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主将挨拶 

いよいよ関西インカレが始まろうとしています。京都大学が 2 部に落ちてから早 3 年、去

年一昨年は 1 部に上がれず苦汁を味わってきました。今年は必ず 1 部に昇格しようと部員

一同日々関西インカレを意識し、練習してきました。遂にその舞台、3年間の思いとともに、

最大限の実力を発揮してきます。 

今年は京都教育大、びわスポ大、神戸大学がライバルとなります。ランキングでは京都大

学が一歩リードしているようにも見えますが、実際の点差はほぼないようなものです。油

断せず、挑戦する気持ちを忘れずに集中し、チームが一丸となり戦い抜いてまいります。 

去る 4 月 25 日に開催されたロードの部では、平井・横山(共に 3 回)がそれぞれ 3・4 位に

入賞し、大量得点が出来ていい滑り出しになったと思います。この流れに乗り、しかし勢

いに任せるだけではなく戦略を練って、5月 10~13日に長居第一にて開催されるトラック・

フィールドの部へ臨みたいと思います。長い戦いになりますが、是非蒼穹会の皆様にも試

合会場に足を運んでいただき、現役部員の戦いぶりをご覧頂きたく思います。ぜひ、ご声

援の方よろしくお願い致します。 

 

          京都大学陸上競技部主将 水元 惟暁 

 

監督挨拶 

 4 月 23 日(月)に長居周回コースにて行われましたロードの部を皮切りに、ついにシーズ

ン前半戦最大の目標である関西インカレが開幕いたしました。トラック・フィールドの部

は 5月 10日(木)から 13日(日)の 4日間で行われます。1部昇格を目指して臨む今大会で特

に競争相手となるのは、京都教育大、びわスポ大、神戸大の 3 校で、実力は拮抗しており

厳しい戦いが予想されます。しかし、長らく 2 部に甘んじてきた悔しさを今大会こそ晴ら

すため、チーム一丸となって戦いに臨んでまいります。 

 ロードの部では京都大から 3名の選手が出場し、目標を上回る 11点を獲得いたしました。

出場した選手の熱い走りはチームにとってもいい刺激となり、得点だけでなく気持ちの面

でもいいスタートが切れたように思います。 

 現在の幹部学年は去年の大会後からずっと、絶対に 1 部に昇格するんだと言い続けてき

ました。トラック・フィールドの部は 4 日連続という体力的にも厳しい試合ではあります

が、その強い気持ちを部員全員が共有し、4日間最後まで戦い抜くことで、自然と 1部昇格

が見えてくることと思います。試合当日にこのチームの力を最大限発揮できるよう、残り

少ない日々の練習から盛り上げていきたいと思います。 

 女子については、関西インカレ上位校との差は大きく、チームとして競い合えるレベル
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には達していませんが、この現状を仕方がないものと思っていては成長はありえません。

今後高いレベルで戦えるようになるためにも、出場する選手は全力で勝負し、ひとつでも

上の順位を目指して欲しいと思います。 

 蒼穹会の皆様には、ご多忙とは存じますが、是非とも会場に足を運んでいただきまして、

1部昇格の瞬間を直接ご覧頂きたく思います。何卒、ご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  前田 峰尚 
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・関西インカレハーフマラソン結果 

（4 月 25日 長居公園周回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーフマラソン終了時点での男子２部対校得点 

 

 

 

 

 

 

 

前日からの予報通り、暑い中でスタートした関カレハーフ。先頭集団が速いペースで試合を運ぶ

中、平井、横山、荒木の3選手は後方の集団で冷静に様子を伺う。レース中盤から、平井、横山の

集団は前から落ちてきた選手を捕えつつ、4 位集団を平井が引っ張る形でレースが進む。荒木は序

盤で遅れ始め、厳しい単独走となってしまう。残り 1 周で横山がラストに向けてペースアップ。4

位集団の前を走っていた大経を抜き去り、3 位に浮上。20km 過ぎに平井が横山を抜いて、平井、

横山の順で3位4位でゴール。荒木は大半が単独走となってしまう苦しいレースとなってしまった。

全体としてはランキングを 4 点分覆す素晴らしい結果となり、1 部昇格に向けて良い流れを作るス

タートとなった。 

  

1 位 池上 秀志  (1) 京都教育大 1:06:27 

2 位 溝渕 大輔  (2) 大阪経済大 1:08:35 

3 位 平井  幹 (3)   京都大 1:08:57 

4 位 横山 裕樹 (3) 京都大 1:09:12 

5 位 岡田 将輝  (2) 大阪学院大 1:09:16 

6 位 胸永 拓也  (3) 兵庫県立大 1:09:18 

7 位 久本 駿輔  (3) 京都工繊大 1:09:41 

8 位 谷本 旭洋  (2) 大阪経済大 1:09:44 

18 位 荒木 伸哉 (3) 京都大 1:16:03 

1 位 京都大 11 点 

2 位 京都教育大 8 点 

2 位 大阪経済大 8 点 

4 位 大阪学院大 4 点 

5 位 兵庫県立大 3 点 

6 位 京都工繊大 2 点 
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・関西インカレ展望 

～短距離～ 

 

100ｍ 

吉田 繁治 (M2) 10.72 

眞武 俊輔 (4)    10.84 

牧川 真央 (3)    10.61 

 

