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主将挨拶 

 

7 月 31 日、8 月 1 日に七大戦が愛知県の瑞穂陸上競技場にて開催されます。昨年の悔し

さを晴らし、5 年ぶりの総合優勝を勝ち取るために、この 1 年練習を重ねてまいり ました。

さらに先日の関西インカレでは昇格を逃し、七大戦こそはと部員一同奮起しています。ま

た意識の高い新入生も加わり、いい流れで七大戦に臨むことができます。昨年と同様、阪

大が圧倒的な戦力を誇っていますが、われわれの持てる力をすべて出し尽くし、瑞穂の地

で最高の結果を勝ち取れるよう、残り少ない時間ではありますが、チーム一丸となって努

力を重ねていきます。 

猛暑が予想されまずが、蒼穹会の皆様には、ぜひとも名古屋に足をお運びいただき、激

励、応援をしていただけるようお願い致します。 

 

京都大学陸上競技部主将   小山 俊之 

 

 

 

 

 

女子主将挨拶 

 

 昨年の七大戦、女子は僅差で総合 5 位という悔しい結果に終わりました。今年も昨年と

同様、1 点を争う接戦が予想されます。しかし、日々練習を着実に積み重ね、また、勢い

ある多くの新入生が入部したことも追い風となり、選手の枠を争うまでに人数・戦力とも

に充実してきております。今年こそ 3 位入賞を目指して最後まで気を緩めることなく、女

子部員一丸となって、この戦いに挑んで参ります。 

 厳しい暑さが予想されますが、女子部卒の蒼穹会員の方を含め、多くの蒼穹会の皆様に

お越しいただき、ご声援をいただければ幸いです。 

 

京都大学陸上競技部女子主将   森山 友紀子 
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監督挨拶 

 

七大戦が目前に迫ってまいりました。本年は名古屋市瑞穂運動公園陸上競技場におきま

して、7 月 31 日(オープンの部)と 8 月 1 日(対校の部)に行われます。 

 男子は 2005 年以来の総合優勝を目指しての戦いとなります。力のある新人が加入し、

また 7 月に入り調子が上向いている選手も多く、チームに勢いは出てきましたが、例年の

如く厳しい戦いとなることは必至です。 

 しかしながら、応援・サポート側を含めた部員全員が全力を尽くし、チームとして京大

陸上部の持てる力を全て出し切れたとき、必ずや勝利をつかむことができると信じていま

す。 

 一方、女子の部は、総合優勝を目指すには層が薄く、苦しい戦いとなるものと予想され

ます。トラック種目を中心にできるだけ多くの得点を積み重ね、何とか善戦してほしいと

思っています。今年は女子部にも多くの新入部員がおります。今後につながる試合になれ

ば、と思います。 

 諸先輩方におかれましては、日頃より多大な御支援・御声援を賜り、誠に感謝をしてお

ります。ぜひとも皆さまに勝利の御報告ができますよう全力を尽くしてまいります。大変

暑い中ではございますが、是非とも競技場まで足を運んでいただき、御声援をいただきま

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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七大戦競技日程 
 
《オープンの部》 ７月３１日(土) 瑞穂公園陸上競技場 
《対校の部》  ８月１日(日) 瑞穂公園陸上競技場 
 

 9:00   開会式 

トラックの部 

9:30 男子 ３０００ｍSC (決） 

9:50 女子 ４００ｍ (予） 

10:00 男子 ４００ｍ (予) 

10:25 男子 １１０ｍH (予） 

10:50 女子 １００ｍ (予） 

11:00 男子 １００ｍ (予） 

11:20 男子 １５００ｍ (決） 

11:40 男子 ４００ｍ (決） 

11:55 男子 １１０ｍH (決） 

12:10 女子 １００ｍ (決） 

12:20 男子 １００ｍ (決） 

12:30 女子 ８００ｍ (決） 

12:40 男子 ８００ｍ (予） 

13:00 男子 ４００ｍH (予） 

13:30 男子 ２００ｍ (予） 

14:00 女子 ３０００ｍ (決） 

14:20 男子 ４×１００ｍR (決） 

14:40 男子 ４００ｍH (決） 

14:50 女子 ４００ｍ (決） 

15:00 男子 ８００ｍ (決） 

15:10 男子 ２００ｍ (決） 

15:20 男子 ５０００ｍ (決） 

15:50 女子 ４×１００ｍR (決） 

16:00 男子 ４×４００ｍR (決） 

       

フィールドの部   

＜跳躍＞      

9:30 女子 走高跳 (決） 

9:30 男子 棒高跳 (決） 

11:00 男子 走幅跳 (決） 

12:30 女子 走幅跳 (決） 

12:30 男子 走高跳 (決） 

14:30 男子 三段跳 (決） 

＜投擲＞    

10:00 男子 円盤投 (決) 

