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主将挨拶 

 

10 月 9 日、宇治市の山城総合運動公園にて東大戦が行われます。  

七大戦で２位と敗れた悔しさを胸に、チーム一丸となって努力を重ねてまいりました。

現在のチームはいまだ対校戦での優勝がありません。東大戦では、今までの悔しさを晴ら

すためにも、練習で培った力を思う存分に発揮し、必ずや２年ぶりとなる総合優勝を勝ち

取ります。 

女子は東大戦を見据えて春から取り組んでおり、目指すは５連覇のみです。 

当日までの残された時間、そして本戦では、強い気持ち、覚悟を持って戦いますので、

蒼穹会の皆様におかれましては、ぜひとも競技場に足をお運びいただき、ご声援のほどを

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 

 

 

 

女子主将挨拶 

 

昨年度の東大戦は、激しい接戦の末、最後のリレーで優勝を決めて 4 連覇を達成しまし

た。今年も非常に厳しい戦いが予想されます。七大戦では得点で引き分けましたが、この

東大戦で決着をつけて 5 連覇を達成するべく、女子部員一同準備して参りました。フィー

ルド専門の選手がいない状況ではありますが、トラック種目を中心に確実に得点を積み重

ねて流れを引き寄せ、最後まで気を抜くことなく、全力で戦い抜いて参ります。 

ご多忙の中とは存じますが、蒼穹会の皆様には是非とも会場まで足をお運びいただき、

ご声援いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

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 

 

来たる 10 月 9 日、山城総合運動公園陸上競技場におきまして、東大戦が行われます。

目指すは当然、男女アベック優勝です。 

男子は、今年に入り、なかなか思ったような結果を残せておりませんが、先日行われま

したびわ湖大学駅伝予選会では目標どおりトップ通過を果たしました。長距離だけの試合

ではありましたが、この結果は部全体にとって東大戦に向けての追い風となります。他パ

ートの者も良い意味で刺激を受けたに違いありません。今度の相手となる東大も力のある

チームですから厳しい戦いになると思いますが、2 年ぶりの総合優勝に向け、部員全員が

強い覚悟を持って挑み、勝利を手にして欲しいと思います。 

女子は現在 4 連覇中ですが、大接戦になる予想です。対戦成績は昨年で 4 勝 4 敗の五分

となりました。新しい歴史を作っていくためにも、ここで負けるわけにはいきません。少

数での戦いとなりますので、各人が己のなすことをしっかりと果たすことが勝利への条件

でしょう。 

今後、京大陸上部が飛躍するためには、この試合に負けるわけにはいきません。さらな

る高みを目指すためにも、この東大戦での勝利は必要な一歩だと思っております。 

部員一同、勝利に向けて全力で戦います。先輩方におかれましては、御多忙かとは存じ

ますが、ぜひとも競技場まで足を運んでいただき、御声援くださいますよう御願いたしま

す。 

 

京都大学陸上競技部監督   平子 達也 
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東大戦競技日程 

10 月 9 日(土) 山城総合運動公園陸上競技場 

 

9:45        開会式 

トラックの部   フィールドの部 

10:15 男子 １００ｍ   10:15 男子 走高跳 

10:20 女子 １００ｍ    男子 ハンマー投（補助競技場） 

10:30 男子 １５００ｍ       

10:45 男子 １１０ｍＨ       

11:00 男子 ５０００ｍＯＰ   11:15 男子 走幅跳（ＯＰ同時） 

11:50 男子 ４００ｍ    女子 走幅跳（ＯＰ同時） 

11:55 女子 ８００ｍ   11:30 男子 円盤投（補助競技場） 

12:15 男子 ４×１００ｍＲ       

12:25 男子 ５０００ｍＷ（ＯＰ同時）       

13:05 女子 ４００ｍ   13:00 男子  棒高跳 

13:10 男子 ８００ｍ       

13:15 男子 ８００ｍＯＰ      

 女子 ８００ｍＯＰ       

13:30 男子 ２００ｍ   13:30 男子 砲丸投（ＯＰ同時） 

13:35 男子 ２００ｍＯＰ    女子 砲丸投（ＯＰ同時） 

 女子 ２００ｍＯＰ      

14:05  男子 ４００ｍＨ   14:00 男子 三段跳 

14:20 女子 ３０００ｍ   14:15 男子 やり投 

14:40 男子 ５０００ｍ     

15:05 女子 ４×１００ｍＲ     

15:15 男子 ４×４００ｍＲ     

15:45 閉会式 
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東大戦展望 

 

～短距離～ 

100m 

眞武 俊輔 (2)  10.76 

塚原 和明 (1)  11.18 

牧川 真央 (1)  10.85 

 

眞武はシーズンの序盤こそなかなかタイムが出せ

なかったが、七大戦では大会記録をマークするなど

確実に成長している。昨年の東大戦、今年の七大戦

では負けてしまった東大の西田を倒し、優勝を果た

して欲しい。牧川は夏場に意欲的に試合や記録会に

出場し地力の強化に努め、先日の記録会でも 10 秒

台をマークしている。対校戦の雰囲気にも慣れてき

たと思うので、牧川も優勝を狙って行って欲しい。

塚原は高校のベストが 10 秒台の選手である。入部

したての頃は怪我に苦しんだが、この夏場に記録を

伸ばし正選手となった。初めての対校戦になるが臆

せず走ってほしい。 

 

200m 

眞武 俊輔 (2)  22.21 

塚原 和明 (1)  22.66 

牧川 真央 (1)  22.07 

 

200m にも 100m と同じ 3 人が出場する。眞武、

牧川共に今シーズン自己ベストを出しているが、こ

の2人の課題は1日に複数のレースで満足のいく走

りをすることにある。七大戦の 200m では 100m の

ようなパフォーマンスが 2 人ともできなかったが、

近国・同志社戦の経験を活かし、七大戦のような失

敗を繰り返さなければ必ず結果は付いてくるはずで

ある。塚原は陸上への意識がたいへん高い選手であ

り、200m でもメンバー入りを果たした。22 秒台で

は安定して走れており、走るたびに大学ベストを更

新しているような状態なので、更なる記録の更新を

目指して走ってほしい。  

 

400m 

萩生 翔大 (4)  49.70 

長谷川 聡 (2)  51.01 

花岡 洋祐 (1)  51.24 

 

