から関カレで3本400ｍを走ることを意識して練習に

取り組んできており、その練習の成果を発揮できれば

高得点も可能であろう。 

 

110ｍH 

前田 靖朋（４)       16.09 

 

今シーズンすでに 110ｍＨとともに 100ｍでも自己

ベストを更新している前田。現在も状態は良く、ハー

ドル練習に余念がない。関カレでは格上選手が相手と

なるが、ひるまず走れれば自己ベストのさらなる更新

はもちろん、決勝進出も見えてくる。ハードルが京大

の穴種目などとはもう言わせないというような走りを

期待したい。 

 

400mH 

大橋 正義（３）    56.51 

 

昨シーズン短距離で一番伸びた選手である大橋。冬

練の序盤は体調を崩して練習を積めなかったが、その

後は順調に練習を積み調子も上がっている。400ｍの
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タイムを考えれば、もっと 400ｍＨのタイムが出せる

はずであり、昨シーズンと同じように伸びることがで

きれば関カレでの自己ベストの更新、決勝進出も可能

であろう。 

 

4ｘ100ｍR 

前田 峰尚（４） 

吉田 繁治（４） 

秋元 一志（３） 

山田  諒（３） 

眞武 俊輔（２） 

牧川 真央（１） 

 

オーダーは現時点では牧川―吉田―秋元―眞武の予

定である。牧川は10秒7台の自己記録を持ち、1回生

ながらメンバー入りを果たした。スタートのスピード

は部内でもトップである。メンバー全員が自分の走り

をして、バトンもうまくいけば 41 秒台前半の記録も

可能である。そうすればおのずと優勝も見えてくると

思うので優勝目指し、持てる力を全て発揮してほしい。 

 

4ｘ400ｍR 

藤崎  淳（D1） 

萩生 翔大（４） 

山瀬 康平（４） 

大川  亮（３） 

大橋 正義（３） 

長谷川 聡（２） 

 

こちらはまだオーダーは決まっていない。チームの

核となる選手は佐藤と萩生の 49 秒台の 2 人である。

佐藤は今シーズン 400ｍのベストを更新し調子がよく、

ラストの100ｍに抜群の切れを持つ佐藤を4走に据え

ることができるのはとても心強い。他のメンバーの力

も確実に底上げされてきており、京カレで佐藤抜きで

出した3分20秒を大幅に短縮し、高得点を狙いたい。 

＊ 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.401・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（M1）    12.80 

 

冨田は京カレ前に怪我をしてしまい、まだ治りきっ

ておらず状態は万全とは言えない。しかし、競技人生

も残り短いので、何とか走れる状態まで怪我を治して

再び12秒台を目指して走ってほしい。 

 

女子４００m 

加奈山憲代（２）    62.26 

釜谷美翔子（１）    58.37 

 

加奈山は足の状態が良くなく、最近はあまり練習を

つめていない。しかし冬練は順調にこなしており、足

を痛める前はグラウンドでのベストを何度も出してい

た。関カレでは自己ベストを期待したい。釜谷は1回

生ながら積極的に練習をこなしている。まだ高校の記

録を出すことは難しいであろうが、大学でのこれから

の競技生活につながる走りをしてほしい。 

 

女子４００mH 

釜谷美翔子（１）    62.91 

 

釜谷はこの種目で昨年インターハイ出場を果たして

いる。現時点では入部したばかりでまだハードルの練

習にはあまり取り組めていないが、関西の強豪たちの

なかでも積極的な走りを期待したい。 

 

女子４×４００mR 

富田 夏希（M1） 

福谷 彩織（４） 

中山 恵理（３） 

岩橋  優（２） 

加奈山憲代（２） 

釜谷美翔子（１） 

 

女子のマイルは今シーズン初レースながら、蒼穹記

録の樹立の期待がかかる。メンバーに故障者が多いの

が不安であるが、各々が自分の力を発揮できれば大幅

な蒼穹記録の更新も夢ではない。積極的な走りで強豪

校に食らいつき、最後まであきらめず走ってほしい。 

 

～中距離～ 

800m 

佐藤 翔士（M２）   1.55.01 

大川  亮（３）    1.54.23 

水元 惟暁（２）    1.57.64 

 

