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主将挨拶 

 

来る 8 月 4・5 日に福岡の博多の森にて七大戦が開催されます。チームも成長し、全力を出し切ったにもかか

わらず一部に昇格できなかった関西インカレから約 3 カ月、七大戦こそはと努力を重ねてまいりました。さらに

は、新入生も加わり新しいチームになりました。今年のチームではまだ成し遂げていません。残り短い時間です

が、当日に最高の状態で臨めるよう部員一同精進し、阪大の連覇を止め、必ずや優勝を手にするため、全力を尽

くして参ります。 

今年も連覇を重ねる阪大、さらには東大・東北大との争いになると考えられます。ランキングでは京都大が他

大をリードしていますが、油断することなく、部員一同、持てる力を最大限に発揮してまいります。九州と遠方

ではありますが、蒼穹会の皆様には、是非足を運んでいただき、激励、ご声援のほどよろしくお願いします。 

 

京都大学陸上競技部主将 水元 惟暁 

 

 

女子主将挨拶 

昨年の七大戦では、総合 3 位という目標を達成することができましたが、名古屋大、北海道大の上位 2 大学とは

水をあけられた形となりました。しかしその 2 校で主戦力が卒業したため、本年は混戦が予想されます。1 回生

時より「3 年後には優勝を」と目標にしてきた私たち 4 回生を中心に、年々バランスもとれ充実したチームとな

ってまいりました。1 年間男子とともに目指してきた総合優勝に向け、どの種目も落とせない非常に厳しい戦い

となりますが、各々が七大戦を楽しみ、実力を十分に発揮することができれば納得のいく結果はついてくると信

じております。本年も遠方九州での開催ではありますが、蒼穹会の皆様、特に女子部卒の皆様には是非足を運ん

でいただき、声援を送っていただきますようよろしくお願いいたします。 

 

京都大学陸上競技部女子主将 岩橋 優 
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監督挨拶 

 

 今年も七大戦の季節がやってまいりました。今年度は 8 月 4 日、5 日の二日間、博多の森陸上競技場におきま

して九州大学の主管で行われます。 

 京都大学は今年度、関西インカレにて 1 部昇格という目標を達成することができず、悔しい思いをいたしまし

た。舞台は違いますが、この悔しさを七大戦での優勝をもって晴らしてみせたいと思います。 

 男子は今年多くの選手が自己ベストを更新しており、また有望な新人も多く加入し、彼らの成長も相まって関

西インカレの時よりも確実に力をつけております。特にトラック種目での選手層の厚さは際立っており、京大が

優勝するためにはトラック種目で他大学に大きく差をつけることが必須であるといえます。フィールド種目に関

しては、ランキングだけ見れば得点圏内にいる選手は多くありません。しかし、事前予想においてトラック種目

で大量に得点するとされているからこそ、ランキングでは得点圏外の選手が下馬評を覆してもぎ取る 1 点が非常

に貴重であり、京大に流れを引き込む力になるはずです。部員全員が死力を尽くして戦い、なんとしても 7 年ぶ

りの優勝を果たして欲しいと思います。 

 女子については、主将である岩橋が今年大学入学以来最高の調子を見せており、また同じ 4 回生の加奈山も自

己ベストを更新してきております。3 回生以下も含め、得点を期待できる選手は多くいます。例年女子は優勝争

いに加われていませんが、昨年度を含めたここまでの成績を考慮すると、例年以上の高いレベルで勝負できるは

ずであると考えています。一人一人が一つでも上の順位を狙い、優勝を目指して戦ってもらいたいと思います。 

 蒼穹会の皆様方には、暑い中での試合になるかとは思いますが、是非とも会場までお越しいただきまして、ご

声援を送って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監督   前田 峰尚 
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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

10:00 女子 走高跳 決
10:00 男子 走幅跳 決
11:30 男子 走高跳 決
13:00 女子 走幅跳 決
14:30 男子 三段跳 決

10:00 男子 円盤投 決
11:30 男子 砲丸投 決
11:30 女子 砲丸投 決
13:00 男子 やり投 決
14:30 男子 ハンマー投決

競技終了後　　　　　　　閉会式

9:00  開会式
トラックの部

フィールドの部
＜跳躍＞

＜投擲＞

七大戦競技日程 

 
《オープンの部》８月４日(土) 博多の森陸上競技場 
《対校の部》 ８月５日(日) 博多の森陸上競技場 

 

 

※男子棒高跳（対校の部） 

 は 4日(土)の 14:00より 

 行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆バスで行く場合 

福岡空港／地下鉄福岡空港駅から 

宇美営業所行乗車、博多の森競技場前 下車５分程度 

地下鉄４番出口横 （片道１６０円） 

西鉄バス公式サイト（時刻表検索） 

http://www.nishitetsu.co.jp/  

-------------------------------------------------------------------------------- 

◆タクシーで行く場合 

福岡空港から５分～１０分程度 
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七大戦展望 

 
～短距離～ 

 

100ｍ 

眞武俊輔（4）10”84 

牧川真央（3）10”60 

石田真也（1）11”16 

 