11:30 男子 砲丸投 (決） 

13:00 男子 やり投 (決） 

14:00 女子 砲丸投 (決） 

14:30 男子 砲丸投 (決) 

競技終了後 閉会式  

 
 
交通アクセス 

地下鉄名城線「瑞穂運動場東駅」より徒歩約 5 分 
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七大戦展望 

 
～短距離～ 

100ｍ 

山田  諒（３）   11.30 

眞武 俊輔（２）   10.98 

牧川 真央（１）   11.08 

 

先日の関西インカレで活躍した吉田は今回は不出場

となったが、それでも他大学には決して劣らない3人

が出場する。山田は今季すでに数多くのレースに出場

し、場数を踏んできた。ここでいい走りをして、次期

のパートチーフとしての生活に勢いをつけてほしい。

眞武は昨年のこの種目の3位である。上の2人が抜け

た今年、狙うは昨年の東大戦で後塵を拝した西田への

リベンジと優勝である。牧川は関西インカレの四継で

鮮烈な大学デビューを果たし、優勝に貢献して見せた。

個人種目では対校戦初出場となるが、得意のスタート

を決め、思いっきり走ってほしい。そうすればおのず

と結果はついてくるはずである。 

 

熱い走りに期待がかかる眞武 

200ｍ 

山田  諒（３）   23.03 

眞武 俊輔（２）   22.53 

牧川 真央（１）   22.08 

 

100ｍと同じく山田、眞武、牧川の3人が出場する。

山田は冬季練習のときから短短の練習を積極的に引っ

張ってきてくれた選手である。もっと上のタイムで走

れるはずであるので自信を持ってレースに挑んでほし

い。眞武は今季この種目ですでにベストを更新してい

る。最近は練習でも気持ちを前に出して走っており、

本番では熱い走りを見せてくれるであろう。牧川はラ

ンキングで3位につけている。気負うことなく、自分

の走りをして結果を出してほしい。3 人とも多種目出

場となるが、短短の最終種目となるこの種目で京大の

短短の底力を見せてほしい。 

 

400ｍ 

萩生 翔大（４）   49.93 

山瀬 康平（４）   51.48 

長谷川 聡（２）   51.22 

 

各大学、昨年よりも全体的なレベルが上がっている

この種目。萩生は今季まだ５０秒を切れていない。だ

が、ランキング１位で挑んだ昨年よりも今年のほうが

良い意味で気楽に走れるであろう。昨年の分も今年は

激走してほしい。みんな萩生の熱い走りを楽しみにし

ている。七大での借りは七大で返すしかない。山瀬は

練習は順調に積めている。最後の七大、チーフの名に

恥じない走りをしたい。長谷川は関カレ後にした怪我

に苦しみなかなか練習が積めていないが、ここに来て

少しずつ調子を上げている。不安な気持ちもあるだろ

うが、400ｍは短距離の最初の種目となるので、勢い

をつけるような走りを期待したい。 

 

110ｍH 

前田 靖朊（４）   16.09 

大橋 正義（３）   16.18 

清水 宏幸（２）   17.54 

 

この種目には昨年の七大戦と同じメンバーで挑む。

前田靖はこの１年ハードル陣を牽引してきた。今季は

すでにベストを更新している上、100m のタイム、ハ

ードリング技術も向上しているため、大幅な記録の更

新も狙えるはずだ。関西インカレの分も七大戦にぶつ

けて 15 秒台を出してほしい。大橋も今季ベストを出

している。本職の400mHに勢いがつくような走りを

してほしい。清水は怪我に苦しみなかなか思うように

練習ができていなかったが、腐らず練習し続け、ここ

にきてなんとか状態を戻してきた。昨年よりもレベル

アップした姿を見せてほしい。 

 

400mH 

田所 竜翔（４）   59.77 

大橋 正義（３）   55.57 

清水 宏幸（２）   59.72 

 

ヨンパーには田所、大橋、清水の 3 人が出場する。

田所は一時休部をしていたが、休部から復帰後は誰よ

りもアグレッシブに練習をしている。就活などの影響

もあり、まだタイムは戻っていないが、思い入れのあ

る名古屋の地で爆走してくれるであろう。大橋は昨年

から今年にかけてこの種目で急成長し、得点圏に入っ
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てきた。9 位で決勝に進めなかった関西インカレの悔

しさをこの七大にぶつけてほしい。大橋ならやれるは

ずだ。清水のハードリング技術は部内随一である。走

力もついてきているはずなので、七大戦の舞台でベス

トを狙ってほしい。 

 

4×100ｍR 

前田 峰尚（４） 

前田 靖朊（４） 

秋元 一志（３） 

山田  諒（３） 

眞武 俊輔（２） 

牧川 真央（１） 

 