佐藤は昨シーズンと同じく400が49秒台、800が1

分 55 秒前半と順調に仕上げてきている。持ち味であ

るラストの強さでより高い順位を狙っていってほしい。

大川は今シーズンさらに飛躍しており、押しも押され

もしない800ｍのエースである。表彰台も狙った 

積極的なレースを期待したい。水元はここまで順調に

http://www.rikuren.or.jp/athlete/rule/pdf/15.pdf
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ベストを伸ばしてきている。勝負強い選手であるので

決勝進出に期待がかかる。 

  

1500ｍ 

小山 裕之（Ｍ１）   3.58.09 

小山 俊之（４）    3.51.65 

坂本  剛（４）    4.04.19 

 

裕之は今シーズンはまだレースも尐なく仕上げられ

ていないようだが、実力者であるので当日には力強い

姿を見せてくれるだろう。俊之はハーフマラソンなど

の疲労が多尐心配されるが、持ち前の勝負強さでぜひ

優勝を狙っていってほしい。坂本は京都インカレでは

失速してしまったが、今大会においては入賞と自己ベ

ストを目指し、積極的なレースをしていって欲しい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今大会大量得点が期待される小山俊 

女子８００ｍ 

岩橋  優（２）    2.14.19 

 

この種目には昨年と同じく岩橋が出場する。京都イ

ンカレでは足のケガのために出場できなく今シーズン

まだ試合に出れていないが、普段通りの実力を出すこ

とができれば入賞も可能だろう。当日までにケガを治

し、積極的なレースで上位入賞を狙っていってほしい。 

  

～長距離～ 

5000m 

田中 裕介（M２）   15.12.99 

小山 俊之（４）    14.36.64 

山田  唯（４）    15.15.53 

 

田中裕介は母校で後輩の陸上の指導をしつつの冬季

練ではあったが、京カレでは関カレ標準を切ってくる

など順調に仕上がってきている。学部生以来出してい

ない14分台＆入賞を期待したい。小山俊之は関カレ2

種目目。奈良産大、大経大に兵はいるものの3000m

以降粘れれば十分表彰台は狙えるだろう。ここでの粘

りによって後半種目に勢いをつけてほしい。前半戦の

正念場である。山田唯は今年の冬は怪我もなくこつこ

つ継続して冬季練を積み、着実に力をつけてきた。田

中とともに14分台＆入賞でチームに勢いをつけてく

れることを期待する。 

 

10000m 

櫻井 研吾（Ｍ１）   31.55.53 

柿本 悠貴（４）    31.55.21 

小山 俊之（４）    30.27.94 

 

櫻井は研究室との兼ね合いから一人で練習すること

も多い中、継続して走り込んできた。京都インカレで

は調子が上がりきらなかったが、ここにきて走りを取

り戻してきた。メンバー的に入賞ラインにはあと一歩

のところにいるので積極的な走りで8位までに食い込

んでほしい。柿本は今年に入ってから怪我に悩まされ、

なかなか思うように練習を積めないでいたが暖かくな

ってようやくある程度の練習を積めるようになってき

た。状態的には入賞は厳しいが、今後の対校戦、駅伝

に向けて収穫のあるレースにしてもらいたい。小山俊

之は最終4種目目。ここまででかなりの疲労を溜めこ

んでいることは言うまでもないが、最後まで気持ちを

切らさず一部昇格のため尐しでも多くの点を取って来

てくれるだろう。 

 

3000mSC 

近藤 学宏（M２）   9.17.42 

山田  唯（４）    9.28.66 

不破 佑太（２）    9.44.23 

 

近藤は冬季、例年以上に練習はできていたものの、

春先体調不良に悩まされ京カレでは無念の棄権となっ

たが徐々に状態は上向きつつある。昨年度の京都イン

カレのようにレースに乗れれば表彰台も見えてくる。

ここ一番にめっぽう強い近藤なら期待にこたえてくれ

るだろう。山田唯は3000m障害今季初戦の京都イン

カレで自己ベストに2秒までせまるパフォーマンスを

見せた。ハードルに課題はあるものの修正できればこ

ちらも表彰台が狙える位置にある。点が取りやすい種

目なだけにより多くの点を期待したい。不破は春合宿

でかなりいい練習を積んだものの、その後の怪我がな

かなか癒えず思うように練習がつめていなかった。ま

だ万全の状態ではないものの出場するからには、今後

の対校戦に繋がる走りをしてもらいたい。 

 