100m にはこれまで京大短距離を引っ張ってきた

エース３人が出場する。前蒼穹記録保持者、吉田が

帰ってきた。今年初めの試合ですでに自己ベストに

近いタイムを叩き出しており、本人にとっては最後

の関西インカレと気合いが入っている。熱い走りを

期待したい。眞武は例年春先には調子が上がらない

が今年はかなり戻りが早い。チーフとして挑む関西

インカレ、本人はいつになく気合いが入っていて、

本番での自己ベスト更新も十分考えられる。牧川は

京都インカレで早くも10”60と全日本インカレ標準

を切っており絶好調である。現蒼穹記録保持者とし

ての底力は必見である。今年関西２部の層はかなり

厚く、拮抗した闘いとなるが３人とも表彰台に登る

実力はある。全力で闘ってきて欲しい。 

 

200ｍ 

眞武 俊輔(4)   21.86 

牧川 真央(3)   21.63 

水上 裕介(3)   22.39 

 

この２年眞武は大分 200m の走りに磨きをかけて

きた。すでに100mの調子からして自己ベスト更新、

表彰台は見えている。1 回生の頃からここぞという

試合では結果を出してきたので勝負強さに期待した

い。牧川は追い参ながらも今年京都インカレで 21

秒前半をマークしている。昨年100m 200m 2冠の

神大・森本という強敵が立ちはだかるが彼なら優勝

できるはずだ。水上は申請タイムこそ上記の通りだ

が昨年、今年と追い参ながら 21 秒台を 4 回出して

いる強者である。京都インカレでは上位層のランキ

ングをひっくり返し決勝に進出した。今回も予想を

超える大番狂わせをしてきてくれるだろう。ショー

トスプリント最後の種目、ここで京大短短の底力を

見せてほしい。 

 

 

 

 

 
 

京カレを蒼穹新で制した牧川。大量得点が期待される。 

 

400ｍ 

長谷川  聡（４） 48.86 

庄司 真 （２） 49.58 

辻 智彦 （１） 47.97 

 

長谷川は今年怪我に泣かされっぱなしであったが、

ようやく走れるようになってきた。開き直りの心境

で決勝を目指してほしい。庄司は今季既に 49 秒台

で走っており、十分に決勝を狙える位置にいる。関

カレという大舞台でその実力を遺憾なく発揮しても

らいたい。辻は 47”台の大型新人である。受験のブ

ランクのため回復途上にあるが、現時点でのベスト

な走りを期待したい。 

 

110ｍH 

栗林  健一(3) 15.07 

牧川  真央(3)  15.07 

 

牧川は持ち前のスプリント能力に加え、ハードリン

グの技術から 110mH にも出場する。まだまだ技術

の向上が望めるので本番はさらに正確でキレのある

走りが期待できる。栗林は大分全盛期の調子を取り

戻してきている。春先から安定したタイムで走って

おり、本番では自己ベストの14”89も狙えるはずだ。 

今年の 110mH は一発決勝なので二人とも表彰台の

てっぺん目指して思いっきり走ってもらいたい。 

 

400mH 

蔭山 凌（２） 55.37 

 

昨年東大戦優勝の蔭山が出場。予選からタイムでは

格上の選手が目立つものの、他大の選手のコンディ

ションを見るに、決勝進出の可能性は低くはない。

自己ベストをまずは狙い、最後まで果敢な走りをし

てくれれば、必ずや結果はついてくるであろう。 
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4ｘ100ｍR 

谷口  裕幸 (M2) 

吉田  繁治 (M2) 

山田  諒   (M1) 

眞武  俊輔 (4) 

牧川  真央 (3) 

水上  裕介 (3) 

 

走順について現時点で 1 走は未定だが、２走から

は吉田-牧川-眞武の順番である。エース３人が揃い、

京大史上最強の布陣が完成した。バトンをうまく繋

げば全カレ標準はもちろんのこと、40秒台前半も狙

える。三連覇をなしとげ、当分破られない蒼穹記録

の樹立を期待したい。 

 

4ｘ400ｍR 

花岡 洋祐（３） 

堀江 一司（３） 

森   裕貴（３） 

山﨑 英治（３） 

庄司 真  （２） 

櫻井 大介（１） 

 

メンバー及び走順は直前の調子を見て臨機応変に

決める。50秒前後の実力を持つ花岡、森、そして庄

司の起用は濃厚で、あと一人、まず予選は確実に突

破できるメンバーで臨み、決勝、全力で勝負をかけ

たい。他種目エントリーの谷口、長谷川などのエン

トリーも考えられる。今季タイムだけでは測れない

不確定要素が多いが、それだけに決勝で良い結果を

出せる可能性に期待する。 

 

＊谷口裕幸、長谷川聡については上記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それ

ぞれ4×100mR、400m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.179・10項をご参照ください。  

http://www.jaaf.or.jp/athlete/rule/pdf/15.pdf 

 

女子１００ｍ 

釜谷  美翔子 (3) 13.11 

 

釜谷は冬場ケガに悩まされてきたが最近は完治し、

調子も上がってきているようである。エントリータ

イムでは 13 秒台だが、確実に１２秒台を出す力は

ある。組に強豪選手が揃っているのでしっかり食ら

いついていって欲しい。 

 

女子２００ｍ 

釜谷 美翔子 (3)  27.13 

 

女子 200m も釜谷が出場する。久しぶりの 200m

とのことで、本人も楽しみにしているようである。

多種目出場と疲労が重なるが次のステップとなるた

めにも今シーズンのスタートとして思いっきり闘っ

てきてもらいたい。 

 

女子４００m 

釜谷 美翔子（３） 60.01 

 