年々層が上がっている男子 100ｍにはいつもの眞武、

牧川に加え、有力新人の石田が出場する。眞武は足の

状態を考慮してこの種目のみに専念する。過去３回全

ての七大戦で表彰台に上がっているというこの大会

での勝負強さを最大限に発揮し七大記録保持者とし

て最後に４回目の正直を見せてほしい。 

牧川は七大学断トツの記録を持っている。もはや誰に

も彼を止めることはできないだろう。大会記録更新と

優勝に期待がかかる。石田は自己ベスト 10 秒 8 台を

持つ注目ルーキーである。上記のタイムは向かい風の

強い中で出したもので、本番にて 10 秒台を出す力は

十分ある。初の対校戦なので気楽に走ってきて欲しい。 

 

200ｍ 

牧川真央（3）21”53 

水上裕介（3）21”75 

塚原和明（3）22”45 

男子 200m は牧川、水上、塚原が出場する。牧川、

水上は本数の重なる上での最後のレースだが、彼らの

勝負強さは関西、京都インカレで実証済。ワンツーを

決めてきてきれるであろう。塚原は京都選手権でつい

に 22 秒前半にまで戻ってきた。十分得点圏内にいる

はずなのでランキングを覆す走りを期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多種目制覇を目指す牧川。今回も大量得点に期待した

い。 

400ｍ 

長谷川 聡(4) 50”44 

庄司 真  (2) 49”24 

辻 智彦  (1) 50”59 

 

昨年 4 位の長谷川は冬のケガの後遺症に苦しみ、今

シーズンまだ 50 秒中盤に甘んじている。4 回生の意

地を見せたいところである。庄司は関カレで自己ベス

トを連発し、今シーズンの短長パートを牽引してくれ

ている。関カレマイルをラップ 47”7 でまわったよう

に、48秒台でトップ争いをする実力は既にあるので期

待したい。辻はまだ全盛期にまでは回復してない途上

であるが、それでも決勝進出・得点するだけの可能性

は十分ある。今季の記録的に決勝ライン付近にいる長

谷川・辻が本領を発揮し決勝に残れるかがカギになり

そうである。 

 

110ｍH 

牧川真央 （3）14”96 

栗林健一 （3）15”07 

戸川 洋一（2）15”46 

 

関西インカレで 14秒台に突入した牧川、競技スケジ

ュールの厳しいこの七大でついに４種目目に手を出

した。京都インカレ、関西インカレと非常に忙しい中

試合をこなせてきている彼なら不安要素無く全て走

り切り、優勝してくれるであろう。栗林も 14 秒台ま

であと一歩というとこまで来ている。今年は春から安

定した走りができており、期待が持てる。決勝でラン

キングを覆す走りをしてきてくれるだろう。戸川は十

種競技において上記のタイムを叩き出した。さまざま

な競技をこなすことができ、ポテンシャルに優れる彼

はどこまで上位陣に攻めこめるか楽しみである。 
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ランキング上位の栗林。表彰台の期待が懸かる。 

 

400mH 

堀江 一司 (3) 56”09 

蔭山 凌  (2) 55”66 

戸川 洋一 (2) 55”67 

 

堀江は関カレ後肉離れを患ったが無事復帰を果たし

た。ケガを気にし過ぎず自信を持って走ってほしい。

蔭山は今の京大 400mHの第一人者。55秒台にくすぶ

っている印象だが走力は上がっているので、あとはハ

ードリングとのかみ合わせ次第である。54”台と表彰

台を期待する。戸川は 110mH が本業であるが大学初

の 400mHで好記録をたたき出した。複数種目出場の

疲労はあるだろうが、どのくらいの記録を出し得点し

てくれるか楽しみである。ランキング 4，5，7位を占

めるこの種目、3 人とも決勝で得点に絡み試合後半に

勢いをつけてほしい。 

 

4×100ｍR 

眞武俊輔（4） 

神谷諒介（3） 

塚原和明（3） 

牧川真央（3） 

水上裕介（3） 

石田真也（1） 

 

関西インカレで全日本インカレ標準を突破したこの

種目。走順は水上-神谷-牧川-石田である。神谷は今年

何度も自己ベスト付近で走れている。中間型なので今

回は彼のポテンシャルを最大限に発揮できる。今回は

東大、阪大との勝負となるが、各自が持てる力を最大

限に発揮できれば大会記録更新も十分望める。京大短

短の層の厚さを見せつけたい。 

 

4×400mR 

長谷川 聡(4) 

菅原 知紘(3) 

花岡 洋祐(3) 

森 裕貴  (3) 

庄司 真  (2) 

辻 智彦  (1) 

 

今のところメンバーおよび走順は花岡‐長谷川‐森

裕‐庄司であるが、当日の調子次第では入れ替えもあ

り得る。ここ 2年最下位という屈辱を味わってきた種

目、特に昨年手元からすり落ちた優勝を今年は何とし

ても収めたい。試合最後、他大学が疲労を抱えての中、

花岡・森とマイルの経験と実績豊富な 2人をフレッシ

ュな状態で起用できるのが強みである。勝負にこだわ

ったレースをする。 

 

女子 100m 

釜谷美翔子（3）13”03 

熊澤真奈 （2）13”42 

 

女子 100mには釜谷と熊澤が出場する。 

釜谷は調子が大分上がってきているようであり、七大

戦直前の富山県選手権にて 100mHベストを大幅更新

した。走力は確実に上記のタイム以上なので優勝をも

ぎ取ってきてくれるだろう。熊澤は順調に練習を積め

てきているようであり、ランキングでは決勝ライン上

にいる。ここからは勝負の世界。予選から全開の走り

をしていって欲しい。 

 