10000mW 

中村 幸平（Ｍ１）   46.41.09 

生谷 隆麿（４）    51.14.96 

永田 和寛（２）    NR 
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10000mWには中村、生谷、永田の3人が出場。中

村幸平は慶応大学からやってきた期待の大学院生であ

り、191cmの長身をいかした歩きはダイナミックであ

り研ぎ澄まされている。昨年マークした46分台は厳

しいかもしれないが、関東の強豪にもまれてきた経験

をいかして必ずや入賞してくれるだろう。生谷は昨年

の関カレで9位と惜しくも入賞を逃した。その悔しさ

を糧に今期50分切りに意欲的である。レースの流れ

にもよるが入賞の可能性もあるので最後まで諦めず1

点でも多く勝ちとってもらいたい。永田は右足のベン

トニーがなかなか直らず、昨年から完歩に至らず苦し

んできた。しかし、中村の指導により動きが改善しつ

つあり先日の記録会でようやく納得のいく歩きができ

てきたようである。しっかり歩ききり今後に繋げても

らいたい。 

 

女子１５００ｍ 

岩橋  優（２）    4.53.54 

 

女子1500mには岩橋が出場。怪我がようやく引き

始め尐しずつ練習ができるようになってきた段階で万

全の状態とは言えないが、関西のレベルをしっかり体

感し七大戦等の今後の対校戦に繋げてもらいたい。 

  

～跳躍～ 

走幅跳 

秋元 一志（３）    6m72 

 

この種目において昨年飛躍的に実力を伸ばしてきた

秋元が出場する。今年は100mで自己ベストを大幅に

更新し、また京カレでは初戦ながらまずまずの記録を

残している。エイトラインは6m90付近であるが、は

まれば十分可能性はあるので期待したい。 

 

走高跳 

巳波 壮馬（４）    1ｍ80 

 

 京カレでは大学ベストタイを跳び勢いに乗っている

巳波。関カレの試技は1m85からと自己ベストより高

い高さから始まるが、今の巳波の勢いならこの高さも

跳んでくれるだろう。この試合で自己ベストを更新し

て夏に控える七大戦につながる跳躍を見せてほしい。 

 

三段跳 

秋山  源（５）    13ｍ82 

 

 関カレ3年連続出場となる秋山。初戦の京カレでは

不本意な記録に終わり、まだまだ本領を発揮してない

が、三段跳のベテランとしての意地を見せてなんとか

上位に食いついてほしい。 

 

棒高跳 

小西 康晴（４）    4ｍ20 

秋元 一志（３）    4ｍ70 

田中 皓介（３）    4ｍ50 

 

大量得点の期待がかかる棒高跳。この種目には小西、

秋元、田中の3選手が出場する。小西は初の関カレで

あり、今季は不調続きであるがなんとか調子を取り戻

して現在のランキング7位を死守してもらいたい。先

日の記録会や京カレで100mの実力を着実に伸ばして

いる秋元は表彰台の期待がかかる。今季はまだ良い記

録は残していないが秋元なら必ずや表彰台に乗ってく

れるだろう。今季は多くの記録会に出場し試合の感覚

を研ぎ澄ましている田中。練習でもマイペースに自分

の跳躍に改良を重ね良い感覚をつかんでいるようだ。

田中も状況次第では表彰台の可能性があるので堅実に

虎視眈々と表彰台を狙ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰台の期待がかかる秋元 

女子走幅跳 

富田 夏希（M1）    5ｍ10 

 

 冬季の間は卒業研究が忙しく、また京カレ前にケガ

をしてしまいなかなか練習を積めていない冨田。関カ

レの女子走幅跳のレベルはかなり高く厳しい戦いとな

るが、なんとかベスト付近の記録まで持ち直して前女

子主将としての意地を見せてほしい。 

 

 

～投擲～ 

円盤投 

林  翔太（３）    36ｍ49 

矢川 勝太（３）    35ｍ12 

 

円盤投には林、矢川が出場する。林はやり投を専門
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種目としながらも、今年出場した記録会で 36m 台の