昨年は59秒台まであと一歩というところまで来た

釜谷。春先に足を怪我したが即座に治し復帰してみ

せた。長居第一、外レーンを走る強豪たちに食らい

つけば、59、58秒台復帰、自己ベスト更新への道は

開ける。予選突破を本気で狙う強気な走りを期待す

る。 

 

女子４００mH 

釜谷 美翔子（３） 64.37 

熊澤 真奈  （２） 66.31 

 

高校の自己ベストは 62 秒台の釜谷。今季初の

400mH であるが、ハードル練習はできている。複

数種目走った後であるが集中を切らさず、自己ベス

トを目指して頑張ってほしい。熊澤は京カレ決勝進

出者。冬季練習も地道に努力してきた。相手は格上

ばかりであるが予選なら勝負可能。ひるむことなく

走りきってほしい。 

 

女子 4ｘ100ｍR 

 

加奈山 憲代 (4) 

釜谷 美翔子 (3) 

熊澤 真奈   (2) 

中尾 優里   (2) 

宮崎 伶菜   (2) 

 

走順は宮崎-熊澤-加奈山-釜谷である。宮崎、熊澤も

調子が大分上がってきているようである。しっかり

食らいついていけば 51 秒台前半が見えてくる。層

の厚い中でのレースを経験して、来るべき七大、東

大戦への足掛りにしていってもらいたい。 

 

～中距離～ 

800m 

大川    亮（５） 1.54.69 

水元  惟暁（４） 1.55.06 

http://www.jaaf.or.jp/athlete/rule/pdf/15.pdf
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中井  一宏（２） 1.57.46 

 

大川は就職活動の影響で、今年はまだ調子が上がっ

てきていなかったが、最近は練習も出来てきている。

これまで中距離を引っ張ってきた気持ちと豊富なレ

ースの経験で、勝負強さを発揮してきて欲しい。水

元は今年順調に仕上がってきている。1500との兼ね

合いはあるが、粘り強さを見せ、表彰台を狙ってい

きたい。中井は確実に力をつけてきている。持ち前

のラストで決勝進出を果たし、チームにも自信にも

いい流れを作って欲しい。800m では 3人決勝進出

を目指し、4 日間の終盤の盛り上がりに一役買いた

いと思う。 

 

1500ｍ 

小山  俊之(M2) 3.51.94 

水元  惟暁 (4) 3.57.25 

水谷  浩人 (3) 4.05.77 

 

今年が最後の関西インカレとなる小山。得意の

1500m である。今年も神戸大山西(M2)との勝負に

なるがしっかりと勝利し、トラックの部第一号の優

勝を果たしてきてもらいたい。水元は京都インカレ

で大きくベストを更新してきた。表彰台も狙える位

置にいるので、積極的に勝負して1つでも上の順位

でゴールし 1 点でも多く得点をもぎ取ってきたい。

今年に入りなかなか調子の上がらない水谷ではある

が、復調の兆しが見えてきている。決勝に残るには

ベストが必要だが、力まず自分の走りをして、ベス

トも決勝も狙っていって欲しい。トラックの部の最

初の決勝種目となるので、この種目で勢いをつけた

い。 

 

自己ベストを更新し勢いに乗る水元。主将としてチー

ムを牽引する。 

 

女子８００ｍ 

岩橋   優  (4) 2.15.31 

加奈山 憲代(4) 2.21.35 

 

この冬体調を崩しがちで練習をあまり積めなかっ

た岩橋。なかなか思うような走りが出来ないが、関

西インカレで強い選手と共に走ることで何かをつか

み、復活を果たしてもらいたい。厳しい戦いとなる

が、気持ちで負けず勝負してきて欲しい。800m も

板についた加奈山も今年の冬場は怪我に苦しんだ。

予選から強い相手との勝負になるが、今後につなが

るような積極的なレースを期待したい。 

 

～長距離～ 

5000m 

小山  俊之（M2）  14.44.8 

久好  哲郎 (3)  14.47.98 

平井  健太郎(1)  14.45.44 

 

小山俊之は就活や研究で忙しい中、この種目3連

覇を目指して練習を積んできた。京都インカレでは

本調子ではなかったものの 14 分台をマークし、関

西インカレに向けて手応えを掴むことが出来た。勝

負がかかった場面で必ず勝利してきた小山俊の3連

覇への視界は良好である。久好は充実した冬練を積

んでおり、タイムに見合う強さをしっかりつけてき

た。冬練の疲れが抜けきらず、調子は上がってこな

いものの上位入賞を伺う力は持っているのでしっか

り疲労を抜いて臨んでもらいたい。平井健太郎は駅

伝の名門、報徳学園出身のスーパールーキー。タイ

ムは言うまでも無く、それ以上の強さを持った選手

である。練習も積めており、絶好調ということであ

るが、気負うことなく勝負を楽しむつもりで思い切

り走ってきてもらいたい。 

 

10000m 

小山  俊之 (M2) 30.23.74 

平井  幹   (3) 30.42.32 

横山  裕樹 (3) 30.58.94 

 

小山俊之は最終3種目目となる10000m。他校の

選手だけでなく、疲労との戦いにもなるが他種目出

場の経験も豊富な小山俊之に死角は無い。ここまで

きたら気力の勝負になると思われるが、1 部昇格を

目指し、1 点でも多くの得点を稼ぐ魂の走りを見せ

てほしい。平井幹はハーフで3位を取り、乗りに乗

っている。10000mならば間違いなく関西上位の力

を持つが、気負うことなく思い切り走ってきてもら

いたい。去年この種目で悔しい思いをしている平井

だが、その雪辱を果たすべく2種目の表彰台を目指

して走りぬく。横山裕樹は京都インカレで 30 分台

をマークし、5 位に入り、10000 でも戦えることを

証明して見せた。平井と同じくハーフでもランキン
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グを大きく覆す大活躍をした横山には 10000 でも