女子 400m 

加奈山 憲代 (4) 60”74 

釜谷 美翔子 (3) 60”36 

 

加奈山は冬季ケガに苦しんだが今季 800m、400m と
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自己ベストを達成しており、その 400mのタイムもケ

ガを抱えてのものであった。レベル向上の著しい女子

400m であるが、3 年連続ファイナリストの経験を活

かし得点をもぎ取ってほしい。釜谷は安定して 60 秒

台で走れ、いつでも60秒を切る実力はあるはずだが、

なかなか切れないでいる。本人の七大に対する意識も

とりわけ高いので、決勝ハイレベルな混戦の中でその

うっぷんを一気に晴らしての一着を期待したい。 

 

女子 4×100mR 

加奈山憲代（4） 

釜谷美翔子（3） 

熊澤真奈 （2） 

宮崎伶奈 （2） 

中尾優里 （2） 

 

走順は宮崎-熊澤-加奈山-釜谷である。バトン練習は今

までずっと積んできており、安定感がある。目標は表

彰台。50秒台を持つ上位３大学にとことん食らいつき、

１つでもランキングを覆してきてもらいたい。 

 

～中距離～ 

 

８００m 

水元 惟暁(4) 1.54.53 

中井 一宏(2) 1.53.87 

櫻井 大介(1) 1.52.36 

 

近年でも最高の水準で迎える京大の 800、水元・中

井・櫻井の三人が出場する。東大の高森(5)が最大の壁

となるが、表彰台を独占し、終盤の盛り上がりに一役

買いたい。水元は関カレ後一旦調子を落としたが、復

活してきている。七大戦の 800は最も出場経験も思い

入れもある。1500 の疲労はあるが、気持ちでは誰に

も負けないレースをし、優勝を狙いたい。高校時代の

自己ベストを更新し、実力がついてきたのを形にした

中井。初の七大戦になるが気負わず、自分の力を発揮

できる展開に持ち込み、優勝を狙ってほしい。すでに

1500でベストを更新し、800では西日本インカレ決勝

にコマを進めたスーパールーキー櫻井は乗りに乗っ

ている。今回は 800のみの出場となる。狙うは優勝と

ともに大会記録の更新しかない。 

 

 

激戦の 800m での活躍が期待される主将・水元(左)と

中井(右)。櫻井も合わせて表彰台を独占してほしい。 

 

15００m 

水元 惟暁  (4) 3.56.95 

横山 裕樹  (3) 3.59.29 

平井 健太郎(1) 3.56.64 

 

水元は春先に大幅にベストを更新してから、3分台を

コンスタントに出し続けており、調子がいい。優勝も

狙える位置にいるので、持ち前のスピードでラスト勝

負を制したい。横山裕樹も今年 3分台を出し、勢いに

乗っている。今年は 5000mとの兼任になるが、昨年 8

位に終わった雪辱を果たし、表彰台に上って欲しい。

期待の新人平井健太郎は、怖いもの知らずな走りです

でにベストを更新し、実力を見せつけている。こちら

も 5000m との兼任になるが、自分のレースをして、

優勝を狙ってほしい。こちらも 800と共にかなり高い

水準で迎えられる。上位は混戦が予想されるが、しっ

かり勝ち、大量得点をしたい。 

 

女子８００m 

岩橋 優    (4) 2.12.84 

加奈山 憲代(4) 2.19.62 

 

岩橋はこれまでの不調を吹き飛ばすように調子を上

げてきている。先日の西日本インカレでは自己ベスト

まで 0.1秒まで迫り、全カレ標準を切った。今年こそ
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名大の鈴木(3)に勝ち、3年ぶり 2回目の優勝をなんと

か手にして欲しい。加奈山も最近の試合ではベスト付

近をコンスタントに維持し、七大戦に向けて準備は万

端のようである。当日は他種目出場になるがしっかり

得点してきてもらいたい。4 回生 2 人が出場するこの

種目。2 人とも今年が最後の七大となるので、悔いの

ないレースをし、勝利を手にして欲しい。 

 
最近蒼穹新を出し勢いづいている岩橋。さらなる更新

と上位入賞が期待される。 

 

～長距離～ 

 

５０００m 

平井 幹    (3)  14.48.91 

横山 裕樹  (3)  14.50.63 

平井 健太郎(1)  14.45.63 

 

5000mに出場するのは、平井幹、横山裕樹、平井健

太郎の 3人である。平井幹は 7月に入ってから調子は

万全ではないものの、関西インカレ 2種目で大車輪の

活躍を見せたその力は折り紙つき。去年はこの種目 2

位で悔しい思いをした分、今年は何としても雪辱を晴

らしたい。自信を持って、まずは楽しむつもりで本番

に備えてもらいたい。横山裕樹は今年安定して 14 分

台をマークしている。絶大な安定感を誇るが、今回は

1500mと兼任。しかし、6月の記録会で１日２種目を

体験済み、しっかりとした結果を残している。当日は

暑さとの勝負になるが、しっかり乗り越えて優勝を勝

ち取りたい。平井健太郎は 1 回生ながら、その速さ、

強さは誰もが認めるところ。関西インカレは怪我で欠

場したものの、伊勢予選では 30 分台の大車輪の活躍

を見せた。猛暑の中、1500 との兼任になるが、タフ

な平井には問題ないだろう。1 回生らしくのびのび走

ってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長距離陣の軸を成す平井幹(左)と横山(右)。関カレのよ