記録を残し出場枠を獲得した。普段の練習でも35mを

安定して投げており、今回の対校戦で更なるベスト更

新が期待できる。矢川は尐しずつ記録を更新している

が現時点では成長著しい林に水をあける形になってい

る。関カレでは林共々、得点できる可能性は十分にあ

るので自己ベスト更新と得点を目指す。 

 

ハンマー投 

田中 聡一（D２）   40ｍ36 

高橋源一郎（３）    31ｍ90 

 

ハンマー投には田中、高橋が出場。田中は研究室の

合間を縫って、限られた時間の中で精力的に練習をこ

なしており、京カレでも投擲で唯一得点した。今回も

経験を活かした競技で入賞を狙ってほしい。高橋は先

の京カレで試合を初めて経験したばかりで、まだまだ

成長段階。格上の選手との競技に臨むことで、更なる

成長のきっかけを掴んでほしい。 

 

やり投 

林  翔太（３）    54ｍ07 

 

やり投には林が出場。冬中ひじの痛みが癒えず、投

げを自粛していたが４月の記録会では 54m をマーク

するなど、春になって復調の兆しが見えたようだ。修

正すべき点も明確であるらしく、関カレではより上位

に入賞できる力を持っている。 

 

女子やり投 

加奈山憲代（２）    27m28 

 

女子やり投には加奈山が出場。今冬に脚を痛め、納

得いく練習がなかなかできないようであるが、試合で

は持てる力を存分に発揮し自己ベスト更新を目指して

ほしい。 

 

 

～混成～ 

十種競技 

三浦 裕介（M２）       5518点 

 

 研究が忙しく夜な夜な農 G に現れ練習を積んでい

る三浦。とはいえ、練習不足は否めず苦しい戦いとな

るであろう。しかし、現ランキングが8位でその上に

は京大の1部昇格争いのライバルである摂南大の選手

がいるので、十種のベテランとしてその選手を凌駕し

てほしい。 
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関西インカレ日程   

５月１４日（金） （長居第２） 

〈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 

11:50 女子 8００ｍ 予 

12:20 ２部 ８００ｍ 予 

12:40 １部 ８００ｍ 予 

13:00 女子 １００ｍH 予 

13:20 女子 １００００ｍ 決 

14:10 女子 １００ｍ 準 

14:20 2部 １００ｍ 準 

14:30 １部 １００ｍ 準 

14:40 女子 ４００ｍ 予 

15:00 ２部 ４００ｍ 予 

15:15 1部 ４００ｍ 予 

15:35 女子 １００ｍH 決 

15:45 女子 ８００ｍ 準 

16:00 ２部 8００ｍ 準 

16:10 女子 ４×１００ｍ 予 

16:20 ２部 ４×１００ｍ 予 

16:35 1部 ４×１００ｍ 予 

16:50 ２部 (10)４００ｍ  

17:00 1部 (10)４００ｍ  

17:10  競技終了  

〈ＪＵＭＰ〉    

開始時刻 種別 種 目  

10:00 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  

10:00 女子 ハンマー投 決 

12:30 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１５日（土） （長居第２） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種 目   

9:30 ２部 (10)１１０ｍＨ  

9:35 1部 (10)１１０ｍＨ  

9:50 女子 ４００ｍ 準 

10:00 2部 ４００ｍ 準 

10:15 女子 ５０００ｍＷ 決 

10:50 2部 
５０００ｍ 

タイムレース 
決 

11:30 女子 ８００ｍ 決 

11:40 2部 ８００ｍ 決 

11:50 1部 ８００ｍ 決 

12:05 女子 １００ｍ 決 

12:15 2部 １００ｍ 決 

12:25 １部 １００ｍ 決 

12:35 1部 ５０００ｍ 決 

13:35 女子 ４００ｍ 決 

13:45 2部 ４００ｍ 決 

13:55 1部 ４００ｍ 決 

14:05 2部 １００００ｍＷ 決 

15:05 1部 １００００ｍＷ 決 

16:15 女子 ４×１００ｍ 決 

16:25 2部 ４×１００ｍ 決 

16:35 1部 ４×１００ｍ 決 

16:45 2部 (10)１５００ｍ  

16:55 1部 (10)１５００ｍ  

17:00   競技終了   

〈ＪＵＭＰ〉        

開始時刻 種別 種 目   

10:00 ２部 三段跳 決 

12:30 
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 

10:30 
１部 (10)円盤投  

２部 (10)円盤投  

13:00 １部 砲丸投 決 

14:30 女子 砲丸投 決 

15:30 
1部 (10)やり投  

2部 (10)やり投  
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５月２０日（木） （西京極） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種目   