ランキングを覆す活躍が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後の関カレとなる小山俊。今年も１部昇格の原動力

として活躍が期待される。 

 

3000mSC 

山田  唯 (M2) 9.09.70 

不破  佑太(4) 9.29.89 

荒木  伸哉(3) 9.48.07 

 

山田唯は冬、就活で満足な練習が積めていないも

のの4月に入ってメニューにも復帰し、復活が見込

まれる。9分9秒台が3人とレベルの高さを伺わせ

るこの種目であるが、山田の経験と実力を生かして

上位入賞をもぎ取ってきてもらいたい。不破は春先

調子が上がってこないものの、関西インカレに懸け

る思いは強い。4 回生長距離でただ 1 人関西インカ

レ出場となるが、強い気持ちで入賞を狙ってほしい。

実力も経験も十分に兼ね備えた選手ではあるが、こ

こでしっかり点を取り更に強い選手へと成長して欲

しい。荒木は京都インカレで標準記録をやぶり出場

を決めた。ハーフでは得点を目指し、走ったものの

悔しい結果に涙した。充実した冬練を積めた選手の

一人であり、間違いなくタイム以上の力はある。得

点の期待がかかる所であるが、気負わず勝負を楽し

んで走ってもらいたい。 

 

10000mW 

永田  和寛(４) 23.47.1(5000m競歩) 

 

ライバルのびわ湖成蹊スポーツ大学に大量得点

が予想される10000ｍ競歩。そこに今回挑んでいく

のは永田である。去年は惜しくもこの種目で9位に

終わり涙をのんだ。何としても得点、競技者として

部に貢献するという決死の覚悟をもって10000mの

長丁場を歩き切る。歩きも安定してきており、失格

も減ってきた。たとえ1点でもその1点が大きな意

味を持つこの関西インカレで昨年の雪辱を果たすべ

く永田が入賞を目指す。 

 

女子 3000mSC 

岩橋  優 (4) DNS 

三村 有葉(3) 12.47.79 

 

三村は3月の学連記録会で3000sc、5000と大ベ

ストを出し冬練の充実を伺わせる。学校の方が忙し

くなり、京都インカレは悔しい結果に終わってしま

ったが、その忙しさにも慣れ調子は上向きになって

いる。周りのレベルに屈することなく、長い種目、

とりわけ 3000sc に積極的に取り組んでいる成果を

見せて良い流れを生み出してもらいたい。 

 

～跳躍～ 

走高跳 

菅原  知紘(3) 1m95 

 

去年から2mが期待されている菅原だが、今シーズ

ンはまだまだこれからというところ。また、十種で

二日間終えたあとの翌日ということで疲労が心配だ

が、同記録の人が並ぶ接戦の中、集中力が試される。

ぜひ2mの大台を突破して、ランキングを覆しても

らいたい。 

 

走幅跳 

西村  優汰 (3) 7m41 

巽   浩之  (3) 6m70 

 

西村は冬期練習で怪我に苦しんでいたが、春になっ

て次第に調子を上げてきており、京カレでは持ち前

の勝負強さで優勝した。ぜひ今大会も持ち前の勝負

強さで優勝、そして大会新記録を狙いに行って欲し

い。巽は今シーズン調子はまだ上がっていないが、

6m 後半は団子状態なため、そこに食い込めれば十

分得点を狙っていける。ぜひ得点してほしい。 

 

三段跳 

西村  優汰(3)   14m76 

日浦  幹  (2)   13m79 

 

西村は三段跳の試合数こそ少ないが、要所要所でし

っかり結果を残しており安定感が光る。走幅跳と比

べると足に少し不安は残るが、優勝を狙える位置に

いるのでぜひとも好記録を期待したい。日浦は腰の

痛みに悩まされ、苦しい戦いになることが予想され

るが、ベスト付近を跳べば得点の可能性もあり、焦

らずに日浦らしい跳躍を見せて欲しい。 
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大舞台ではいつも勝負強さを発揮してきた西村。走幅

跳では２連覇の期待がかかる。 

 

棒高跳 

田中  皓介(M1) 4m60 

秋元  一志(M1) 4m40  

清水  宏幸(4)  4m00 

 

棒高跳には田中・秋元、そして新星の清水が出場す

る。田中は今シーズン早くもベストタイを跳んでお

り、優勝、そして蒼穹記録に期待がかかる。秋元も

仕上がりは良好でシーズン初めから調子が良い。田

中と競って表彰台を狙っていってほしい。清水はこ

の一年で驚くほどの成長を見せ、まだまだ伸びる余

地がある。怪我明けの不安もほとんどなく、ベスト

更新、得点に期待したい。 

 

女子走幅跳 

宮崎  伶菜(2) 5m04 

 

今シーズンはファールに苦しみながらも、京カレで

はなんとか記録を残した宮崎。なかなか調子は上が

ってきていないが、今後のためにもここでしっかり

と記録を出して、次に繋げていってほしい。 

 

女子棒高跳 

宮崎  伶菜(2) 2m80 

 

走幅跳ともに棒高跳には宮崎が出場する。走幅跳と

共に周りに強い選手が多いが、ハングリー精神をも

ってその中で強い選手に食らいついていってほしい

と思う。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

山本 裕太(1)  10m50 

 