関西インカレ2部を制したこの種目。前田はここに

きて体のキレが増しており、調子が上がってきている。

四継への思い入れは人一倍強く、必ずいい走りを見せ

てくれるはずだ。この前田から期待の新人・牧川、今

季七大出場者の100mのランキングで7位相当のタイ

ムを出している秋元、そして熱い男・眞武へとバトン

をつなぐ。昨年の阪大のような頭一つ抜けているチー

ムはおらず、混戦が予想されるが十分優勝を狙える。

バトンにさらなる磨きをかけ、本番を迎えてほしい。 

 

4×400mR 

萩生 翔大（４） 

山瀬 康平（４） 

天ヶ瀬匡昭（３） 

大川  亮（３） 

大橋 正義（３） 

長谷川 聡（２） 

 

最終種目となるマイルリレー。どのチームも最後の

力を振り絞った戦いになることは間違いない。メンバ

ーやオーダーは直前の調子を見て決めるが、皆調子を

上げてきている。京大はランキングでは5位となって

いるが、逆転できる可能性は十分にある。願わくば前

半でいい位置につけレースを優位に進めたい。なんと

しても最後まであきらめず、全力を出し切ってほしい。 

 

女子 100m 

釜谷美翔子（１）   NR 

増本 梨奈（１）   NR 

 

女子100mにはフレッシュな2人が出場する。釜谷

は400mHで昨年インターハイに出場しており、今季

もすでに関西インカレや個人選手権、西日本インカレ

など多くの試合を経験している。増本も専門種目は

400m の選手であり、入部直後から熱心に練習に取り

組んでいる。2 人ともまだ高校時代のタイムまでは戻

っておらず、しかも専門外の種目での出場となるが、

緊張しすぎることなく積極的なレースをしてほしい。 

 

女子 400m 

岩橋 優 （２）   61.62 

加奈山憲代（２）   61.76 

 

昨年と同じく岩橋、加奈山の2人が出場する。岩橋

は昨年のこの種目の覇者であるが、今年はなかなかタ

イムが上がらず苦しんできた。しかし最近は調子が

徐々に上がってきているようなので、昨年ランキング

3 位から優勝したように、今年も頑張ってほしい。加

奈山は今季は怪我に悩まされ、思うように練習が積め

ていないながらもベストを出してきた。まだ完全に怪

我が癒えてはいないようだが、七大の舞台でもベスト

を出し、昨年に続き得点してほしい。 

 

女子 4×100mR 

福谷 彩織（４） 

中山 恵理（４） 

岩橋  優（２） 

加奈山憲代（２） 

釜谷美翔子（１） 

増本 梨奈（１） 

 

女子四継は 1,2 回生だけの若いメンバーでのレース

となる。走順は増本－釜谷－岩橋－加奈山の予定であ

る。このメンバーでのレースは初めてのため未知数な

部分は多いが、これから対校戦でこのメンバーで走る

ことは多いと思うので、先々に繋がるような走りをし

てほしい。メンバー全員が多種目出場になるが、女子

の最終種目であるので力を振り絞って走ってほしい。 

 

～中距離～ 

 
2人で表彰台を狙う大川(右)と水元(左) 
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８００m 

大川  亮（３）  1.54.23 

水元 惟暁（２）  1.56.11 

横山 高広（１）  1.59.98 

 

大川は今シーズン絶好調、先日の京都選手権におい

ても優勝をおさめ、盤石な走りを見せている。優勝に

関しては厳しい戦いになりそうではあるが、狙える位

置にいるのでぜひ表彰台の一番高いところに上がって

ほしい。水元は先日の西カレにおいて自己記録を大幅

に更新し調子を上げてきた。持ち前の勝負強さでぜひ

表彰台を狙っていってほしい。期待の新人横山は早く

も1分台を出し、順調に練習を積んできている。スピ

ードもある選手なのでレース次第では決勝進出、入賞

もかなり期待できる。 

 

15００m 

小山 俊之（４）  3.51.61 

坂本  剛（４）  4.04.75 

浅井 健介（２）  4.12.66 

 

小山はこの種目4連覇を狙う。先日の京都選手権で

もセカンドベストと調子も良く、視界は良好である。

坂本は最近そこまで練習を詰めていない状況ではある

が、そこは経験でうまく乗り切ってくれるだろう。ま

たランキングでも混戦であり、坂本が中距離大量得点

のカギを握っているのは間違いないので是非頑張って

ほしい。浅井は七大戦初出場。得点ラインまでは厳し

い状況にあるが、自己ベストを目指し、積極的なレー

スをしてほしい。 

 

今年も圧倒的な走りで2冠を目指す 小山俊 

女子８００m 

福谷 彩織（４）  2.30.10 

岩橋  優（２）  2.15.77 

 

福谷は今シーズンは 2 分 30 を切れず苦しい状況が

続いている。上位とも差があいてしまっているが、臆

することなく積極的なレースを期待したい。岩橋は先

日の西カレで今期ランキング1位の記録をだしており

調子は上向きである。しかし、去年以上に混戦となる

ことが予想されるので多種目出場ではあるが、優勝を

勝ち取ってきてもらいたい。 

 