10:00 女子 (7)１００ｍＨ  

10;15 2部 １１０ｍＨ 予 

10:25 1部 １１０ｍＨ 予 

10:45 女子 15００ｍ 予 

11:00 2部 15００ｍ 予 

11:20 1部 15００ｍ 予 

11:35 女子 ２００ｍ 予 

11:55 2部 ２００ｍ 予 

12:15 1部 ２００ｍ 予 

12:40  表彰式  

13:10 2部 １１０ｍＨ 決 

13:20 1部 １１０ｍＨ 決 

13:35 2部 
３０００ｍＳＣ 

タイムレース 
決 

14:15 1部 ３０００ｍＳＣ 決 

14:35 女子 15００ｍ 決 

14:45 2部 15００ｍ 決 

14:55 1部 15００ｍ 決 

15:10 女子 4×４００ｍ 予 

15:20 2部 4×４００ｍ 予 

15:30 1部 4×４００ｍ 予 

15:45 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 

11:00 女子 (7)走高跳  

12:00 １部 棒高跳 決 

13:00 2部 走幅跳 決 

14:00 1部 走高跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉        

開始時刻 種別 種目  

10:00 2部 円盤投 決 

12:00 1部 円盤投 決 

13:30 女子 (7)砲丸投  

14:00 女子 円盤投 決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２１日（金） （西京極） 

〈ＴＲＡＣＫ〉 

開始時刻 種別 種 目   

10:00 女子 ４００ｍＨ 予 

10:20 2部 ４００ｍＨ 予 

10:35 1部 ４００ｍＨ 予 

11:00 女子 ２００ｍ 準 

11:10 2部 ２００ｍ 準 

11:20 1部 ２００ｍ 準 

11:35 2部 １００００ｍ 決 

12:25 女子 ４００ｍＨ 決 

12:35 2部 ４００ｍＨ 決 

12:45 1部 ４００ｍＨ 決 

13:05 女子 
５０００ｍ 

タイムレース 
決 

14:00 女子 ２００ｍ 決 

14:10 2部 ２００ｍ 決 

14:20 1部 ２００ｍ 決 

14:35 女子 ３０００ｍSC オ 

15:00 １部 １００００ｍ 決 

15:40 女子 (7)８００ｍ  

16:00 女子 4×４００ｍ 決 

16:10 2部 4×４００ｍ 決 

16:20 1部 4×４００ｍ 決 

16:30   競技終了   

16:50   閉会式   

〈ＪＵＭＰ〉    

開始時刻 種別 種目  

10:00 女子 （7）走幅跳  

10:30 2部 棒高跳 決 

12:00 1部 走幅跳 決 

13:30 2部 走高跳 決 

14:30 女子 三段跳 決 

〈ＴＨＲＯＷ〉    

開始時刻 種別 種目  

9:30 女子 やり投 決 

11:30 女子 （７）やり投  

13:15 ２部 やり投 決 

14:45 1部 やり投 決 
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第７４回京都インカレ結果 

(4月17日-18日 西京極) 

男子対校の部     

▼100m     

眞武 俊輔 予 11.16 +1.0  

吉田 繁治 予 11.12 +1.8  

藤澤 健斗 予 11.41 +3.8  

▼200m     

吉田 繁治 予 22.47 －1.0  

萩生 翔大 予 22.78 ＋0.1  

眞武 俊輔 予 23.18 －0.7  

▼400m     

萩生 翔大 予 50.91   

長谷川 聡 予 51.58   

山瀬 康平 予 52.54   

▼800m     

佐藤 翔士 予 1.56.18   

 5位 1.55.01   

大川   亮 予 1.54.23  PB 

 6位 1.55.30   

水元 惟暁 予 1.57.64  PB 

▼1500m(タイムレース)   