砲丸投には山本が出場する。山本は四月の初めに入

部して精力的に練習に励んできている。高校時代は

13m(6kg)の記録を持っており、関西インカレでは

11mを超えることが期待される。投擲期待の新人と

して華々しいデビューを飾ってほしい。 

 

円盤投 

矢川 勝太(M1)  35m53 

 

円盤投には矢川が出場する。矢川は新しい研究室へ

の移転などもあって思ったように練習が詰めていな

いようだ。京都インカレでは雨も相まって、ターン

が小さくなってしまったが、関西インカレでは思い

切った投擲を見せて、是非得点を獲得してもらいた

い。 

 

ハンマー投 

林 真幸(3)  35m85 

 

ハンマー投には林が出場する。林は冬場ハンマーを

投げ込み、京都インカレで 35m を超えたことで出

場権を獲得した。出場に満足することなく更に記録

を伸ばし、投擲最初の種目として盛り上げていきた

い。 

やり投 

矢川 勝太(M1)  53m22 

 

円盤投に続き、やり投にも矢川が出場する。円盤投

よりも練習の時間が取れているとのことなので、院

生としての新たな競技生活に期待を抱かせる気合の

入った投擲を見せてくれるだろう。 

 

～混成～ 

十種競技 

菅原 知紘(3) 5501点 

 

今季の大カレで十種デビューした菅原。しかしまだ

まだ伸ばせる種目はあり、ここからの伸びしろは十

分にある。出場すれば得点は確実なので、あとはど

れだけ点数を伸ばせるか。京教大、びわスポ大は強

敵だが彼らとの接戦を制し、得点を稼いでほしい。 
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関西インカレ日程 

５月１０日（木） （長居第１）            

<TRACK> 

<JUMP> 

 
<THROW> 

 

 

 

 

 

５月１１日（金） （長居第１） 

<TRACK> 

 
<JUMP> 

 
<THROW> 

 

 

 

 

 

 

開始時刻 種別 種目
10:30 女子 走高跳 決

２部 (10)走幅跳
１部 (10)走幅跳
２部 (10)走高跳
１部 (10)走高跳

15:50 競技終了

11:00

14:30

開始時刻 種別 種目
10:30 女子 ハンマー投 決
12:45 ２部 ハンマー投 決

２部 (10)砲丸投
１部 (10)砲丸投

15:00 １部 ハンマー投 決
16:00 競技終了

12:45

開始時刻 種別 種目
10:00 ２部 (10)110mH
10:05 １部 (10)110mH
10:15 １部 110mH 予
10:35 女子 100m 準
10:50 ２部 100m 準
11:05 １部 100m 準
11:20 女子 3000mSC 決
11:45 女子 400m 決
11:55 ２部 400m 決
12:05 １部 400m 決
12:25 ２部 110mH 決
12:35 １部 110mH 決
12:55 女子 100m 決
13:05 ２部 100m 決
13:15 １部 100m 決
13:35
13:55
14:20 １部 5000m 決
15:10 女子 4×400mR 予
15:25 ２部 4×400mR 予
15:50 １部 4×400mR 予
16:10 ２部 (10)1500m
16:20 １部 (10)1500m
16:30 競技終了

２部 5000m
タイムレース

決

開始時刻 種別 種目
10:00 ２部 三段跳 決

２部 (10)棒高跳
１部 (10)棒高跳

12:00 １部 三段跳 決
15:00 女子 棒高跳 決
16:30

12:35

競技終了

開始時刻 種別 種目
10:00 ２部 砲丸投 決

２部 (10)円盤投
１部 (10)円盤投

12:00 １部 砲丸投 決
14:00 女子 砲丸投 決

２部 （10）やり投
１部 （10）やり投

15:35 競技終了

10:50

14:45

開始時刻 種別 種目
9:30
10:00 ２部 (10) 100m
10:05 １部 (10) 100m
10:20 女子 100mH 予
10:40 女子 400m 予
11:00 ２部 400m 予
11:15 １部 400m 予
11:35 女子 1500m 予
11:50 ２部 1500m 予
12:05 １部 1500m 予
12:25 女子 100m 予
12:45 ２部 100m 予
13:05 １部 100m 予
13:25 女子 10000m 決
14:10 女子 400m 準
14:25 ２部 400m 準
14:35 １部 400m 準
14:50 女子 100mH 決
15:05 女子 1500m 決
15:15 ２部 1500m 決
15:25 １部 1500m 決
15:40 女子 4×100mR 予
15:55 ２部 4×100mR 予
16:10 １部 4×100mR 予
16:25 ２部 (10)400m
16:30 １部 (10)400m
16:40

開会式

競技終了



11 

 

５月１２日（土） （長居第１） 

<TRACK> 

 

<JUMP> 

 
<THROW> 

 

 

 

５月１３日（日） （長居第１） 

<TRACK> 

 

<JUMP> 

 
<THROW> 

  

開始時刻 種別 種目
10:00 女子 （7）100mH 予
10:15 女子 200m 予
10:35 ２部 200m 予
10:50 １部 200m 予
11:10 女子 800m 予
11:35 ２部 800m 予
11:55 １部 800m 予
12:15 女子 400mH 予
12:30 ２部 400mH 予
12:40 １部 400mH 予
13:10
14:00 ２部 3000mSC 決
14:15 １部 3000mSC 決
14:35 女子 200m 準
14:45 ２部 200m 準
14:55 １部 200m 準
15:10 女子 800m 準
15:30 ２部 800m 準
15:45 女子 400mH 準
15:55 １部 400mH 準
16:10 女子 （7）200m
16:25 女子 4×100mR 決
16:35 ２部 4×100mR 決
16:45 １部 4×100mR 決
16:55 競技終了