うな活躍を見せてほしい。 

 

３０００mSC 

不破 佑太(4)  9.29.89 

荒木 伸哉(3)  9.48.06 

 

3000scに出場するのは不破と荒木である。不破は今

年が最後の七大戦。3000scに強いこだわりを持ち、経

験を積んできた。去年はギリギリで得点を逃してしま

ったが、今年はチームの為、自分のためにその雪辱を

晴らしたい。七大最初の種目となる 3000sc で勢いを

つけるため、不破が魂の走りを見せつける。荒木は今

シーズンなかなか結果が出ないものの、去年より確実

に成長している。タイムだけではなく、気持ちの面で

も安定感が出てきており期待が持てる。この七大で一

皮むけるためにも、果敢に得点争いに加わって、得点

を勝ち取ってきてもらいたい。 

 

女子３０００m 

岩橋 優  (4)  10.05.58 

田中 友理(3)  10.30.79 

 

女子 3000mに出場するのは岩橋と田中である。 

岩橋は今シーズン 1500mでベストを出し、800mで

も大学ベストを更新した。今まで怪我や不調などで苦

しむことも多かったが、七大を目前に調子を上げてき

た。最後の七大になるが、目指すは表彰台。暑く、厳

しい戦いなるが、今まで女子部を支えてきた意地とプ
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ライドをもって精一杯駆け抜けて欲しい。田中は今シ

ーズンも非常に安定した走りを見せている。格上の選

手もいるが、猛暑の中の 3000m、何が起こるかわから

ない。果敢に得点を狙うのはもちろん、七大で一皮む

けるためにも大幅ベストを更新してもらいたい。 

 

～跳躍～ 

 

走高跳 

菅原  知紘  (3)   2m00  

山岡 隆央  (1)   1m85  

山田 健太郎(1)    1m70 

 

とうとう期待されていた 2m の大台に乗った菅原。

暫定ランキングは堂々のトップである。とはいえ勝負

は 1m90 台の戦いになると思われるので、1m 台で確

実に勝負を決め、是非とも 2mを跳んで会場を沸かせ

て欲しい。また走高跳には 1回生が 2人出場する。 

山岡は得点のためにはベスト付近の記録を確実に跳

ぶことが求められるが、安定して 1m80を跳ぶ力は持

ち合わせているので、試合の運び次第では得点も取れ

ると思うので期待したい。山田は得点は厳しいかもし

れないが、山岡とともに若い力で試合を盛り上げて欲

しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m の大台に乗った菅原。大舞台でさらなる高みを目

指していってほしい。 

 

棒高跳 

清水 宏幸 (4)3m90  

矢澤 学  (4)3m70  

岡田 洋  (2)3m70 

 

去年の 4回生が抜けて、成長著しい清水・矢澤・岡田

の 3人が棒高跳に出場する。清水は今シーズン 4mは

まだ跳べていないが、安定した力を出せるようになっ

てきた。矢澤はこの冬から棒高の練習に励み、非常に

速い成長スピードでここまで上がってきた。 

岡田も今シーズンに入って調子を上げ、中学以来の自

己記録を出して強くなってきている。ランキングでは

4m 台が 8 人おりハイレベルな争いとなっており、記

録上では苦戦することが予想されるが、競技の特性上

ランキングは簡単に覆る。3人とも伸びしろ十分で 4m

台で戦える力は十分にあり、非常に楽しみな種目であ

る。 

 

走幅跳 

西村 優汰 (3) 7m09  

巽  浩之 (3) 6m63  

山田 健太郎(1) 6m52 

 

3 連覇のかかる西村は京選で 7m36を跳び、復調傾

向にある。記録では西村の前にでる者はいないので、

ここはしっかり 1位をとって王者の、そして次期主将

の風格を見せて欲しい。巽は安定して 6m60台を出せ

る力を持っており、十分に得点を狙える位置にある。 

またこれが初の七大ということで、関カレ 9位に終わ

ってしまった悔しさを晴らして欲しい。山田は 1回生

ながらブランクを感じさせない仕上がりで、調子と周

りの記録次第では得点もありうる。6m 後半が得点ラ

インで混戦模様になっているが、巽も山田もそこで戦

える力はあり、記録次第では大きく順位を覆すことも

できるため、ここで得点ができれば大いに盛り上がる

だろう。 
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走幅跳 3連覇が期待される西村。王者としての意地を

見せてほしい。 

 

三段跳 

西村 優汰 (3)14m43  

菅原 知紘 (3)13m50  

山岡 隆央 (1)13m66 

 