萩生は今シーズンなかなか思うようなタイムが出

せず苦しんできたが、先日の試合で昨年の七大戦以

来の 49 秒台をマークし調子を上げている。ここで

快走して今シーズンのうっぷんをはらし、完全に復

活した姿を皆の前で見せてほしい。長谷川は先日自

己ベストを出し、こちらも調子が良い。東大の選手

は格上になるが食らい付いてさらなるベストの更新

を期待したい。花岡は高校ベスト 49 秒台の選手で

あり、入部直後から熱心に練習に取り組んでいる。

まだ大学での 400m のレース経験は少なく、初めて

の対校戦出場となるが、練習での走りができれば大

丈夫なはずなので気負わずに走ってもらいたい。 

 

 
最後の東大戦を 49秒台で飾りたい萩生 

110mH 

前田 靖朊 (4)  15.94 

大橋 正義 (3)  16.13 

清水 宏幸 (2)  16.43 

 

前田は七大戦では就職活動などでなかなか練習時

間が取れなかったにも関わらず、ベストを更新して

念願の 15 秒台に突入した。七大戦前よりは練習に

時間をさけているので、最後の対校戦で前田の熱い

走りに期待したい。大橋は短長の練習が中心になっ

たことや、怪我の影響もありトッパーの練習があま

りできていないが、前田に先を越されてしまった 15

秒台を大橋も狙ってほしい。清水は以前に比べ走力

がかなりアップし、大幅にベストを更新している。

清水も怪我に苦しんでいるが間違いなく力は付いて

いるので、前田・大橋を倒すつもりで走ってほしい。

昨年と比べて 3 人とも確実に成長しているので、3

人で力を合わせて、昨年東大にスコンクされた借り

を返してほしい。 
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400mH 

田所 竜翔 (4)  59.26 

大橋 正義 (3)  55.36 

清水 宏幸 (2)  58.36 

 

田所は就職活動などでなかなか思うように練習を

積めていないが、同じような状況で挑んだ七大戦で

は復帰後のベストを出しており心配ない。今回が最

後の対校戦になると思うので次は自己ベストを出し

てほしい。大橋は順調にタイムを伸ばしており、七

大戦ではついに表彰台に上った。今回は狙うはもち

ろん優勝である。その実力は十分にあるので、後は

しっかり自分の走りをするだけだ。清水はヨンパー

でもベストを出している。怪我の具合が不安かもし

れないが、実力は確実についてきているので自信を

持って走ってほしい。 

 

4×100mR 

前田 峰尚 (4) 

秋元 一志 (3) 

山田  諒 (3) 

眞武 俊輔 (2) 

塚原 和明 (1) 

西村 優汰 (1) 

牧川 真央 (1) 

 

オーダーは今のところ秋元－牧川－塚原－眞武の

予定である。関西インカレ 2 部、七大戦を制したこ

の種目で東大に負けるわけにはいかない。若い選手

4 人であるが、選手が決まってからはバトン練習な

どに意欲的に取り組んでおり、バトンの技術はさら

に向上してきている。京大が確実に自分たちの力を

発揮できれば東大には必ず勝てる。タイムの目標は

41 秒 5 であるので、タイムの方にも注目されたい。 

 

4×400mR 

萩生 翔大 (4) 

山瀬 康平 (4) 

天ヶ瀬匡昭 (3) 

大橋 正義 (3) 

長谷川 聡 (2) 

花岡 洋祐 (1) 

森  裕貴 (1) 

 

マイルリレーのほうは走順はまだ決まっていない

が、メンバーは萩生、大橋、長谷川、花岡の予定で

ある。萩生、長谷川、花岡はここに来て調子を上げ

ており、大橋も怪我の具合がかなり良くなってきて

いるので、マイルのシーズンベストを出せる可能性

は高い。事前のタイムでは東大のほうが良いタイム

を持ってはいるが、本番での逆転は十分に可能であ

ろう。最終種目のマイルリレーでも東大を倒し、京

大の総合優勝に花を添えるような走りを期待したい。 

 

女子 100m 

加奈山憲代 (2)  13.55 

釜谷美翔子 (1)  13.00 

 

女子 100ｍには加奈山と釜谷が出場する。2 人と

も本職は 400ｍとなるが、100ｍでも戦える実力が

ある。加奈山は怪我で思うように練習ができていな

かったが、徐々に練習を積めてきた。100ｍでの対

校戦は初めてとなるが、東大の 1 番手を倒しこの種

目でもスコンクを果たしてほしい。釜谷は七大戦で

向かい風の中13秒00を出すなどスピードのある選

手である。是非とも 12 秒台を出し、優勝してほし

い。 

 

女子 400m 

加奈山憲代 (2)  61.56 

釜谷美翔子 (1)  61.93 

 

女子 400ｍにも加奈山と釜谷が出場する。加奈山

は練習があまりつめていない中でもベストを更新し

てきた。普通に走れば東大に負けることはないと思

うので自信を持って走ってほしい。釜谷はまだ高校

時代の記録までは戻っていないが確実に練習を積ん

で、徐々に力をつけてきている。ここで大幅な大学

ベストの更新を期待したい。2 人とも実力通り走り、 

スコンクしてほしい。 

 

女子 4×100mR 

福谷 彩織 (4) 

上田 容子 (3) 

中山 恵理 (3) 

岩橋  優 (2) 

加奈山憲代 (2) 

釜谷美翔子 (1) 

増本 梨奈 (1) 

 

女子4継のメンバーは今のところ増本－釜谷－岩

橋－加奈山の予定である。このメンバーで挑む初め

ての試合となった七大戦では52秒11で4位となり、

東大にも先着を果たした。そのときよりも増本、釜

谷の 1 回生 2 人が成長しており、バトンの技術も向

上している。それぞれの選手は多種目出場となるが、
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それは東大も同じである。今回も東大に勝利し、51

秒台を出してほしい。 

 

～中距離～ 

800m 

大川  亮 (3)  1.54.15 

宿利 隆司 (2)  1.59.13 

水元 惟暁 (2)  1.56.11 

 

 大川はずっと危なげない走りを続けており、抜群

の安定感を誇っている。今大会においてはもう優勝

以外はいらないであろう。水元も春先からずっと試

合に出ており今年に入ってベストも更新している。

今回は大川の後ろではなく前を走り 1，2 を決めて

もらいたい。宿利はついに念願の 1 分台を出し今波

に乗っている。東大勢の勢いが落ちている今、ぜひ

スコンクを狙っていってほしい。 

 

1500m 

小山 俊之 (4)  3.51.61 

坂本  剛 (4)  4.04.11 

大川  亮 (3)  4.04.83 

 