～長距離～ 

５０００m 

柿本 悠貴（４）  14.54.33 

小山 俊之（４）  14.31.49 

毛芝 雄己（２）  15.40.03 

 

小山俊之は3年連続2冠がかかるこの種目。関カレ

後、疲れからやや調子を落とすもここにきて復調して

きた。各大学、連覇阻止のために策を練っているよう

であるが、最後の七大戦、主将として必ず優勝してく

れるであろう。柿本は昨年から力を出し切れずにいた

が、ようやく本来の力を取り戻してきた。京都選手権

では自己ベストで 14 分台に突入し波に乗っている。

表彰台に絡める力は十分に持っているので、強気な走

りに期待したい。3 人目は毛芝。いま最も練習に積極

的に取り組んでいる選手で今季着実に力をつけてきて

いる。ランキング的には厳しいが、前評判通りにいか

ない夏場の5000m。積み上げてきた練習を信じ、後半

粘れれば入賞が見えてくるだろう。 

 
七大戦でも素晴らしい走りに期待 柿本 

３０００mSC 

山田  唯（４）  9.16.20 
不破 佑太（２）  9.36.17 
 

トラック種目1種目目の3000mSCには山田唯と不

破が出場。山田は関カレ後、疲れの影響もあり、貧血

に悩まされてきたが7月上旬にようやく回復。なかな

か調子が上がらないものの、本来の力を出すことがで

きれば十分優勝も狙えるので4回生の意地で優勝をつ

かみ取ってほしい。不破は今季怪我に苦しんできたが、
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京都選手権で自己ベストを計時。まだまだ本調子とは

いかないが、調子を上げてきている。山田と共に入賞

しチームに勢いをもたらしてくれることを期待する。 

 

女子３０００m 

森山友紀子（４）  11.28.81 

市塚 友香（３）  11.55.74 

 

女子 3000m には森山と市塚が出場。森山は今季怪

我に悩まされ思うように練習できない日々が続いてい

る。万全の状態で臨むことは難しそうであるが、女子

主将としてそして秋の駅伝のためにも頑張ってもらい

たい。市塚はこつこつと練習を積み重ね、正選手の座

をようやくつかみ取った。今、女子長距離で一番充実

した練習ができている選手。上位層とは差があるもの

の、積極的な走りで少しでも上を目指してほしい。 

 

～跳躍～ 

走高跳 

巳波 壮馬（４）  1m80 

松室 尭之（３）  1m85 

田中 皓介（３）  1m75 

 

 関カレ以来の出場となる巳波。関カレ以降もマイペー

スに練習を重ね準備には余念がない。そろそろ悲願であ

る自己ベスト更新を期待したい。今シーズンはスロース

タートで七大戦がシーズン初戦となる松室。練習では自

分でも納得のいく跳躍を何本か跳んでおり、うまく本番

に合わせることができれば、格上の選手とも渡り合うこ

とが出来るであろう。久しぶりの走高跳出場の田中。5

月終わりの名阪戦オープンでは自己ベストを上回る

1m80 も惜しい跳躍であり、また練習でも調子の良さを

窺わせる良いジャンプを見せてくれているので、本番で

も勢いのある跳躍を見せてくれるであろう。 

 

棒高跳 

小西 康晴（４）  4m20 

秋元 一志（３）  4m70 

田中 皓介（３）  4m60 

 

 今シーズンは不調が続き、またケガに悩まされてきた

小西。ようやくケガも癒えつつあり、練習も積めてきた

ので、今までの鬱憤を晴らす大ジャンプを期待したい。

勝負強さに定評のある秋元は開始の高さの関係もあり、

後から始まる走幅跳との兼ね合いが難しいが、今までも

この 2 種目を無難にこなしているので問題はないであろ

う。今シーズン自己ベストを更新し、勢いに乗る田中。

この七大戦でもベスト更新の期待がかかる。秋元・田中

はワンツーを狙える位置にいるので大いに盛り上がる種

目となるであろう。 

 

ベスト更新で蒼穹記録を狙う田中 

走幅跳 

高棹 真介（４）  5ｍ77 

秋元 一志（３）  6m72 

西村 優汰（１）  7m52 

 

 高棹は学業などの忙しさでなかなか練習を積めていな

い。しかし、最後の七大、4回生の意地を見せてくれるだ

ろう。秋元は京カレ以来ではあるが、今シーズンも本業

の棒高跳に加え100mも安定した記録を残しており、走幅

跳でも問題なく跳んでくれるだろう。勝負強い彼ならこ

の種目でも予想よりも多くの対校得点を稼いでくれるは

ずだ。注目すべきは昨年インターハイチャンプのルーキ

ー・西村である。先日の大学デビュー戦である京都選手

権でもいきなり7m越えの大ジャンプを見せてくれた。七

大戦の独特の雰囲気を楽しみつつ、是非とも優勝狙って

奮起してもらいたい。 

 