去年の七大戦で強敵の阪大勢の一角を崩した勝負強

さは見事だった西村。今年はランキングでも非常にい

い位置にいる。あまり三段跳の試合には出ていないが、

要所でしっかりと決めてくれる勝負強さに今回も期

待したい。菅原は三段の練習は最近始めたばかりだが、

長身を生かしたその能力の高さには目を見張るもの

があり、台風の目になるかもしれない。試合ではダー

クホースとしてランキングを荒らして欲しい。山岡は

跳躍種目のオールラウンダーであり、1 回生にして好

記録が期待できる。13m後半で得点は狙えるので、菅

原・山岡ともに積極的に勝ちに行く姿勢を見せて欲し

い。今年は跳躍の 1回生が複数種目で出場する。フレ

ッシュさを存分に見せて、楽しんできてもらいたい。 

 

女子走高跳 

中尾 優里(2) 1m45 

 

中尾は京選で 1m45 を跳び、自己ベストを 10cm 更

新し確実に強くなっている。試技数によっては十分得

点できる位置にいるので、試合では自己記録を確実に

跳んで、自己ベストに挑戦して欲しい。また変に気負

わずに、去年から大きく成長した姿を見せて欲しいと

思う。 

 

女子走幅跳 

宮崎 伶菜(2) 5m04 

中尾 優里(2)  NR 

 

女子走幅跳は 5m ジャンパーが選手が 8 人おり、非

常にハイレベルな戦いが予想される。去年のシーズン

ベストをこの七大で出して入賞した宮崎は調子はま

ずまずといったところ。風に影響されやすいぶん、良

い風が吹けば好記録、そして得点も望めるであろう。 

中尾は走高跳の後で疲れもあると思うが、気持ちを切

り替えてベストを尽くして欲しい。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

神野 洋介(3)  10m13    

戸川 洋一(2)  10m11    

山本 裕太(1)  11m12 

 

砲丸投には神野・戸川・山本の３人が出場する。山

本は京都選手権で 11ｍを超え、表彰台を狙える位置に

いる。神野・戸川もベストを更新すれば、ベスト 8そ

して得点が見えてくるので期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待の投擲ルーキー山本。臆することなく存分に力を

発揮してほしいところだ。 

 

 

円盤投 

神野 洋介 (3)  28m75   

林 真幸   (3)  25m43   
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山本 裕太 (1)  NR 

 

円盤投には神野・林・山本の 3 人が出場する。神野

はターンの技術が増し 28~29ｍは投げられるように

なっているので 30ｍを狙っていってもらいたい。山本

も 30ｍを投げる力は十分にあるので同じく 30ｍを狙

っていってほしい。林はあまり円盤の練習をしていな

いが、ベストを出し、後のハンマー投に勢いをつけた

いところだ。 

 

ハンマー投 

近藤 耕平 (4)  18m67   

神野 洋介 (3)  20m07    

林 真幸   (3)  35m85   

 

ハンマー投には近藤・神野・林の 3人が出場する。林

は得点ラインにいるため、1 点でも多くの点を取りた

いところだ。神野は最近ハンマー投の練習も積極的に

行っており、25ｍを超えることは確実だ。近藤も忙し

い中、精力的に練習をしている。25ｍを目指してほし

い。 

 

やり投 

塚原 和明(3)  44m04   

若園 直樹(1)  50m52 

山本 裕太(1)  48m11   

 

やり投には塚原・山本・若園の 3 人が出場する。若

園は 6月に自己ベストかつ 50ｍ超えを果たしている。

山本も記録こそ 50ｍを超えていないが、50ｍを大き

く超える力を持っている。2 人にはベスト 8 そして得

点を狙っていってもらいたい。塚原は 200ｍの結果に

よって出場するか否かを決めるが、持ち記録の頃より

かなり上達しており、2人と同様大きく期待できる。 

 

女子砲丸投 

熊澤 真奈(2)  NR     

宮﨑 伶菜(2)  NR 

 

女子砲丸投には熊澤・宮﨑の 2人が出場する。勝負は

厳しいが、東大戦含め今後のために経験を積んでもら

いたい。 
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個人戦・記録会などの結果 

(2012年 4月 30日～2012年 7月 21日) 

 

第 1回奈良市陸上競技記録会 （於 鴻池） （4月 30日）

▼100m     

吉田 繁治 Ⅰ 10.83  -0.1  

       Ⅱ 10.87  ±0.0  

水上 裕介 Ⅰ 11.04  +0.8  

       Ⅱ 11.22  ±0.0  

谷口 裕幸 Ⅰ 11.22  -0.1  

       Ⅱ 11.25  ±0.0  

山田  諒 Ⅰ 11.55  -0.1  

       Ⅱ 11.48  +1.3  

堀江 一司 Ⅰ 11.57  +1.2 PB 

       Ⅱ 11.51  +1.0 PB 

川本 雅人 Ⅰ 11.99  -0.5 PB 

       Ⅱ 11.94  -0.7 PB 

栗田 京典 Ⅰ 12.17  +0.4  

       Ⅱ 12.37  ±0.0  

森  洋貴 Ⅰ 13.37  +0.3  

▼200m     

水上 裕介  22.17  +1.9 PB 

栗田 京典  25.05  +1.9  

▼400m     

堀江 一司  51.60    

寶德 真大  51.93   自己初 

吉川  慶  53.41    

神埜  勝  54.45   PB 

▼110mH     

栗林 健一  15.10  +1.8  

▼走高跳     

菅原 知紘 Ⅰ 1.88    

       Ⅱ 1.92    

▼棒高跳     

田中 皓介 Ⅰ 4.20    

       Ⅱ 4.40    

小西 康晴 Ⅰ 3.80    

       Ⅱ 4.00    

岡田  洋 Ⅰ 3.30   CB 

       Ⅱ 3.20    

秋元 一志 Ⅰ NM   

       Ⅱ 4.40    

▼走幅跳     

森  洋貴  NM   

▼円盤投     

矢川 勝太  26.33    

森  洋貴  25.12   PB 

菅原 知紘  22.67   PB 

▽100m     

加奈山憲代 Ⅰ 13.92  -1.0  

       Ⅱ 14.02  ±0.0  

宮崎 伶菜  14.39  +1.2  

▽走幅跳     

宮崎 伶菜  4.65  +1.6  

     