表彰式

開始時刻 種別 種目
10:00 女子 走幅跳 決
11:00 女子 （7）走高跳
12:30 ２部 走幅跳 決
13:00 ２部 走高跳 決
15:00 １部 走高跳 決
17:00 競技終了

開始時刻 種別 種目
10:00 ２部 円盤投 決
12:00 １部 円盤投 決
13:00 女子 （7）砲丸投
14:00 女子 円盤投 決
16:00 競技終了

開始時刻 種別 種目
10:00 女子 5000mW 決

２部 10000mW 決
１部 10000mW 決

11:40 ２部 10000m 決
12:25 女子 800m 決
12:35 ２部 800m 決
12:45 １部 800m 決
13:00 女子 400mH 決
13:10 ２部 400mH 決
13:20 １部 400mH 決
13:35 女子 200m 決
13:45 ２部 200m 決
13:55 １部 200m 決
14:10 女子 5000m 決
14:40 １部 10000m 決
15:20 女子 （7）800m 決
15:45 女子 4×400mR 決
15:55 ２部 4×400mR 決
16:05 １部 4×400mR 決
16:15
16:45

競技終了
閉会式

10:35

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
13:00 １部 棒高跳 決
14:00 女子 三段跳 決
16:00 競技終了

開始時刻 種別 種目
10:00 女子 やり投 決
12:15 女子 （7）やり投
14:00 ２部 やり投 決
15:30 １部 やり投 決
16:30 競技終了
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第７６回京都インカレ結果 

(4月13日-14日 西京極) 

男子対校の部     

▼100m     

牧川 真央 予 10.82 -1.1  

    優勝  10.60       ±0.0    PB 

蒼穹新 

眞武 俊輔 予 10.91 +0.4  

塚原 和明 予 28.18 ±0.0  

▼200m     

牧川 真央 予 21.77 +3.6  

 2位 21.27 +4.2  

水上 裕介 予 21.98 +3.0  

 8位 21.96 +4.2  

眞武 俊輔 予 22.51 +2.4  

▼400m     

庄司  真 予 49.91   

森  裕貴 予 50.61   

花岡 洋介 予 50.70   

▼800m     

水元 惟暁 予 1.56.73   

 3位 1.55.06  PB⑰ 

中井 一宏 予 1.57.56   

 7位 1.58.07   

宿利 隆司 予 1.58.81   

▼1500m（タイムレース）   

水元 惟暁 4位 3.57.25  PB⑯ 

久好 哲郎 7位 4.04.77   

水谷 浩人  4.10.97   

▼5000m     

平井  幹 7位 15.00.54   

久好 哲郎  15.19.30   

▼10000m     

横山 裕樹 5位 30.58.94  PB⑦ 

小御門 道  34.16.41  PB 

▼110mH     

牧川 真央 予 15.07 +1.3 PB⑤ 

栗林 健一 予 15.07 +1.9 CB⑤ 

戸川 洋一 予 15.39 +2.1  

▼400mH     

蔭山  凌 予 56.47   

堀江 一司 予 57.97   

山崎 英治 予 58.55  PB 

▼3000mSC（タイムレース）   

荒木 伸哉 8位 9.48.07  PB 

不破 佑太  9.53.15   

中東 太一  10.40.62   

▼4×100mR     

谷口-牧川- 

 水上-眞武 3位 41.04  ②

▼4×400mR     

花岡-庄司- 

森(裕)-谷口 6位 3.21.78   

▼走高跳     

菅原 知紘 6位 1.90   

戸川 洋一  1.70   

森田 悠也  1.65   

▼棒高跳     

田中 皓介 優勝 4.50   

秋元 一志 2位 4.30   

清水 宏幸 7位 3.90   

▼走幅跳     

西村 優汰 優勝 7.04 +2.7  

公認 6m77 

巽  浩之  6.42 +1.5  

日浦  幹  6.38 +0.8  

▼三段跳     

巽  浩之  13.04 +1.9  

日浦  幹  12.75 -0.2  

▼砲丸投     

戸川 洋一  9.36   

森  洋貴  7.84   

森田 悠也  7.36   

▼円盤投     

矢川 勝太  31.43   

神野 洋介  24.97   

森田 悠也  16.01   

▼やり投     

矢川 勝太  46.18   

森  洋貴  35.03   

▼ハンマー投    

林  真幸 8位 35.85  PB 

近藤 耕平  18.67   

女子対校の部    

▽100m     

熊澤 真奈 予 13.42 +1.0 CB 

宮崎 伶菜 予 14.00 +0.9  

▽800m     

岩橋  優 予 2.21.40   

加奈山憲代 予 2.26.09   

▽1500m（タイムレース）   

岩橋  優 7位 4.40.67   

田中 友里  4.55.95   

▽400mH     

熊澤 真奈 予 66.86   

 7位 66.31  CB② 

▽3000mSC     

三村 有葉 3位 13.09.47   

▽4×100mR     
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宮崎-熊澤 

-岩橋-中尾 6位 53.40   

▽走高跳     

中尾 優里 8位 1.35   

▽棒高跳     

宮崎 伶菜  NM   

▽走幅跳     

宮崎 伶菜  4.55 +2.2  

男子オープンの部     

▼100m     

谷口 裕幸  11.27 ±0.0  

山田  諒  11.36 +0.9  

神谷 諒介  11.40 -0.2  

▼200m     

谷口 裕幸  22.64 +1.6  

▼400m     

長谷川 聡  52.16   

▼800m     

大川  亮  1.59.54   

横山 高広  2.00.84   

浅井 健介  2.01.11   

▼1500m     

小山 俊之  3.56.51   

▼5000m     

小山 俊之  14.58.87   

▼3000mSC     

佐藤 章徳  9.40.08   

▼棒高跳     

小西 康晴  3.90   

 