 小山はこの種目ほぼ不動の 1 位であろう。先日の

予選会などの疲労は多少あるだろうが、盤石な走り

を見せてくれるであろう。坂本もこの種目の常連で

ある。走り方、戦い方は完璧であると思うのであと

は体調を万全に整え試合に臨んでほしい。大川は同

志社戦と同じく800m、1500mの多種目出場となる。

体力との戦いになることが予想されるが、ぜひより

前の順位でかえってきてほしい。 

 

女子 800m 

福谷 彩織 (4)  2.28.99 

岩橋  優 (2)  2.15.77 

 

 福谷は今シーズン自己ベストにはまだ届かないも

のの 2′30 は切ってきている。先日の駅伝では悔し

い思いをしたと思うのでここでぜひその思いをぶつ

けていってほしい。岩橋は今シーズン 800m に関し

ては 10 秒台をコンスタントに出しており優勝はか

たいであろう。それだけにぜひ次に繋がる走りをし

ていってほしい。 

 

 

 

 

 

～長距離～ 

5000m 

柿本 悠貴 (4)  14.53.97 

小山 俊之 (4)  14.31.49 

山田  唯 (4)  15.10.30 

 

小山俊は全カレ、実習で 9月前半はチームから離

れていたが、中旬から合流し順調に練習をつめてい

る。まだ、100%とまでとは行かないものの彼の力

をもってすれば優勝は固い。柿本は 9 月の静岡長距

離記録会で今季 2 度目の 14 分台を計時。14 分台の

実力を確かなものにしている。七大戦で惜敗してい

る東大の宮野に対してどこまで迫れるか。山田唯は

8 月は貧血、怪我に悩まされていたが、9 月に入っ

てから復調。距離を踏みつつ練習の達成率もよい。

東大に差をつけられるかどうかは彼にかかっている。

東大との力はほぼ互角と言ってよい。4 回生の意地

を見せ是非勝ちこしてほしい。 

 

 

この種目ワンツーを狙う小山俊(右)と柿本(左) 

女子 3000ｍ 

岩橋  優 (2)  10.12.36 

田中 友里 (1)  10.56.99 

 

女子 3000m には大手前高校出身の岩橋と田中友

理が出場。岩橋はこの夏の駅伝に向けた練習である

程度自身をつけ、先日行われた関西女子駅伝でも結

果を残してきた。東大の戦力からしても確実に勝っ

て来てくれるだろう。田中はまだ高校時代の実力ま

では戻っていないものの、すでに練習では岩橋の次

に走れている。東大の 2 番手には競り勝ち女子の総

合優勝に貢献してもらいたい。 
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5000mW 

生谷 隆磨 (4)  23.43.74 

永田  和寛 (2)  25.46.8 

 

生谷は院試もあり、9 月から練習を再開。永田は

この夏、山梨学院競歩合宿に参加するなど積極的に

練習を積んできた。9 月は試合がなかったものの東

大戦に向けて調子を上げてきている。ただ、東大勢

が非常に強いこの種目、2 番手に喰らいついて一矢

報いたいところである。 

 

～跳躍～ 

走高跳 

巳波 壮馬 (4)  1m80 

松室  尭之 (3)  1m85 

田中 皓介 (3)  1m75 

 

接戦になりそうなこの種目には巳波、松室、田中

の 3 人が出場。七大戦では東大の 1 番手が 1m85 を

跳んでおり、2 番手も 1m80 を跳んでいる。研究室

での研究が忙しく毎晩遅くに練習せざるを得ない状

況にある巳波だが、練習自体はしっかり積めており

調子は上向きである。なんとか自己ベスト更新とな

る1m85を跳んで東大勢に引けをとらない跳躍を見

せてほしい。松室は最近よく練習を積めており、し

っかり本番に合わせれば大ジャンプが期待できる。

松室も巳波同様 1 番手、2 番手の選手に負けないよ

う頑張ってほしい。田中は棒高跳後の跳躍となるが、

器用な彼ならベストタイは間違いなく跳んでくれる

だろう。そのうえで一段上の記録を目指してほしい。 

 

棒高跳 

小西康晴 (4)  4m20  

秋元一志 (3)  4m70 

田中皓介 (3)  4m60 

 

去年スコンクを達成し、今年もスコンクの期待が

かかるこの競技にはお馴染の 3 人小西、秋元、田中

が出場する。小西は今シーズン常に不調でなかなか

良い跳躍が見られないがそれでも普通に跳べば東大

に負けることはないだろう。秋元は走幅跳と同時進

行で兼ね合いが難しいがそれでも問題ないであろう。

今シーズンベストは4m60ということで東大との勝

負に勝ったのちは是非ともベストタイ以上の跳躍を

見せてほしい。田中も秋元同様東大勢に負けること

はないだろう。こちらは今シーズン前半で自己ベス

トを更新したものの、それ以降はなかなか調子が上

がらず良い記録は残せていない。だが、先日の記録

会では久々に良い動きができていたのでこの大会で

は秋元と共に更なるベスト更新を目指してほしい。 

 

走幅跳 

秋元 一志 (3)  6m88 

巽  浩之 (1)  6m23 

西村 優汰 (1)  7m45 

 

この種目には秋元、西村、巽が出場する。秋元は

七大こそ良い結果が残せなかったが近国、同志社戦

において着実に記録を伸ばし 7ｍ台も射程圏内に捉

えるまで実力をつけてきた。東大の 1 番手は 7ｍ台

の記録を持ちこの選手を覆すことは厳しいかもしれ

ないが、それ以外の選手には負けないようあわよく

ば1番手の選手も倒せるよう思い切りの良い跳躍を

見せてほしい。西村は先日行われた全カレではさす

がに全国の強者に太刀打ちすることはできなかった

が、この大会で負けることはないだろう。この東大

戦では優勝はもちろんのこと記録更新も目指して頑

張ってほしい。巽は初の対校戦。実力的には対校戦

に出場できるはずであったが幾度となく怪我に悩ま

され悔しい気持ちでいっぱいであろう。現在も 8 月

中旬頃の怪我から復帰しようとしている段階だが、

なんとか東大戦には間に合わせて東大の3番手の選

手に負けないように奮起してもらいたい。 

 

 

走幅跳と三段跳の 2冠に期待がかかる西村 
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三段跳 

秋山   源 (5)  13m72 

飯村 大智 (2)  12m80 

西村 優汰 (1)  NR 

 