平成 24年度奈良県陸上競技選手権大会 （於 鴻ノ池）  

（5月 4,5日）  

▼200m     

眞武 俊輔 予 22.63  +2.2  

       準 22.83  -1.9  

▼400m     

庄司  真 予 50.23    

       2位 49.66    

▼800m     

中井 一宏 予 1.57.29   

       6位 1.59.55   

大川  亮 予 1.57.69   

       8位 2.06.19   

浅井 健介  2.00.37   

▼110mH     

戸川 洋一 予 15.60  +1.8 CB 

▼5000mW     

永田 和寛 2位 26.21.10   

     

第 62回尼崎市民スポーツ祭 （於 尼崎） （5月 6日） 

▼5000m     

夫津木廣大  17.02.52  PB 

     

第 23回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 （於 びわスポ大）  

（5月 26日）  
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▼100m     

巽  浩之  11.32 -0.4  

石田 真也  11.32 -0.4  

神谷 諒介  11.34 +0.1  

岡田  洋  11.50 ±0.0 CB 

戸川 洋一  11.51 -0.9 PB 

藤澤 健斗  11.60 ±0.0  

神野 洋介  11.81 -0.9  

前田 峰尚  11.87 -0.2  

中井 一宏  12.11 -0.9  

鈴木 將太  12.14 -0.9  

田中 皓介  12.26 -0.8  

栗田 京典  12.27 -0.8  

森田 悠也  12.32 -0.9  

森  洋貴  13.24 -1.3  

▼400m     

庄司  真  49.63   

中井 一宏  50.75  PB 

蔭山  凌  51.67   

山崎 英治  52.60   

吉川  慶  52.68  CB 

森田 悠也  55.53  CB 

▼800m     

櫻井 大介  1.57.42  ♪ 

宿利 隆司  1.57.98  PB 

河本  聡  2.02.69   

松田 優拓  2.02.94   

横山 高広  2.04.51   

神埜  勝  2.04.81   

寶德 真大  2.08.09   

▼1500m     

下迫田啓太  4.09.45  ♪ 

新田 一樹  4.23.76  ♪ 

岡野 椋介  4.26.82  ♪ 

▼110mH     

栗林 健一  15.50 +0.5  

戸川 洋一  15.81 +0.5  

巽  浩之  16.35 -0.3  

森  洋貴  20.40 -0.3  

▼走高跳     

菅原 知紘  2.00  PB④ 

森  洋貴   1.55  PB 

▼棒高跳     

田中 皓介  4.20   

小西 康晴   3.80   

矢澤  学   3.60   

岡田  洋   3.20   

▼走幅跳     

日浦  幹  6.20 -0.4  

石田 真也   5.81 +0.8 ♪ 

▼やり投     

森  洋貴  35.92    

▽200m       

宮崎 伶菜  28.72  CB, 

風不明 

▽400m     

熊澤 真奈  62.76  CB 

▽1500m     

田中 友理  5.01.46   

▽走幅跳     

宮崎 伶菜  4.61 +0.6  

     

第 3 回三泗記録会 （於 四日市市中央緑地） （6 月 2 日）

▼1500m     

水谷 浩人  4.07.32   

▽3000m     

三村 有葉  12.01.10   

     

第 3 回大阪体育大学中長記録会 （於 尼崎） （6 月 2 日）

▼800m     

宿利 隆司  1.57.41  PB 

寶德 真大  2.00.70  PB 

河本  聡  2.01.19  PB 

神埜  勝  2.02.46   

市川 和也  2.04.40  ♪ 

     

第 44回全日本大学駅伝対校選手権大会関西学連予選会   

(於 西京極） （6月 3日） 

▼総合（上位 8名）     

京都大学  7位 4:13.42.45   
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▼10000m     

横山 裕樹  30.35.24  PB④ 

平井健太郎  30.52.53  ♪⑦ 

小山 俊之  31.06.89   

平井  幹  31.47.11   

久好 哲郎  31.57.84  PB 

山田  唯  32.11.47   

不破 佑太  32.26.82   

下迫田啓太  32.44.55   

荒木 伸哉  32.55.77  PB 

中東 太一  34.20.99  PB 

     