小山 俊之 2位 3.56.14   

坂本  剛 20位 4.19.62   

水元 惟暁 15位 4.12.14   

▼5000m     

小山 俊之 7位 14.58.93   

田中 裕介 9位 15.12.99   

櫻井 研吾 14位 15.29.38   

▼10000m     

毛芝 雄己 12位 32.55.23  ♪ 

宇部  達 13位 33.04.42   

菊川 信人 15位 33.18.26   

▼110mH     

前田 靖朋 予 16.14 ＋2.6  

大橋 正義 予 16.46 ＋2.2  

清水 宏幸 予 17.54 ＋1.8  

▼400mH     

大橋 正義 予 56.68   

前田 靖朋 予 59.48  PB 

清水 宏幸 予 60.17   

▼3000mSC     

山田  唯 5位 9.28.66   

▼4×100m     

山田諒-吉田-

藤澤-眞武 
予 42.50   

山田諒-吉田-

藤澤-眞武 
6位 43.34   

▼4×400m     

長谷川-萩生-

山瀬-大橋 
6位 3.20.76   

▼走高跳     

三浦 裕介 9位 1m85   

巳波 壮馬 11位 1m80   

▼棒高跳     

秋元 一志 1位 4.30   

田中 皓介 2位 4.30   

小西 康晴  NM   

▼走幅跳     

秋元 一志 6位 6.57 ＋1.8  

川島 龍樹 17位 6.05 ＋1.8  

小長谷幸平 22位 5，52 －0.3  

▼三段跳     

秋山   源 8位 13.20 ＋1.3  

小西 康晴 10位 12.23 ＋2.9  

小長谷幸平  NM   

▼砲丸投     

三浦 裕介 15位 10.47  PB 

矢川 勝太 16位 10.13   

高橋源一郎 17位 8.18  ♪ 

▼円盤投     

矢川 勝太 10位 33.81   

田中 聡一 11位 32.07   

三浦 裕介 12位 31.41   

▼やり投     

川島 龍樹 13位 45.03   

▼ハンマー投     

田中 聡一 8位 40.36   

高橋源一郎 10位 31.90  ♪ 

矢川 勝太 11位 30.22   

女子対校の部     

▽100ｍ     

中山 恵理 予 15.86 ＋2.9 PB 

▽800m     

福谷 彩織 予 2.30.10   

市塚 友香 予 2.50.38  PB 

▽1500m(タイ

ムレース) 
  

 
 

森山友紀子 14位 5.27.79   

上田 容子 15位 5.35.54   

男子オープン

の部 
   

 

▼100m     

秋元 一志  11.04 ＋2.1  

前田 峰尚  11.33 ＋2.1  

▼800m     

宿利 隆司  2.00.46   

内田 健弥  2.01.65   

浅井 健介  2.01.85  CB 

河本  聡  2.07.76   

▼1500m     

西原 由高  4.18.37   

中東 太一  4.24.65  ♪ 
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▼10000m     

柿本 悠貴  32.43.49   

中桐 寛仁  34.35.94   

 

 

 

 

 

総合成績 

▼男子の部対校戦成績 

１位 立命館大学        215点 

２位 京都産業大学       161 点 

３位 同志社大学               83 点 

４位 龍谷大学                 68 点 

５位 京都教育大学             50.5点 

６位 びわこスポーツ大学       47点 

７位 京都大学         45点 

 

▽女子の部対校戦成績 

１位 立命館大学     129点 

２位 龍谷大学      103点 

３位 同志社大学               59点 

京都大学                  0点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人戦・記録会などの結果 

(2009年12月 6日～2010年4月25日) 
第63回福岡国際マラソン(12/6 福岡) 

▼マラソン     

吉川浩太郎  2.31.34   

前田 達朗  2.43.01   

     

第 3回学連記録会(12/13 金岡) 