三段跳 

秋山  源（５）  13m82 

高棹 真介（４）  NR 

前田 峰尚（４）  NR 

 

秋山は今シーズンまだまだ納得のいく結果は残せてい

ないが、練習はしっかり積めており自己ベスト更新の期

待がかかる。それとともに 1 点でも多く点を稼いでほし

い。高棹は走幅跳後のこの種目であり、体力的にも厳し

い状況ではあるが、走幅跳同様 4 回生の意地を見せても

らいたい。前田は短距離パートに所属しておりリレーを

走り終わった直後の試技となるが、元々は 13m 以上の記

録を持つ選手であるので、更なる自己ベスト更新を目指

してがんばってほしい。 
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女子走幅跳 

加奈山憲代（２）  4m50 

 

 加奈山は膝のケガで思うように走れておらず、また専

門は 400m であるので跳躍練習もあまり積めていないが、

これからも対校戦では出場する可能性が出てくるので経

験を積むという上でもしっかりとした跳躍を見せてほし

い。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

矢川 勝太（３）  10m14 

高橋源一郎（３）  8m18 

 

砲丸投には矢川、高橋が出場する。矢川は今年、他

種目の練習もあっていまだに去年の記録を超えられな

いでいるが、昨年からの体力的向上と今年のスタート

リストを見る限り予選突破、ともすれば得点も不可能

ではない。高橋はまだまだ予選突破に行き着く記録で

はないがチームの勢いづけ、及び自身の次の種目であ

るハンマー投への気持ちを高める意味でも自己記録更

新を狙ってほしい。 

 

円盤投 

林  翔太（３）  36m49 

矢川 勝太（３）  35m12 

川島 龍樹（３）  23m53 

 

 円盤投には林、矢川、川島が出場する。林は肘の故

障と回復を繰り返している状態であるが、それでも練

習、試合にかかわらず常に35mを安定して投げている。

現在肘の調子は次第によくなっているようで、本番で

の全力の投擲がどこまで上位に食い込むか見ものだ。

矢川は春先からすっかり調子を落としてしまい、34m

前後をさ迷っている状態。当日は早いうちに記録を残

し、攻めの姿勢でより多くの得点を目指したい。川島

は今季初めての円盤で、自己記録更新は確実。 より大

幅な更新になるかどうか、期待される。 

 

ハンマー投 

高橋源一郎（３）  31m90 

矢川 勝太（３）  30m26 

川島 龍樹（３）  NR 

 

 ハンマー投には高橋、矢川、川島が出場。高橋は練

習の調子では35m以上はほぼ確実なレベルに達してい

る。上位3人が40m台と大きな差が開いているが、まず

は自分の投げをしっかり決めて成長の証を見せてほし

い。矢川も35mは十分可能。高橋と競い合うことで互い

を高め、更なる飛躍のきっかけを掴んでほしい。川島

はハンマー今季初出場。練習時間はやり投に割いてい

るがターン技術は向上してきており、どこまでの記録

を出せるだろうか。 

 

やり投 

林  翔太（３）  59m09 

矢川 勝太（３）  50m56 

川島 龍樹（３）  45m03 

 

やり投には林、矢川、川島が出場。林は関カレでの

大ベスト以降、着々と技術の向上を図ってきた。大会

記録保持者杉本(東北３)に、獲得した技術で林はどこ

まで喰らいつけるか。矢川はフォームの改善はならな

かったものの、筋力的な成長もあってか５０m台に到達。

５０mの前後に決勝枠下位がひしめくであろう今回は、

いかにしっかりと実力が発揮できるかが焦点になる。

川島も、足首を故障しているが５０mに到達してもなん

ら不思議ではない技術と練習量をこなしてきた。あと

は試合に自信をもって臨めば、得点とて不可能ではな

い。 

 

女子砲丸投 

増本 梨奈（１）  NR 

三村 有葉（１）  NR 

 

女子砲丸投には増本、三村が出場する。両者ともに

トラック種目がメインであるが、定期的に砲丸にも取

り組んでおり、少しずつではあるが砲丸に慣れてきて

いる様子。試合での投擲は初めてであり、実力は未知

数に近い分七大のレベルにどこまで通用するか期待さ

れる。 
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個人戦・記録会などの結果 

(2010年5月 1日～2010年7月11日) 
第44回茨木市体育協会杯陸上競技大会(5/1-2 万博) 

▼1500m     

小山 裕之 2位 4.18.76   

▼棒高跳     

小西 康晴  4.00   

▽200m     

富田 夏希  28.94 -0.9  

     

奈良県陸上競技選手権大会(5/4-5 鴻ノ池) 