関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫実業団記録会  

（於 尼崎） （6月 17日） 

▼100m     

眞武 俊輔  11.06 ±0.0  

水上 裕介  11.15 -1.1  

石田 真也  11.18 -0.1 CB 

神谷 諒介  11.23 -0.1  

塚原 和明  11.36 -1.1  

林  大祐  11.39 ±0.0 ♪ 

山岡 隆央  11.48 -1.0  

前田 峰尚  11.54 +0.1  

山田  諒  11.79 +0.1  

矢澤  学  11.95 ±0.0  

鈴木 將太  12.12 -1.1  

▼200m     

水上 裕介  22.51 -1.1  

眞武 俊輔  22.67 -1.1  

庄司  真  22.71 -1.1  

塚原 和明  22.89 -0.6  

林  大祐  23.06 -1.2  

戸川 洋一  23.38 -0.1  

前田 峰尚  23.57 -0.6  

蔭山  凌  23.68 -1.2  

矢澤  学  24.16 -0.8  

▼400m     

花岡 洋祐  50.74   

森  裕貴  50.83   

寶德 真大  51.29  PB 

蔭山  凌  51.44  PB 

吉川  慶  51.80  PB 

市川 和也  52.23  PB 

猪原  章  55.48  ♪ 

▼1500m     

横山 裕樹  3.59.29  PB 

櫻井 大介  3.59.99   

久好 哲郎  4.01.82  PB 

下迫田啓太  4.05.90  CB 

水元 惟暁  4.10.27   

水谷 浩人  4.12.75   

不破 佑太  4.12.90  PB 

小御門 道  4.14.60  PB 

荒木 伸哉  4.14.82  PB 

橋本 宏平  4.38.56   

▼5000m     

横山 裕樹  14.50.63  PB⑫ 

平井健太郎  14.50.88  ⑬ 

田中 裕介  14.58.04   

岡野 椋介  16.00.85   

松葉 悠剛  16.44.51  ♪ 

西藤 裕章  16.54.06  ♪ 

▼110mH     

戸川 洋一  15.79 -0.6  

山岡 隆央  16.51 -0.6 ♪ 

▼走幅跳     

石田 真也  6.35 -0.1 CB 

山田健太郎   6.18 +1.3 ♪ 

▼砲丸投     

山本 裕太  10.56  CB 

▼ハンマー投     

林  真幸  32.70   

▼やり投     

山本 裕太  48.11   PB 

▽400m      

岩橋  優  60.05   

加奈山憲代   60.74  PB⑤ 

熊澤 真奈   61.81  CB 

▽1500m     

加藤 彩季  5.26.33  ♪ 



15 

 

▽3000m     

田中 友理  10.32.45   

三村 有葉   11.47.04   

     

第 75回日本体育大学陸上競技会 (於 日本体育大学健志 

台陸上競技場)  

（6月 16,17 日） 

▼１０種競技     

森  洋貴  3747    

13.30(+0.1)-4.35(+1.7)-8.06-1.50-60.86-20.42(-0.3)-24.03

-2.60-38.99PB-4.59.16   

  

2012 日本学生個人選手権 （於 平塚） （6 月 22～24 日）

▼100m     

牧川 真央  10.92  -0.4  

▼800m     

櫻井 大介  1.55.51  CB 

▼1500m     

小山 俊之  3.55.57   

小山 俊之 11位 4.00.69   

▼3000mSC     

山田  唯  9.26.99   

     

静岡県長距離強化記録会 （於 小笠山） （6月 23日） 

▼800m     

横山 高広  1.59.02  CB 

     

第 66回広島陸上競技選手権大会 （於 広島県総合グラ 

ンドメインスタジアム） （6月 23,24日）   

▼400mH     

近藤 勇太 予 61.27    

▼走幅跳     

日浦  幹  6.38  +2.5  

▼三段跳     

日浦  幹  NM   

     

第 24回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 （於 びわスポ大） 

 （6月 30日）  

▼100m     

西村 優汰  11.07 +0.2 PB 

水上 裕介  11.16 -0.2  

神谷 諒介  11.21 ±0.0  

塚原 和明  11.30 ±0.0  

蔭山  凌  11.50 +0.1 PB 

神野 洋介  11.59 -0.5 PB 

秋元 一志  11.81 -0.5  

鈴木 將太  11.84 +0.1  

栗田 京典  11.96 +0.1 PB 

山田健太郎  12.23 +0.1  

田中 皓介  12.38 +0.1  

▼200m     

林  大祐  22.92 -1.4 CB 

塚原 和明  22.98 -1.5  

鈴木 將太  24.13 -0.7  

栗田 京典  24.74 -0.7 CB 

梶原 諒一  24.87 -0.2 ♪ 

▼400m     

長谷川 聡  50.47   

菅原 知紘  50.60  PB 

辻  智彦  50.67   

花岡 洋祐  50.69   

蔭山  凌  51.36  PB 

山崎 英治  52.12   

吉川  慶  52.80   

▼800m     

寶德 真大  2.00.03  PB 

神埜  勝  2.02.42   

市川 和也  2.02.64  CB 

木原  亮  2.11.31   

橋本 宏平  2.13.49  CB 

▼1500m     

平井健太郎  3.56.67  PB⑫ 

水谷 浩人  4.06.96   

久好 哲郎  4.07.83   

下迫田啓太  4.08.56   

新田 一樹  4.12.06  CB 

松田 優拓  4.22.82   

▼5000m     

松葉 悠剛  16.41.14  CB 

阿部 健一  16.41.89  ♪ 
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西藤 裕章  17.28.66   