2 年連続東大にスコンクを決められているこの競

技には秋山、飯村、西村が出場。秋山は忙しいのか

最近は練習を積めていないようだが、本番までの残

り期間でしっかりと調子を合わせて東大の 2 番手、

3 番手の選手にくらいついてほしい。飯村は春先の

怪我の影響でなかなか調子を戻すことが出来ず、苦

しいシーズンを送ってきたがここにきてようやく本

来の動き戻りつつあり今回の跳躍には期待できる。

ここで、しっかりと良い記録を残しこれからの対校

戦などに繋がる跳躍を見せてほしい。西村は大学初

の三段跳。高校時のベストは 14m50 付近というこ

とで、どれほどの記録が出るのかは未知数であるが

本業の走幅跳に続いてこちらでも優勝できるように

頑張ってほしい。 

 

女子走幅跳 

増本 梨奈 (1)  NR 

三村 有葉 (1)  NR 

 

この種目は初心者の増本、三村が出場。東大勢はも

ちろん経験者が出てくるので勝負に勝つことは難しい

が人数的にこれからもこの種目に出場する機会が出て

くると思われるので次に繋がる思い切りの良い跳躍を

期待したい。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

高橋源一郎 (3)   8m18 

林  翔太 (3)  10m37 

矢川 勝太 (3)  10m14 

 

砲丸投には林、矢川、高橋が出場する。東大勢に

は今年 10m84 を投げている佐々木がいるが、後の 2

名は 10m 未満であり矢川、林は佐々木に勝って砲

丸での勝ち越しを確実なものにしたい。調子が上向

きな高橋もここで 9m を投げて東大の下位に肉迫し

てほしいところ。 

 

 

 

 

 

円盤投 

川島 龍樹 (3)  27m61 

林  翔太 (3)  36m49 

矢川 勝太 (3)  35m12 

 

円盤投には林、矢川、川島が出場。ここでも東大

の佐々木は今季 38m 台と頭一つ抜けている状態。

矢川、林は取りこぼしのないよう確実に、かつ隙あ

らば佐々木を脅かす勝負をしてほしい。川島は練習

で 30m を超える投擲をしばしば見せているので、

ここでもベストを更新してより得点を狙っていきた

いところだ。 

 

ハンマー投 

川島 龍樹 (3)  NR 

高橋源一郎 (3)  35m28 

矢川 勝太 (3)  33m73 

 

ハンマー投には高橋、矢川、川島が出場。東大の

千葉が急成長を見せ、40m 弱の記録は確実とのこと。

高橋、矢川は気負うことなく自分の投げをして 2、3

位を確実にしてほしい。川島は 20m 後半を投げる

力は確かにあるが、今季は記録を残せないでいる。

しっかり記録を残して最下位を取らないことが目標。 

 

やり投 

川島 龍樹 (3)  50m82 

林  翔太 (3)  59m09 

矢川 勝太 (3)  50m56 

 

やり投は林の独壇場である。本人も今季目標とし

ている 60m を投げる自信があるらしく、注目した

いところ。東大の一番手、千葉に矢川、川島がどこ

まで喰らいついていけるかがもう一つの見所になっ

てくるだろう。 

 

女子砲丸投 

市塚 友香 (3)  6m56 

増本 梨奈 (1)  6m21 

 

女子砲丸投げには市塚、増本が出場。両者ともに

専門種目ではないため、練習量は心配なところであ

るが、東大の二番手、高山と実力はおそらく互角。

2、3 位をとって勝ち越しを決めたいところ。 
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第 48 回近畿地区国立大学体育大会陸上競技 

（8/18 紀三井寺公園陸上競技場） 

 

男子総合成績 
 

1 位 京都教育大 171 点 
2 位 大阪教育大 114 点 
3 位 京都大  105 点 

 
 

女子総合成績 
 

1 位 京都教育大 121.5 点 
2 位 大阪教育大 108.5 点 
3 位 和歌山大 82 点 
6 位 京都大  33 点 

 
 
 
▼100m 

眞武 俊輔 予 10.96 +1.8  

 3位 11.20 +0.6  

牧川 真央 予 10.99 +1.7  

 6位 11.23 +0.6  

塚原 和明 予 11.21 +0.9 CB 

▼200m 

牧川 真央 予 22.36 +1.8  

 5位 22.42 +1.5  

森  裕貴 予 22.91 -0.8 CB 

長谷川 聡 予 23.41 -1.7  

▼400m 

萩生 翔大 予 50.90   

 6位 51.53   

藤崎  淳 予 51.41   

 7位 52.66   

山瀬 康平 予 53.01   

▼800m 

宿利 隆司 予 2.04.43   

上田 道久 予 2.04.79   

神埜  勝 予 2.06.99   

▼1500m 

大川  亮 予 4.19.95   

 4位 4.09.82   

水谷 浩人 予 4.21.19   

内田 健弥 予 4.22.61   

▼5000m 

小山 裕之 優勝 15.44.06   

西原 由高 4位 15.52.83   

菊川 信人 9位 16.38.40   

▼110mH 

前田 靖朊 予 16.15 +1.9  

 6位 16.36 +0.1  

▼400mH 

近藤 勇太 予 59.50  ♪ 

田所 竜翔 予 61.01   

志波 陽介 予 64.26  ♪ 

▼3000mSC 

櫻井 研吾 3位 9.40.15   

不破 佑太 6位 9.46.98   

荒木 伸哉 11位 10.29.85   

▼スウェーデンリレー 

牧川-眞武-

森-大川 
4位 2.01.02 

 
 