▼100m     

眞武 俊輔 予 11.10 +2.2  

▼400m     

萩生 翔大 予 50.78 -0.5  

▼800m     

内田 健弥 予 2.01.92   

▼1500m     

浅井 健介 予 4.12.66   

 決 4.25.04   

▼走高跳     

巳波 壮馬  1.80   

▼円盤投     

林  翔太  36.11   

▼やり投     

林  翔太  54.95   

     

第 3回京都陸協記録会(5/9 西京極) 

▼100m     

前田 峰尚  11.57 -0.7  

天ヶ瀬匡昭  11.68 -1.5  

川室 太希  11.94 -0.2  

▼400m     

萩生 翔大  50.66   

大橋 正義  51.03   

藤崎  淳  51.63   

長谷川 聡  51.87   

山瀬 康平  52.02   

天ヶ瀬匡昭  52.11  PB 

▼1500m     

坂本  剛  4.09.95   

小山 裕之  4.10.33   

▼5000m     

毛芝 雄己  15.52.21  PB 

菊川 信人  15.55.84   

中東 太一  17.17.08   

▼400mH     

大橋 正義  57.97   

田所 竜翔  59.77   

▼棒高跳     

田中 皓介  4.50   

小西 康晴  4.10   

▼円盤投     

矢川 勝太  34.99   

▼ハンマー投     

高橋源一郎  25.01   

▼やり投     

林  翔太  56.87  PB⑬ 

川島 龍樹  40.65   

▽100m     

山口 咲希  14.55 +1.5  

▽400m     

岩橋  優  61.62   

▽3000m     

森山友紀子  11.28.81   

上田 容子  11.58.21   

市塚 友香  12.24.41   

▽やり投     

加奈山憲代  26.84   

     

第 1回宇治市陸協記録会(5/9 太陽ヶ丘) 

▼4×100mR     

牧川‐吉田‐ 

秋元‐眞武 
 正式記録なし   

▽1500m     

福谷 彩織  5.19.43   

     

第62回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会OP 

(5/29 枚方) 

▼100m     

牧川 真央  11.12 ±0.0 CB 

前田 峰尚  11.47 ±0.0  

萩生 翔大  11.59 －0.6  

横山 高広  11.78 ±0.0  

山田  諒  11.80 －1.6  

堀田 孝之  12.05 ±0.0  

▼200m     

牧川 真央  22.50 －0.6 ♪ 

萩生 翔大  23.03 －0.6  

山田  諒  23.26 －0.6  

前田 峰尚  23.26 ＋0.8  

▼800m     

内田 健弥  2.00.45   

山瀬 康平  2.00.90  PB 

河本  聡  2.04.41   

横山 高広  2.04.70  ♪ 

神埜  勝  2.06.59   

中東 太一  2.08.97  PB 

▼1500m     

坂本  剛  4.04.75   

▼4×200mR     

山田‐前田峰‐ 

萩生‐牧川 
 1.30.52   
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▼走高跳     

三浦 裕介  1.80   

田中 皓介  1.75   

▼棒高跳     

田中 皓介  4.60  PB 

▼走幅跳     

田中 皓介  6.17  PB 

▼砲丸投     

矢川 勝太  10.14   

三浦 裕介  10.09   

▼円盤投     

矢川 勝太  33.25   

三浦 裕介  28.29   

▼ハンマー投     

田中 聡一 8位 42.06   

矢川 勝太  30.26   

▼やり投     

林  翔太  59.09  PB 

矢川 勝太  50.56  PB 

田中 皓介  50.31  PB 

三浦 裕介  39.40   

▽1500m     

市塚 友香  5.40.47   

     

関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫実業団記録会

(6/12 尼崎) 

▼100m     

萩生 翔大  11.57 ＋0.1  

前田 峰尚  11.70 －1.4  

塚原 和明  11.95 ＋0.1 ♪ 

▼200m     

萩生 翔大  23.31 －2.6  

前田 峰尚  23.87 －2.6  

▼5000m     

近藤 学宏  15.28.19   

坂本  剛  15.36.68   

櫻井 研吾  15.39.53   

毛芝 雄己  15.40.04  PB 

柿本 悠貴  15.48.10   

菊川 信人  15.48.95   

西原 由高  15.49.20   

平井  幹  15.59.65  ♪ 

下端 啓介  16.00.68  PB 

三上  翔  16.04.74   

山田  唯  16.10.11   

下條  亘  16.37.59   

久好 哲郎  16.46.84  ♪ 

中東 太一  17.03.53   

荒木 伸哉  17.18.22  ♪ 

白石 晃将  17.32.98   

▽1500m     

福谷 彩織  5.24.93   

▽3000m     

市塚 友香  11.55.74  PB 

     

第 1回学連記録会(6/12-13 西京極) 