総合成績 

▼男子の部対校戦成績 

１位 立命館大学            158点 

２位 京都産業大学          129 点 

３位 龍谷大学                 92 点 

４位 同志社大学                83 点 

５位 京都教育大学            76.5点 

６位 京都大学           75.5点 

 

▽女子の部対校戦成績 

１位 立命館大学           163.5点 

２位 京都教育大学          131.5点 

３位 龍谷大学                   72点 

４位 同志社大学         69点 

５位 佛教大学             33点 

６位 びわこスポーツ大学      27点 

７位 京都産業大学        25点 

８位 光華女子大学        13点 

９位 滋賀大学                   10点 

１０位 京都大学                  8点
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個人戦・記録会などの結果 

 （2011年12月23日～2012年 4月22日） 

第1回北和記録会（12/23 鴻ノ池）   

▼100m     

水上 裕介  11.3 +1.1  

▼400m     

橋本 匠平  59.12   

▽3000m     

三村 有葉  12.01.60   

     

第23回加古川マラソン（12/23 加古川）  

▼マラソン     

夫津木廣大 2.55.20   

     

第1回関西学院記録会（12/24 関学グラウンド） 

▼5000m     

小山 裕之  15.11.48   

小山 俊之  15.28.32   

櫻井 研吾  15.48.18   

     

学連長距離ロード記録会（2/11 長居周回コース） 

▼ハーフマラソン    

平井  幹  1.06.53  PB③ 

横山 裕樹  1.08.02  ♪⑧ 

久好 哲郎  1.08.55  ♪⑭ 

荒木 伸哉  1.09.07  ♪⑰ 

櫻井 研吾  1.10.08   

菊川 信人  1.12.00   

小山 裕之  1.12.36   

中東 太一  1.14.46  ♪ 

古薗 智也  1.17.54  ♪ 

夫津木廣大  1.20.16  ♪ 

▽10ｋｍ     

三村 有葉  42.56   

     

第19回泉州国際市民マラソン（2/19 泉州）  

▼マラソン     

内田 健弥  3.17.10   

     

東京マラソン 2012（2/26 東京）   

▼マラソン     

櫻井 研吾  2.41.56   

     

第29回宇治川マラソン（2/26 山城運動公園） 

▼10ｋｍ     

不破 佑太 8位 32.29   

小御門 道  41.21   

     

第32回篠山ＡＢＣマラソン大会（3/4 篠山）  

▼マラソン     

菊川 信人  2.35.31   

     

京都マラソン 2012（3/11 京都）   

▼マラソン     

小山 俊之  2.31.30  ♪⑤ 

小山 裕之  2.33.17  ♪⑧ 

櫻井 研吾  2.36.37  PB⑮ 

菊川 信人  2.39.08   

白石 晃將  2.58.45  ♪ 

     

第3回学連記録会（3/18-19 西京極）  

▼100m     

吉田 繁治  10.72 +1.8  

眞武 俊輔  11.04 +1.7  

水上 裕介  11.19 +1.7  

山田  諒  11.57 +1.8  

鈴木 將太  11.84 +0.6 CB 

栗田 京典  12.10 +2.2  

川本 雅人  12.14 +0.6  

森田 悠也  12.24 +0.6  

▼200m     

谷口 裕幸  22.59 ±0.0  

森  裕貴  23.13 ±0.0  

▼400m     

庄司  真  50.16   

蔭山  凌  52.35   

牧川 真央  52.95   

吉川  慶  53.43   

▼800m     

横山 高広  2.00.65   

宿利 隆司  2.02.44   

神埜  勝  2.03.94   

堀江 一司  2.04.75   

松田 優拓  2.05.03   

河本  聡  2.07.35   

吉川  慶  2.07.78  PB 

▼1500m     

横山 裕樹  4.09.39   

平井  幹  4.18.01   

中東 太一  4.21.51   

神埜  勝  4.22.57   

松田 優拓  4.27.67   

宿利 隆司  4.32.42   

小御門 道  4.36.01   

▼5000m     

横山 裕樹  14.56.96   

古薗 智也  17.07.57   

▼10000m     

平井  幹  30.55.33   

久好 哲郎  33.23.21   
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小御門 道  34.46.57  PB 

▼110mH     

栗林 健一  15.45 +2.5  

牧川 真央  15.88 +2.3  

▼400mH     

堀江 一司  58.43   

山崎 英治  60.88   

▼3000mSC     

不破 佑太  9.49.18   

荒木 伸哉  9.50.40  PB 

夫津木廣大  11.01.30   

▼棒高跳     

田中 皓介  4.10   

菅原 知紘  2.70  ♪ 

矢澤  学  NM  ♪ 

▼走幅跳     

巽  浩之  6.28 +2.1  

日浦  幹  6.13 +2.3  

▼三段跳     

飯村 大智  12.54 -0.5  

日浦  幹  11.86 -0.7  

▼ハンマー投    

林  真幸  31.58  PB 

▽100m     

宮﨑 伶菜  14.52 +1.6  

▽800m     

岩橋  優  2.21.51   

加奈山憲代  2.27.87   

▽5000m     

三村 有葉  20.08.24  PB 

▽400mH     

熊澤 真奈  66.42  CB② 

▽3000mSC     

三村 有葉        12.47.79        PB 

蒼穹新 

▽走高跳     

中尾 優里  1.30   

▽走幅跳     

宮﨑 伶菜  NM   

     