▼走高跳 

三浦 裕介 5位 1m90   

松室 尭之 9位 1m70   

巳波 壮馬  NM   

▼棒高跳 

田中 皓介 2位 4m40   

三浦 裕介 5位 3m70   

秋元 一志  NM   

▼走幅跳 

西村 優汰 優勝 7m15 -0.4  

秋元 一志 4位 6m84 +1.2 PB 

川島 龍樹 16位 5m89 -2.5  

▼三段跳 

飯村 大智 10位 12m34 -0.2  

清水 宏幸 12位 11m99 +0.7  

小長谷幸平  NM   
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▼砲丸投 

高橋源一郎 7位 8m21   

▼円盤投 

林  翔太 7位 35m32   

矢川 勝太 8位 33m33   

田中 聡一 11位 31m01   

▼ハンマー投げ 

田中 聡一 3位 41m23   

高橋源一郎 7位 34m02  PB 

矢川 勝太 8位 30m06   

▼やり投 

林  翔太 2位 55m75   

川島 龍樹 5位 50m82  PB 

矢川 勝太  NM   

▽100m 

増本 梨奈 予 14.15 +1.5  

中山 恵理 予 16.32 +1.5  

▽200m 

釜谷美翔子 予 27.37 ±0.0 ♪④ 

 4位 27.43 +1.5  

岩橋  優 予 28.30 +0.6  

 8位 28.70 +1.5  

▽400m 

加奈山憲代 予 63.04   

 4位 64.37   

増本 梨奈 予 65.88  CB 

 8位 67.88   

▽800m 

市塚 友香 予 2.42.96  PB 

三村 有葉 予 2.51.14  ♪ 

▽1500m 

岩橋  優 2位 4.39.85   

伊藤 慶紗 15位 5.47.96   

上田 容子 16位 6.03.77   

▽110mH 

釜谷美翔子 5位 17.29 +0.1 ♪⑤ 

▽4×100mR 

増本-釜谷-

岩橋-加奈山 
4位 52.85 

 
 

     

     

     

     

 
 

第 80 回同志社大学・京都大学対校陸上競技大会 

（8/23 太陽が丘陸上競技場） 

総合成績 
 

1 位 同志社大 70 点(Ｔ41 点 Ｆ29 点) 
 2 位 京都大  34 点(Ｔ15 点 Ｆ19 点) 

 
 
 

対校の部 

▼100m 

眞武 俊輔 2位 11.18 -1.4  

牧川 真央  11.26 -1.4  

秋元 一志  11.48 -1.4  

▼200m 

牧川 真央 3位 22.51 ±0.0  

眞武 俊輔  22.75 ±0.0  

山田  諒  23.53 ±0.0  

▼400m 

森  裕貴 2位 51.31  CB 

長谷川 聡 3位 51.70   

天ヶ瀬匡昭  52.91   

▼800m 

水元 惟暁 3位 1.56.59   

大川  亮  1.59.46   

浅井 健介  2.00.76   

     

▼1500m 

大川  亮 3位 4.04.83  PB 

横山 裕樹  4.07.40  PB 

久好 哲郎  4.22.60   

▼5000m 

平井  幹 2位 15.42.94  CB 

毛芝 雄己  16.03.00   

不破 佑太  16.09.31   

▼110mH 

大橋 正義 3位 16.23 ±0.0  

清水 宏幸  16.43 ±0.0 PB 

近藤 勇太  16.91 ±0.0 PB 

▼400mH 

大橋 正義 2位 56.73   

近藤 勇太  59.58   

堀江 一司  61.31  PB 
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▼4×100mR 

山田諒-牧川

-秋元-眞武 
2位 42.27 

 
 

▼4×400mR 

大橋-大川- 

森-長谷川 
2位 3.26.13 

 
 

▼走高跳 

松室 尭之 3位 1m75   

田中 皓介  1m70   

▼棒高跳 

秋元 一志 優勝 4m60   

田中 皓介 3位 4m40   

清水 宏幸  2m80   

▼走幅跳 

秋元 一志 優勝 6m88 ±0.0 PB 

小西 康晴  5m72 -0.2  

▼三段跳 

飯村 大智  12.58 -0.5  

小長谷幸平  NM   

▼砲丸投 

林  翔太 3位 10m37   

矢川 勝太  10m05   

高橋源一郎  8m14   

▼円盤投 

林  翔太 優勝 33m85   

矢川 勝太 2位 32m43   

川島 龍樹  27m61   

▼ハンマー投 

高橋源一郎 2位 35m28  PB 

矢川 勝太 3位 32m16   

▼やり投 

林  翔太  56m73   

矢川 勝太  43m94   

田中 皓介  38m23   

オープンの部 

▼100m 

西村 優汰  11.16 ±0.0 ♪ 

水上 裕介  11.36 +1.0 CB 

前田 峰尚  11.49 ±0.0  

佐藤 翔士  11.54 +1.0 PB 

山田  諒  11.60 ±0.0  

塚原 和明  11.60 -1.4  

横山 高広  11.74 +1.0 CB 

山崎 英治  11.88 -0.8 CB 

神野 洋介  12.02 +0.8  

▼200m 

塚原 和明  22.96 +0.1 ♪ 

佐藤 翔士  23.16 ±0.0  

横山 高広  24.01 ±0.0 ♪ 

▼400m 

花岡 洋介  51.24  ♪ 

木原  亮  54.30  ♪ 

▼800m 

小山 俊之  1.55.58  PB 

宿利 隆司  1.59.90   

坂本  剛  2.00.56   

堀田 孝之  2.02.49   

水谷 浩人  2.03.33   

河本  聡  2.03.98   

野田 崇洋  2.05.43   

黒木 貴久  2.11.33   

四辻 諒平  2.12.70   

▼1500m 

神埜  勝  4.22.22   

中東 太一  4.23.67   

宮原  涼  4.25.16  ♪ 

横山 高広  4.27.26   

白石 晃将  4.34.46   

多田 稜平  5.32.83  ♪ 

▼走幅跳 

谷口 康晴  6m10 +0.6  

秋山  源  6m00 +0.4  

▼三段跳 

谷口 康晴  13m18 +0.4  

秋山  源  12m16 +0.5  

▼砲丸投 

田中 聡一  9m57   

▼円盤投 

田中 聡一  30m41   

▼ハンマー投 

田中 聡一  41m07   

▽100m 

増本 梨奈  14.10 ±0.0  

▽800m 

岩橋  優  2.18.44   

田中 友里  2.33.38  ♪ 

三村 有葉  2.49.36  ♪ 
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第 20回関西学生対校女子駅伝競走大会 