▼5000m     

小山 俊之  14.36.64   

櫻井 研吾  15.11.81  PB 

小山 裕之  15.31.74   

不破 佑太  15.32.45  CB 

田中 裕介  15.48.41   

毛芝 雄己  15.58.42  PB 

水元 惟暁  16.02.12  PB 

吉川浩太郎  16.11.66   

松下 亮祐  16.20.86   

中桐 寛仁  16.22.45   

内田 健弥  16.40.39  PB 

大川  亮  17.02.39   

▽1500m     

加奈山憲代  5.30.66  PB 

▽3000m     

山添 由貴  10.15.45  PB 

上田 容子  11.28.87  CB 

森山友紀子  12.03.40   

市塚 友香  12.28.64   

     

第21回加古川マラソン(12/23 加古川) 

▼マラソン     

菊川 信人  2.49.16   

     

学連長距離ロード記録会(2/6 長居周回) 

▼ハーフマラソン    

小山 俊之  1.06.50  PB② 

櫻井 研吾  1.09.05  PB⑫ 

山田  唯  1.09.24  ♪⑯ 

菊川 信人  1.11.33   

宇部  達  1.13.08   

中桐 寛仁  1.15.26  PB 

     

びわこ成蹊スポーツ大学記録会(3/27 びわスポ大) 

▼800m     

佐藤 翔士  1.59.7   

     

兵庫実業団記録会(3/20 尼崎) 

▼5000m     

山田  唯  15.32.00   

松下 亮祐  16.48.39   

     

第 4回学連記録会(3/20-21 長居第二) 

▼100m     

眞武 俊輔  11.34 ＋0.8  

山田  諒  11.44 ＋1.2  

前田 峰尚  11.52 ＋0.7  

秋元 一志  11.52 ＋0.7  

藤澤 健斗  11.55 ＋2.4  

前田 靖朋  11.76 －0.9  

川室 太希  11.93 ＋2.2  

小西 康晴  11.97 ＋0.2 PB 

▼200m     

眞武 俊輔  23.15 ＋1.2  
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山田  諒  23.19 ＋1.2  

前田 峰尚  23.33 ＋1.2  

長谷川 聡  23.43 －1.0  

桐山 真臣  24.05 －1.0  

川室 太希  24.74 －1.6  

▼400m     

山瀬 康平  52.31   

堀田 孝之  53.33   

大橋 正義  53.34   

▼800ｍ     

水元 惟暁  1.59.40   

小山 俊之  1.59.72   

大川  亮  2.03.80   

内田 健弥  2.03.81   

河本  聡  2.05.42   

宿利 隆司  2.06.32   

神埜  勝  2.09.28   

小野山博之  2.09.81   

▼1500ｍ     

小山 俊之  4.03.61   

大川  亮  4.10.68   

山田  唯  4.11.00   

水元 惟暁  4.18.28   

宿利 隆司  4.18.95  CB 

櫻井 研吾  4.20.70   

内田 健弥  4.25.62   

河本  聡  4.27.34   

神埜  勝  4.29.89   

板垣  亮  4.31.08   

中桐 寛仁  4.32.94   

▼5000ｍ     

櫻井 研吾  15.52.97   

不破 佑太  15.52.99   

田中 裕介  15.58.40   

毛芝 雄己  16.11.36   

菊川 信人  16.43.87   

中桐 寛仁  17.02.81   

▼110mH     

前田 靖朋  17.10 －2.5  

大橋 正義  17.74 －2.5  

▼400mH     

大橋 正義  58.48   

▼3000mSC     

中桐 寛仁  10.28.91   

▼走高跳     

三浦 裕介  1.80   

巳波 壮馬  1.70   

▼棒高跳     

秋元 一志  4.40   

田中 皓介  4.30   

小西 康晴  4.00   

▼円盤投     

矢川 勝太  34.49  PB 

▼やり投げ     

林  翔太  47.15   

▽100m     

冨田 夏希  13.96 －2.3  

山口 咲希  14.78 －3.2  

中山 恵理  16.47 ＋0.3  

▽200m     

加奈山憲代  27.77 ＋2.1  

▽400m     

加奈山憲代  64.48   

▽800m     

岩橋  優  2.21.20   

福谷 彩織  2.32.33   

▽1500m     

岩橋  優  4.53.54  ♪② 

山添 由貴  5.03.59   

森山友紀子  5.24.37   

上田 容子  5.33.41   

市塚 友香  5.47.25   

▽3000m     

山添 由貴  10.40.95   

上田 容子  11.59.61   

市塚 友香  12.40.50   

▽4×100m     

廣瀬-富田- 

加奈山-岩橋 
 53.48   

▽走幅跳     

冨田 夏希  4.62 +2.8  

     