▼100m     

眞武 俊輔  11.13 －0.9  

前田 峰尚  11.58 ±0.0  

山田  諒  11.66 －1.6  

花岡 洋祐  11.78 －0.3 ♪ 

神谷 諒介  12.09 －2.2 ♪ 

川室 太希  12.12 －2.4  

山崎 英治  12.13 －0.1 ♪ 

堀江 一司  12.24 －0.8 ♪ 

近藤 耕平  12.58 －0.7  

▼200m     

牧川 真央  22.07 －0.9 PB⑱ 

眞武 俊輔  22.53 －2.2  

花岡 洋祐  23.22 －1.9 ♪ 

森  裕貴  23.29 －0.4 ♪ 

山田  諒  23.32 ±0.0  

堀江 一司  24.19 －0.9 ♪ 

山崎 英治  24.37 －1.9 ♪ 

▼400m     

山瀬 康平  51.48  CB 

水元 惟暁  52.25   

横山 高広  52.92  ♪ 

近藤 勇太  54.50  ♪ 

鈴置 航央  54.84   

清水 宏幸  55.24   

▼800ｍ     

佐藤 翔士  1.59.40   

大川  亮  1.59.52   

浅井 健介  1.59.67  CB 

横山 高広  1.59.98  CB 

水元 惟暁  2.00.25   

山瀬 康平  2.00.48  PB 

宿利 隆司  2.01.82   

河本  聡  2.03.70  PB 

小野山博之  2.03.87   

水谷 浩人  2.05.43  ♪ 

藤崎  淳  2.05.76  ♪ 

内田 健弥  2.07.33   

神埜  勝  2.07.33   

鈴置 航央  2.10.75   

上田 道久  2.10.88   

四辻 諒平  2.16.41   

▼1500ｍ     

大川  亮  4.07.43  PB 

櫻井 研吾  4.10.22   

浅井 健介  4.13.16   

内田 健弥  4.14.50  PB 

宿利 隆司  4.16.00   
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中東 太一  4.21.36   

河本  聡  4.24.77  PB 

神埜  勝  4.28.59   

▼110mH     

大橋 正義  16.33 ＋1.9  

▼400ｍH     

大橋 正義  57.55   

清水 宏幸  59.72   

田所 竜翔  61.91   

▼4×100mR     

牧川‐花岡‐ 

森‐神谷 
 43.51 

 
 

▼4×400mR     

横山‐水元‐ 

大川‐鈴置 
 3.33.86   

▼走幅跳     

秋山  源  6.26 ＋0.5  

谷口 康晴  6.18 ＋1.6  

高棹 真介  4.30 ＋1.0  

▼三段跳     

秋山  源  12.71 ＋1.3  

▼円盤投     

矢川 勝太  30.91   

▽100m     

冨田 夏希  13.80 －0.8  

山口 咲希  15.03 －1.3  

▽200m     

加奈山憲代  27.71 －2.1 PB⑧ 

▽400m     

岩橋  優  61.70   

加奈山憲代  61.76  PB⑤ 

増本 梨奈  66.82  ♪ 

▽走幅跳     

冨田 夏希  4.20 －1.2  

     

2010日本学生陸上競技個人選手権大会(6/18-20 平塚) 

▼1500m     

小山 俊之 8位 3.54.38   

▼5000m     

小山 俊之 決 15.22.57   

▼3000mSC     

山田  唯 タ決 9.52.57   

▽800m     

岩橋  優 予 2.17.91   

▽400mH     

釜谷美翔子 予 67.93   

     

合同 10000mTT(6/26 太陽ヶ丘) 

▼5000m     

平井  幹  15.49.10   

久好 哲郎  16.33.33   

横山 裕樹  16.35.62   

菊川 信人  16.45.89   

荒木 伸哉  16.52.42   

白石 晃将  16.54.27   

中東 太一  17.24.36   

阿部 弘規  18.33.37   

▼10000m     

柿本 悠貴  32.08.47   

近藤 学宏  32.22.10   

櫻井 研吾  32.26.59   

不破 佑太  32.46.89   

西原 由高  32.50.43   

毛芝 雄己  33.41.92   

下端 啓介  34.14.21   

三上  翔  34.23.59   

坂本  剛  35.00.73   

宇部  達  35.15.08   

中桐 寛仁  36.06.95   

板垣  亮  36.19.04   

     

第78回大阪陸上競技選手権大会 

(6/26-27 長居・長居第二) 

▼100m     

牧川 真央 予 11.08 +0.9  

▼800m     

内田 健弥 予 2.01.67   

佐藤 翔士 予 2.02.30   

▼110mH     

大橋 正義 予 16.18 +0.2 PB 

▼5000mW     

永田 和寛 決 28.38.64   

▼やり投     

林  翔太 決 56.35   

▽800m     

岩橋  優 予 2.17.49   

 決 2.19.29   

     

秩父宮賜杯第63回西日本学生陸上競技対校選手権大会

(7/2-4 博多の森) 