（9/25 神戸しあわせの村運動広場） 

順位 記録 チーム 
第1区 

3.9km 

第2区 

3.3km 

第3区 

6.5km 

第4区 

6.5km 

第5区 

3.3km 

第6区 

6.5km 

1 1:36:58 立命館大A 

竹中 理沙 

(1)12:23 

(1)12:23 

伊藤 紋 

(1)22:49 

(2)10:26 

田中 華絵 

(1)43:49 

(1)21:00 

沼田 未知 

(1)1:05:14 

(1)21:25 

籔下 明音 

(1)1:15:24 

(1)10:10 

岩川真知子 

(1)1:36:58 

(2)21:34 

2 1:37:43 佛教大A 

石橋 麻衣 

(2)12:28 

(2)12:28 

竹地 志帆 

(2)22:53 

(1)10:25 

西原 加純 

(2)44:16 

(2)21:23 

森 知奈美 

(2)1:05:53 

(2)21:37 

海野 美那 

(2)1:16:28 

(2)21:37 

吉本ひかり 

(2)1:37:43 

(1)21:15 

3 1:42:25 大阪学院大 

仲間 千華 

(5)13:19 

(5)13:19 

中新井美波 

(5)24:03 

(3)10:44 

浅野 里奈 

(4)46:49 

(7)22:46 

徳永 琴乃 

(3)1:09:26 

(4)22:37 

風間 友希 

(3)1:20:15 

(3)10:49 

三木 陽子 

(3)1:42:25 

(3)22:10 

4 1:44:14 京都産業大 

佐川佳菜江 

(8)13:37 

(8)13:37 

上畑友香理 

(6)24:47 

(6)11:10 

勝谷 夏美 

(5)47:01 

(4)22:14 

山川 美里 

(5)1:10:13 

(9)23:12 

海野 佳那 

(5)1:21:15 

(4)11:02 

福森 千晶 

(4)1:44:14 

(4)22:59 

5 1:44:44 大阪体育大 

岡 小百合 

(3)12:43 

(3)12:43 

藤井 千尋 

(4)23:51 

(5)11:08 

徳田 夕佳 

(3)45:45 

(3)21:54 

上出 彩可 

(4)1:09:48 

(11)24:03 

十川阿佑美 

(4)1:21:15 

(7)11:27 

富安 恵子 

(5)1:44:44 

(6)23:29 

6 1:45:19 奈良産業大 

片山 千裕 

(10)13:45 

(10)13:45 

松田 里菜 

(9)25:15 

(10)11:30 

伊藤 ふき 

(7)47:39 

(5)22:24 

柴田 愛美 

(6)1:10:19 

(5)22:40 

浦井 彩加 

(7)1:22:10 

(10)11:51 

村田 宏美 

(6)1:45:19 

(5)23:09 

7 1:45:37 関西大 

小西 莉穂 

(4)12:46 

(4)12:46 

小山 夏子 

(3)23:42 

(4)10:56 

高谷 静香 

(6)47:19 

(13)23:37 

池田 優子 

(7)1:10:25 

(8)23:06 

亀岡 知美 

(6)1:21:47 

(6)11:22 

岩永ゆかり 

(7)1:45:37 

(8)23:50 

8 1:46:19 神戸学院大 

吉岡 千夏 

(11)13:54 

(11)13:54 

山縣美穂子 

(8)25:10 

(7)11:16 

志智 野枝 

(8)47:56 

(7)22:46 

斎藤 公美 

(8)1:11:01 

(7)23:05 

深尾 萌衣 

(8)1:22:22 

(5)11:21 

佐藤 友美 

(8)1:46:19 

(9)23:57 

9 1:47:43 龍谷大 

塩崎侑莉子 

(6)13:24 

(6)13:24 

千原恵理香 

(7)25:00 

(11)11:36 

篠田  梓 

(11)49:07 

(15)24:07 

空山 佳世 

(10)1:12:07 

(6)23:00 

柿田 菜美 

(10)1:23:57 

(9)11:50 

井田 萌子 

(9)1:47:43 

(7)23:46 

10 1:48:19 大阪人科大 

森川 千尋 

(13)13:59 

(13)13:59 

今井美早綺 

(10)25:21 

(9)11:22 

小早川智瑛 

(9)48:30 

(10)23:09 

近藤 美香 

(11)1:12:22 

(10)23:52 

小柳津早紀 

(11)1:24:22 

(11)12:00 

佐々木玲奈 

(10)1:48:19 

(9)23:57 

11 1:48:31 光華女子大 

有村 美穂 

(14)14:17 

(14)14:17 

和田 菓甫 

(14)26:11 

(12)11:54 

山下 沙織 

(13)49:26 

(11)23:15 

中野かおり 

(9)1:11:45 

(3)22:19 

久保かおり 

(9)1:23:50 

(13)12:05 

古久保梨沙 

(11)1:48:31 

(11)24:41 

12 1:51:25 武庫女子大 

正富 夕子 

(15)14:35 

(15)14:35 

宮本恵里佳 

(13)25:54 

(8)11:19 

須山  愛 

(10)48:49 

(9)22:55 

稲葉 頼美 

(14)1:14:35 

(17)25:46 

永合 弘乃 

(12)1:26:19 

(8)11:44 

西嶋 真裕 

(12)1:51:25 

(14)25:06 

13 1:51:29 大教大 

杉山 有理 

(9)13:39 

(9)13:39 

大迫ひかる 

(12)25:35 

(14)11:56 

大井 桃子 

(14)50:02 

(16)24:27 

森岡  章 

(13)1:14:28 

(12)24:26 

高田  緑 

(13)1:26:30 

(12)12:02 

林野 遥佳 

(13)1:51:29 

(12)24:59 

14 1:54:10 大阪芸術大 

曽我部夏実 

(12)13:56 

(12)13:56 

則貞  瞳 

(15)26:33 

(16)12:37 

林田詩諸里 

(12)49:11 

(6)22:38 

岩坪 愛里 

(12)1:14:20 

(14)25:09 

福原 汐美 

(14)1:28:26 

(19)14:06 

三谷真美子 

(14)1:54:10 

(15)25:44 

15 1:56:24 大阪国際大 

亀井 葉月 

(7)13:33 

(7)13:33 

赤井 未来 

(11)25:28 

(13)11:55 

田中 綾香 

(15)50:15 

(17)24:47 

田中絵理香 

(16)1:17:39 

(19)27:24 

岡田 幸穂 

(16)1:31:21 

(16)13:42 

辻 明日奈 

(15)1:56:24 

(13)25:03 
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16 1:57:23 大阪大 

平川 菜央 

(17)15:13 

(17)15:13 

澄川美穂子 

(17)28:01 

(17)12:48 

安川 由紀 

(16)51:24 

(12)23:23 

益岡 佑季 

(15)1:16:11 

(13)24:47 

藤沢裕理子 

(15)1:29:54 

(17)13:43 