第3回穂の国豊橋ハーフマラソン（3/25 豊橋市陸

上競技場発着特設コース） 

▼ハーフマラソン    

阿部 弘規 １部 1.17.58  非公認 

     

第2回北和記録会（3/31 鴻ノ池）   

▼100m     

眞武 俊輔 Ⅰ 11.03 +4.0  

 Ⅱ 11.17 -0.6  

塚原 和明 Ⅰ 11.61 -0.4  

 Ⅱ 11.75 -1.3  

山田  諒 Ⅰ 11.83 +0.6  

 Ⅱ 11.49 +1.6  

吉川  慶 Ⅰ 12.13 -0.1  

 Ⅱ 12.03 +0.2  

鈴木 將太 Ⅰ 12.19 +0.2  

 Ⅱ 12.07 -0.4  

森田 悠也 Ⅰ 12.85 +0.2  

▼200m     

眞武 俊輔  22.56 +0.7  

水上 裕介  23.14 ±0.0  

吉川  慶  24.34 +2.7  

▼800m     

中井 一宏  1.59.22   

大川  亮  2.02.46   

寶德 真大  2.10.86   

宿利 隆司  2.13.86   

▼110mH     

菅原 知紘  17.22 +1.6  

神野 洋介  17.98 +1.6 PB 

▼400mH     

蔭山  凌  57.57   

山崎 英治  60.31   

▼走高跳     

森田 悠也  NM   

▼棒高跳     

矢澤  学  NM   

▼走幅跳     

西村 優汰  7.16 +2.3  

公認7m09 

日浦  幹  6.29 +3.3  

公認6m05 

巽  浩之  6.09 +0.8  

▼三段跳     

日浦  幹  12.59 +4.4  

公認12m39 

▼やり投     

田中 皓介  45.89   

▼円盤投     

菅原 知紘  16.4   

森田 悠也  NM   

▽100m     

熊澤 真奈 Ⅰ 14.11 -0.1  

 Ⅱ 14.19 +0.4  

中尾 優里 Ⅰ 14.37 +2.9  

 Ⅱ 14.76 +0.2  

▽200m     

宮崎 伶菜  30.1 +1.8  

▽400m     

熊澤 真奈  63.07   

▽走高跳     

中尾 優里  1.38   
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▽走幅跳     

宮崎 伶菜  NM   

     

第60回大阪学生陸上競技対抗選手権大会（4/5-6 

長居第 2陸上競技場） 

▼10種競技 OP    

菅原 知紘  5501   

12.28(-4.1)-6.43(+2.0)-8.08-1.86-51.65-16.71(

+0.8)-17.87-3.00-41.98-4.34.21  

  

神野 洋介  4495   

12.31(-4.1)-5.17(+0.1)-9.59-1.55-54.78-18.18(

+0.8)-23.65-2.40-34.53-4.59.51  

  

戸川 洋一  DNF  ♪ 

11.88(-4.1)-5.93(+2.0)-8.97-1.70-57.03-16.86(

+0.8) 

     

兵庫春季記録会（4/10-11 神戸ユニバー）  

▼200m     

谷口 裕幸  23.28 -1.8  

▼800m     

神埜  勝  2.04.19   

▼1500m     

神埜  勝  4.18.13   

     

第1回京都陸協記録会（4/9 西京極）  

▼100m     

水上 裕介 Ⅰ 11.15 +0.2  

 Ⅱ 11.45 -1.1  

神谷 諒介  11.69 -1.1  

森田 悠也  12.24 -2.8  

栗田 京典  12.40 -1.6  

山田  諒  12.44 -2.3  

▼400m     

水元 惟暁  51.22  PB 

吉川  慶  52.80  CB 

桐山 真臣  53.37  CB 

▼1500m     

横山 高広  4.13.23   

不破 佑太  4.13.88  PB 

橋本 宏平  4.41.29   

▼110mH     

栗林 健一  15.49 -2.0 CB 

牧川 真央  15.63 -2.0  

戸川 洋一  16.31 -1.6 CB 

▼400mH     

蔭山  凌  55.67   

堀江 一司  56.09  PB

山崎 英治  59.61  PB 

▼棒高跳     

田中 皓介  4.60   

秋元 一志  4.20   

小西 康晴  NM   

矢澤  学  NM   

▼走幅跳     

巽  浩之  6.32 +1.3  

▼砲丸投     

山本 裕太  10.50  ♪ 

▼ハンマー投    

林  真幸  34.45  PB 

     

第52回長野県陸上競技春季大会 （4/21-22 松本

平広域公園陸上競技場） 

▼100m     

矢澤  学 予 11.73 -0.6 PB 

 準決 11.69 +3.7  

     

第2回京都陸協記録会 （4/22 西京極）  

▼100m     

吉田 繁治  10.93 +1.3  

▼200m     

堀江 一司  23.21 +0.6 PB 

▼800m     

宿利 隆司  1.58.70   

横山 高広  2.01.31   

神埜  勝  2.02.57   

寶德 真大  2.02.83  PB 

庄司  真  2.04.70   

森  裕貴  2.05.18   

河本  聡  2.05.38   

松田 優拓  2.05.72   

▼3000m     

水谷 浩人  9.15.9  PB 

▼5000m     

中東 太一  16.25.5   

▼110mH     

栗林 健一  15.59 +1.5  

▼400mH     

堀江 一司  56.28   

▼5000mW     

永田 和寛  25.35.5   
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