▼100m     

牧川 真央 予 11.17 -0.2  

▼800m     

水元 惟暁 予 1.56.11   

大川  亮 予 1.56.65   

▼1500m     

小山 俊之 予 3.59.25   

 6位 3.56.04   

小山 裕之 予 4.04.95   

▼400mH     

大橋 正義 予 55.61   

▼10000mW     

中村 幸平 決 49.25.39   

生谷 隆磨 決 55.32.95   
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▼棒高跳     

田中 皓介 決 4.60   

▽400m     

釜谷美翔子 予 61.93   

▽800m     

岩橋  優 予 2.15.77   

 準 2.15.78   

 決 2.17.37   

▽400mH     

釜谷美翔子 予 69.48   

     

第65回京都陸上競技選手権大会（7/9-11 西京極） 

▼100m     

眞武 俊輔 予 11.10 +0.6  

 準 11.18 -0.7  

秋元 一志 予 11.27 +0.1  

山田  諒 予 11.57 -0.3  

藤澤 健斗 予 11.86 +0.3  

▼200m     

眞武 俊輔 予 22.67 -0.9  

山田  諒 予 23.54 -1.5  

森  裕貴 予 23.56 -1.0  

▼400m     

萩生 翔大 予 51.16   

 準 50.38   

 5位 50.45   

大川  亮 予 51.29  PB 

 準 51.51   

山瀬 康平 予 51.78   

 準 51.83   

▼800m     

大川  亮 予 2.00.45   

 準 1.58.13   

 優勝 1.55.49   

佐藤 翔士 予 2.00.68   

 準 2.00.64   

 2位 1.56.00   

小山 俊之 予 2.00.28   

 準 1.57.29   

 4位 1.56.49   

水元 惟暁 予 2.00.01   

 準 1.57.69   

 決 2.07.42   

坂本  剛 予 2.03.48   

 準 2.00.87   

宿利 隆司 予 2.00.78   

 準 2.01.70   

内田 健弥 予 2.02.64   

 準 2.02.03   

横山 高広 予 2.04.34   

 準 2.03.47   

水谷 浩人 予 2.01.14  CB 

河本  聡 予 2.02.28  PB 

神埜  勝 予 2.02.87  PB 

木原  亮 予 2.03.98  ♪ 

志波 陽介 予 2.04.35  ♪ 

野田 崇洋 予 2.06.45   

小野山博之 予 2.06.84   

鈴置 航央 予 2.07.38   

上田 道久 予 2.08.99   

塚本  裕 予 2.10.24   

▼1500m     

小山 俊之 2位 3.51.61   

西原 由高 タ決 4.04.57  PB 

坂本  剛 タ決 4.15.91   

▼5000m     

柿本 悠貴 決 14.54.33  PB 

▼10000m     

菊川 信人 決 34.42.51   

▼110mH     

大橋 正義 予 16.65 -2.1  

▼400mH     

大橋 正義 予 55.94   

田所 竜翔 予 60.57   

▼3000mSC     

山田  唯 5位 9.35.00   

不破 佑太 6位 9.36.17   

櫻井 研吾 決 9.49.95   

中桐 寛仁 決 10.21.86   

▼10000mW     

永田 和寛 決 54.55.38  ♪ 

▼4×400mR     

 予 3.25.47   

 2位 3.23.62   

▼走高跳     

三浦 裕介 決 1.85   

▼棒高跳     

秋元 一志 2位 4.60   

田中 皓介 決 4.40   

▼走幅跳     

西村 優汰 3位 7.23 +1.4  

▼三段跳     

秋山  源 決 13.07 ±0.0  

▼やり投     

川島 龍樹 決 44.16   

▼十種競技     

三浦 裕介 決 4804   

12.10(-0.6)-6.05(-0.2)-9.23-1.91-56.56-17.48(-0.3)-26.54

-3.60-36.63-DNS 

▽400m     

加奈山憲代 予 61.74  PB 

▽800m     

福谷 彩織 予 2.30.65   
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▽1500m     

岩橋  優 予 4.38.72  CB 

▽400mH     

釜谷美翔子 予 67.81   

▽やり投     

加奈山憲代 決 28.90   

     

第73回三重県陸上競技選手権大会（7/10-11 三重県営） 

▼100m     

前田 峰尚 予 11.57 -2.3  

▼200m     

前田 峰尚 予 23.03 ±0.0  

▼110mH     

前田 靖朋 予 16.30 +0.8  

▼3000mSC     

近藤 学宏 決 9.27.70   

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   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号の見方 
▼：男子種目 ▽：女子種目 
PB：自己新記録 
PT：自己タイ記録 
CB：大学における自己新記録 
♪：大学初レース 
Ⅰ：1次レース Ⅱ：2次レース 
蒼穹新：蒼穹新記録 
○数字は蒼穹ランク(20まで)
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