浅野 恵海 

(16)1:57:23 

(18)27:29 

17 1:58:45 京都大 

福谷 彩織 

(18)15:38 

(18)15:38 

市塚 友香 

(18)28:38 

(18)13:00 

岩橋  優 

(17)52:15 

(13)23:37 

田中 友里 

(17)1:18:37 

(18)26:22 

上田 容子 

(17)1:31:49 

(14)13:12 

三村 有葉 

(17)1:58:45 

(17)26:56 

18 1:58:49 大阪府立大 

関岡由希子 

(16)15:03 

(16)15:03 

小川 瑠美 

(16)27:32 

(15)12:29 

大石真由香 

(18)53:01 

(18)25:29 

西村実希子 

(18)1:18:41 

(16)25:40 

小池 徳子 

(18)1:32:08 

(15)13:27 

前田 梨奈 

(18)1:58:49 

(16)26:41 

19 2:07:01 桃山学院大 

藤元  優 

(19)16:36 

(19)16:36 

森川 美波 

(19)31:16 

(19)14:40 

野村 亜紀 

(19)57:18 

(19)26:02 

若林 千夏 

(19)1:22:34 

(15)25:16 

岡野万里奈 

(19)1:36:37 

(18)14:03 

山本 祥子 

(19)2:07:01 

(19)30:24 

OP 1:40:20 佛教大B 

前田 彩里 

(OP)12:48 

(OP)12:48 

平井  恵 

(OP)23:14 

(OP)10:26 

川嶋 利佳 

(OP)45:16 

(OP)22:02 

竹上 千咲 

(OP)1:07:20 

(OP)22:04 

中野 弥生 

(OP)1:18:23 

(OP)11:03 

森  絵美 

(OP)1:40:20 

(OP)21:57 

OP 1:40:51 立命館大B 

夏原 育美 

(OP)12:38 

(OP)12:38 

松下 倭子 

(OP)23:18 

(OP)10:40 

川上 夏紀 

(OP)45:52 

(OP)22:34 

加藤 美有 

(OP)1:07:52 

(OP)22:00 

平井 見奈 

(OP)1:18:55 

(OP)11:03 

近藤 彩乃 

(OP)1:40:51 

(OP)21:56 

OP 1:42:29 佛教大C 

田村  瞳 

(OP)12:49 

(OP)12:49 

岡部 萌 

(OP)23:41 

(OP)10:52 

森下 幸穂 

(OP)46:06 

(OP)22:25 

板鼻 ゆき 

(OP)1:08:51 

(OP)22:45 

坂本 美咲 

(OP)1:20:06 

(OP)11:15 

山中さゆり 

(OP)1:42:29 

(OP)22:23 

OP 1:53:29 兵滋連合 

大貫 真実 

(OP)13:33 

(OP)13:33 

山本ちなみ 

(OP)24:57 

(OP)11:24 

前川 祐加 

(OP)49:45 

(OP)24:48 

石本  裕 

(OP)1:15:25 

(OP)25:40 

北村 阿子 

(OP)1:27:47 

(OP)12:22 

廣瀬さやか 

(OP)1:53:29 

(OP)25:42 

OP 1:58:17 合同チーム 

若林 有香 

(OP)14:02 

(OP)14:02 

田中 有梨 

(OP)26:11 

(OP)12:09 

三須麻里絵 

(OP)51:52 

(OP)25:41 

奥平 晴香 

(OP)1:18:09 

(OP)26:17 

清家 実咲 

(OP)1:31:09 

(OP)13:00 

柚木 彩華 

(OP)1:58:17 

(OP)27:08 

OP 2:00:08 同志社大 

安田  恵 

(OP)15:18 

(OP)15:18 

藤井 奈摘 

(OP)28:05 

(OP)12:47 

成田さゆみ 

(OP)53:39 

(OP)25:34 

白石 伊織 

(OP)1:19:49 

(OP)26:10 

青山 弘奈 

(OP)1:33:15 

(OP)13:26 

肥田乃梨子 

(OP)2:00:08 

(OP)26:53 

 

 

 

 

2010 びわ湖大学駅伝 兼 第 72回関西学生対校駅伝競走大会 予選会 

（9/30 皇子山総合運動公園陸上競技場） 

総合成績 
 

1位 京都大  4:13:40.05 
2位 佛教大  4:14:38.04 
3位 近畿大  4:14:49.09 
4位 大阪大  4:16:18.24 
5位 大阪体育大 4:16:41.36 
6位 甲南大  4:18:18.60 
7位 びわスポ大 4:18:50.54 
8位 大阪府立大 4:23:03.88 

 

 

・各大学出場者中、上位8名の合計タイム 

・上位5校までが本戦出場権獲得 

 

 

▼10000m    
小山 俊之 6組 1着 30.37.00  
柿本 悠貴 6組 11着 31.16.32 PB⑨ 
小山 裕之 5組 2着 31.24.71 PB⑬ 
櫻井 研吾 4組 5着 31.40.92 PB⑲ 
山田  唯 5組 9着 31.44.58 PB 
平井  幹 3組 2着 31.53.60 PB 
毛芝 雄己 2組 2着 32.29.13 PB 
宇部  達 2組 3着 32.33.79  
西原 由高 3組 6着 32.38.92 PB 
坂本  剛 1組 3着 32.59.84  
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個人戦・記録会などの結果 

（2010年8月10日～2010年10月3日） 

第2回学連記録会(8/10-11 長居第二) 

▼100m     

花岡 洋祐  11.59 -1.3  

塚原 和明  11.75 -2.4  

水上 裕介  11.85 -2.9  

▼200m     

花岡 洋祐  22.98 +0.4  

森  裕貴  23.11 +0.4  

▼400m     

大橋 正義  51.61   

森  裕貴  51.89   

眞武 俊輔  52.19   

山崎 英治  53.13   

天ヶ瀬匡昭  53.19   

▼800m     

宿利 隆司  1.59.13  PB 

河本  聡  2.01.33  PB 

佐藤 翔士  2.02.05   

水谷 浩人  2.02.13   

上田 道久  2.03.08   

志波 陽介  2.04.59   

内田 健弥  2.07.38   

▼1500m     

水元 惟暁  4.08.08   

野田 崇洋  4.33.44   

▼400mH     

堀江 一司  64.19   

▼走高跳     

清水 宏幸  1.55   

▼走幅跳     

巽  浩之  6.20 -0.4  

▼ハンマー投     

高橋源一郎  32.11   

▽100m     

加奈山憲代  14.07 -1.8  

山口 咲希  15.12 -2.0  

▽400m     

加奈山憲代  63.11   

増本 梨奈  66.53   

伊勢度会陸上競技選手権大会(8/16-17 三重県営) 

▼100m     

前田 峰尚 予 11.21 +0.8 PB 

 準 11.43 -0.4  

▼200m     

前田 峰尚 予 22.69 +2.4  

 準 22.73 +2.0 PB 

前田 靖朊 予 23.35 +2.2  

 準 23.54 +2.3  

     