北和記録会(3/30 鴻ノ池) 

▼100m     

眞武 俊輔 Ⅰ 11.21 ＋0.4  

 Ⅱ 11.13 ＋1.3  

山田  諒 Ⅰ 11.28 ＋2.3  

 Ⅱ 11.39 ＋1.3  

秋元 一志 Ⅰ 11.32 ＋0.6 PB 

 Ⅱ 11.48 ＋0.9  

前田 峰尚 Ⅰ 11.51 ＋0.5  

天ヶ瀬匡昭 Ⅰ 11.55 ＋0.5  

小西 康晴 Ⅰ 11.93 ＋3.1  

▼200m     

山田  諒  23.07 ＋2.2  

▼400m     

佐藤 翔士  50.34   

大橋 正義  51.90   

大川  亮  51.91  PB 

小山 俊之  53.10   

水元 惟暁  53.16   

▼110mH     

三浦 裕介  16.92 ＋1.2  

▼走高跳     
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三浦 裕介  1.77   

▼棒高跳     

田中 皓介  4．40   

     

普及部記録会(4/4 鴻ノ池) 

▼円盤投     

林  翔太  34.53   

     

強化記録会(4/10 鴻ノ池) 

▼円盤投     

林  翔太  36.49  PB 

     

兵庫春季記録会（4/10-11 神戸ユニバー） 

▼800m     

神埜  勝  2.07.59   

▼1500m     

神埜  勝  4.21.57   

第 1回京都陸協記録会（4/11 西京極） 

▼100m     

吉田 繁治 Ⅰ 10.97 －0.2  

 Ⅱ 11.04 －2.0  

秋元 一志 Ⅰ 11.10 ＋1.3 PB 

山田  諒 Ⅰ 11.38 ＋0.1  

前田 峰尚 Ⅰ 11.44 ＋1.3  

前田 靖朋 Ⅰ 11.53 ＋0.5 PB 

天ヶ瀬匡昭 Ⅰ 11.62 －0.2  

大橋 正義 Ⅰ 11.74 －0.6 CB 

川室 太希 Ⅰ 11.87 ＋0.4 PB 

小長谷幸平 Ⅰ 12.22 ＋0.9 PB 

▼400m     

佐藤 翔士  49.58  PB 

萩生 翔太  50.77   

藤崎  淳  51.12   

山瀬 康平  51.92   

長谷川 聡  52.66   

天ヶ瀬匡昭  53.03   

堀田 孝之  53.65   

▼1500m     

坂本  剛  4.05.53   

菊川 信人  4.24.99   

▼5000m     

松下 亮祐  16.42.16   

▼110mH     

前田 靖朋  16.09 ＋1.3 PB 

▼棒高跳     

秋元 一志  4.40   

田中 皓介  4.40   

▼円盤投     

矢川 勝太  35.12  PB 

三浦 裕介  30.07   

▽1500m     

上田 容子  5.33.94   

奈良市記録会（4/25 鴻ノ池） 

▼やり投     

林  翔太  54.07  CB 

▼円盤投     

林  翔太  35.35   

第 2回京都陸協記録会（4/25 西京極） 

▼100m     

牧川 真央  11.35 －1.4  

長谷川 聡  11.36 ＋0.1 PB 

前田 峰尚  11.56 －1.4  

山田  諒  11.59 －2.6  

川室 太希  11.92 －1.1  

▼200m     

長谷川 聡  23.17 －0.5 PB 

天ヶ瀬匡昭  23.47 －0.9 PB 

▼800m     

宿利 隆司  2.00.36   

神埜  勝  2.07.74   

四辻 諒平  2.11.85  PB 

▼400mH     

田所 竜翔  63.23   

▼5000mW     

生谷 隆磨  25.06.8   

永田 和寛  25.46.8   

▼走幅跳     

高棹 真介  5.77 －0.2  

▼三段跳     

秋山  源  13.34 ＋1.9  

▼やり投     

川島 龍樹  42.49   

▽100m     

山口 咲希  14.83 －1.3  

 

 

 

 

 

 

 

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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