     

     

     

▼110mH     

前田 靖朊 予 16.14 +0.1  

 優勝 16.40 -1.8  

第78回近畿陸上競技選手権大会(8/28-29 鴻ノ池) 

▼400m     

萩生 翔大 予 50.65   

▼800m     

小山 俊之 予 1.53.45  PB⑩ 

 4位 1.55.85   

大川  亮 予 1.54.15  PB⑭ 

 7位 1.58.95   

佐藤 翔士 予 1.58.93   

 8位 2.03.56   

▼1500m     

小山 俊之 3位 3.56.30   

▼円盤投     

林  翔太 決 29.58   

▼やり投     

林  翔太 決 58.05   

第54回北陸陸上競技選手権大会 

(8/28-29 石川県西部緑地公園) 

▼100m     

塚原 和明 予 11.18 +1.5 CB 

▼200m     

塚原 和明 予 22.63 +2.6  

第5回京都陸協記録会(8/29 西京極) 

▼100m     

西村 優汰  11.36 -1.8  

山田  諒  11.56 -0.1  

藤崎  淳  11.65 -0.4  

前田 靖朊  11.65 -0.1  

▼400m     

長谷川 聡  51.01  PB 

藤崎  淳  54.48   

堀江 一司  53.57   

▼800m     

横山 高広  1.59.81  CB 

宿利 隆司  2.00.54   

志波 陽介  2.03.73  CB 

水谷 浩人  2.04.68   

▼1500m     

坂本  剛  4.05.70   

神埜  勝  4.18.59  PB 

野田 崇洋  4.30.60   

黒木 貴久  4.40.67   

▼110mH     

前田 靖朊  16.55   

▼走幅跳     

西村 優汰  6.84 -1.3  
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第79回日本学生陸上競技対校選手権大会 

(9/10-12 国立競技場) 

▼1500m     

小山 俊之 予 3.53.66   

▼走幅跳     

西村 優汰 13位 7.31 +1.6  

第44回茨木市体育協会杯陸上競技大会 

(9/11-12 万博) 

▼100m     

牧川 真央 予 11.21 -2.9  

 5位 11.28 -2.6  

塚原 和明 予 11.42 -2.3  

山田  諒 予 11.52 +0.3  

前田 峰尚 予 11.71 -0.7  

佐藤 翔士 予 11.96 -2.9  

▼200m     

塚原 和明 予 22.71 +0.9  

 3位 22.66 +0.9 CB 

▼400m     

萩生 翔大 優勝 49.70   

佐藤 翔士 4位 51.37   

▼800m     

内田 健弥 2位 2.04.99   

▼1500m     

野田 崇洋 優勝 4.36.68   

▼棒高跳     

小西 康晴 決 NM   

▽100m     

山口 咲希 6位 14.80 -1.7  

第1回大阪体育大学中長距離記録会 

(9/17 浪商グラウンド) 

▼800m     

野田 崇洋  2.02.52   

上田 道久  2.10.89   

第3回静岡県長距離強化記録会 

(9/18 エコパスタジアム) 

▼5000m     

柿本 悠貴  14.53.97  PB 

中桐 寛仁  16.17.45   

関西学生長距離強化記録会(9/22 尼崎) 

▼5000m     

山田  唯  15.21.79   

小山 裕之  15.27.89   

久好 哲郎  15.38.40  CB 

横山 裕樹  15.38.76  ♪ 

西原 由高  15.38.99   

平井  幹  15.42.80  CB 

櫻井 研吾  15.42.87   

毛芝 雄己  15.44.71   

不破 佑太  15.47.00   

宇部  達  15.57.54   

坂本  剛  16.07.10   

宮原  涼  16.17.99   

菊川 信人  16.22.20   

荒木 伸哉  16.33.92  CB 

下条  亘  16.34.69   

松下 亮祐  16.36.68   

板垣  亮  16.41.69   

白石 晃将  16.48.92   

三上  翔  17.00.53   

中東 太一  17.41.30   

古薗 智也  17.42.58  ♪ 

阿部 弘規  18.09.11   

高田 裕人  18.33.10   

鈴木 大河  18.45.31   

山口 昌太  18.59.57  ♪ 

多田 稜平  21.16.27  ♪ 

▼10000m     

中桐 寛仁  34.32.74   

第4回奈良市陸上競技記録会(9/23 鴻ノ池) 

▼100m     

塚原 和明 Ⅰ 11.28 +2.0  

 Ⅱ 11.22 +1.2  

山田  諒 Ⅰ 11.45 +2.1  

 Ⅱ 11.52 +1.2  

前田 峰尚 Ⅰ 11.70 +1.0  

林  真幸 Ⅰ 12.30 +2.1  

▼200m     

塚原 和明  22.83 +1.0  

▼400m     

森  裕貴  51.42   

水元 惟暁  51.43  PB 

藤崎  淳  51.70   

山崎 英治  53.62   

▼800m     

上田 道久  2.06.42   

河本  聡  2.12.36   

▼1500m     

浅井 健介  4.14.4(手)   

▼110mH     

前田 靖朊  16.27 +0.9  

▼棒高跳     

秋元 一志  4.40   

田中 皓介  4.40   

小西 康晴  4.00   

▼やり投     

林  翔太  56.05   

▽100m     

加奈山憲代 Ⅰ 13.87 +0.6  

第37回阪神四大学対校陸上競技大会(9/23 万博) 

▼100m     

牧川 真央 OP 10.89 +0.6  

西村 優汰 OP 11.24 +0.7  

堀江 一司 OP 12.04 +0.5 CB 
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▼400m     

堀田 孝之 OP 53.73   

▼1500m     

野田 崇洋 OP 4.17.73   

神埜  勝 OP 4.20.80   

▼400mH     

堀江 一司 OP 61.31   

▼走幅跳     

三浦 裕介 OP    

▼走高跳     

三浦 裕介 OP 1.85   

▽100m     

増本 梨奈 OP 13.98 +1.1  

山口 咲希 OP 14.55 +1.1  

兵庫秋季記録会 (10/2-3 ユニバー記念) 

▼800m     

野田 崇洋  2.02.34   

神埜  勝  2.03.03   

▼1500m     

坂本  剛  4.10.57   

神埜  勝  4.17.66  PB 

▼5000m     

久好 哲郎  15.43.57   

菊川 信人  16.23.47   

中桐 寛仁  16.38.87   

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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