▼110mH     

佐藤 優斗  17.24 +0.9 ♪ 

▼400mH     

戸川 洋一  55.67  PB 

山崎 英治  59.00   

長崎 裕貴  63.05  ♪ 

▼5000mW     

多田 稜平  29.45.30  ⑩ 

樋口 裕磨  30.19.81  ⑪ 

▼走高跳     

戸川 洋一  1.75  CB 

神野 洋介   1.50   

▼棒高跳     

田中 皓介  4.20   

小西 康晴   4.00   

清水 宏幸   3.70   

矢澤  学   3.70  PB 

岡田  洋   3.70  PB 

秋元 一志   NM   

▼走幅跳     

巽  浩之  6.63 -0.6  

山岡 隆央  6.60  -0.4 PB 

山田健太郎  6.52 ＋0.6 CB 

日浦  幹  6.37 ＋0.7  

林  大祐  6.18 -0.6  

▼やり投     

若園 直樹  50.52  PB 

神野 洋介   36.74  PB 

▽100m      

釜谷美翔子  13.13 -0.4  

熊澤 真奈  13.68 -0.4  

宮崎 伶菜  14.29 ±0.0  

▽400m     

釜谷美翔子  60.82   

熊澤 真奈  61.96   

▽1500m     

加藤 彩季  5.14.10   

泊 はつひ  5.41.36   

▽3000m     

三村 有葉  11.40.36  PB 

     

第 80回大阪陸上競技選手権大会 （於 長居・長居第二）  

（6月 29,30 日,7月 1日） 

▼100m     

牧川 真央 予 11.10  -2.4  

       準 10.99  -1.1  

石田 真也 予 11.19  -1.9  

▼400m     

庄司  真 予 50.02    

森  裕貴 予 50.40    

▼800m     

宿利 隆司 予 1.57.35  PB 

▼5000m     

平井  幹  15.33.66   

佐藤 章徳  15.46.30   

▼110mH     

栗林 健一 予 15.35  +1.1  

▼3000mSC     

櫻井 研吾  9.46.82   

荒木 伸哉  9.54.52   

▼走幅跳     

石田 真也 予 NM   

▽800m         

岩橋  優 予 2.17.22   

       5位 2.13.84  CB、 

蒼穹新 

加奈山憲代 予 2.19.62  PB② 

▽1500m     

岩橋  優 予 4.35.46   

       4位 4.32.88  PB、  

蒼穹新 

     

第 58 回岡山県陸上競技選手権大会 （於 岡山） （6 月

29,30日,7月 1日）  

▼800m     

河本  聡 予 2.02.91   

     

第 3 回大阪体育大学記録会 （於 浪商グラウンド） （6 月

30 日）   
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▼100m     

川本 雅人  12.25  -0.7  

田中 智章   12.74  -1.3 ♪ 

▼110mH     

川本 雅人  19.81  -0.6  

▼三段跳     

田中 智章  12.61  -0.1  

     

長野県国体予選 （於 浪商グラウンド） （7月 7,8日） 

▼100m     

矢澤  学  11.56  +4.1  

     

秩父宮賜杯第 65回西日本学生陸上競技対校選手権大会 

 （於 西京極） （7月 6～8日） 

▼100m     

眞武 俊輔 予 11.44  +2.6  

▼200m     

水上 裕介 予 22.08  +0.4  

眞武 俊輔  23.10  +2.1  

▼400m     

庄司  真 予 50.41    

▼800m     

櫻井 大介 予 1.52.36  CB④ 

       準 1.52.79   

       6位 1.54.83   

中井 一宏 予 1.53.87  PB⑭ 

       準 1.54.73   

水元 惟暁 予 1.54.92   

▼1500m     

平井健太郎 予 3.56.64  PB⑫ 

水元 惟暁 予 3.56.95  PB⑮ 

小山 俊之 予 3.56.99   

       3位 3.55.72   

▼5000m     

平井健太郎  14.45.63  CB⑥ 

久好 哲郎  15.19.26   

平井  幹  15.34.28   

▼4×100mR     

水上-神谷- 予 42.88    

谷口-眞武     

▼4×400mR     

長谷川-庄司- 予 3.20.94   

森(裕)-辻     

▼110mH     

栗林 健一 予 15.41  -0.2  

戸川 洋一  15.91  +0.1  

▼3000mSC     

山田  唯 7位 9.16.16   

不破 佑太  9.39.53   

▼棒高跳     

秋元 一志  NM   

▼走幅跳     

西村 優汰  7.02  +0.6  

▽400m     

加奈山憲代 予 61.70    

▽800m     

岩橋  優 予 2.14.09   

       準 2.13.75  CB、 

蒼穹新 

       6位 2.12.84  CB、 

蒼穹新 

▽400mH     

釜谷美翔子 予 65.37    

熊澤 真奈 予 67.41    

▽4×100mR     

宮崎-熊澤- 予 51.62    

加奈山-釜谷     

▽4×400mR     

釜谷-加奈山- 予 4.02.39  蒼穹新 

  熊澤-岩橋     

     

第 75回三重県陸上競技選手権大会 （於 三重県営）  

（7月 7,8日）  

▼100m     

前田 峰尚 予 11.48  +1.1  

▼200m     

前田 峰尚 予 23.30  ±0.0  

▼800m     

水谷 浩人 予 2.01.22   

       準 2.01.43   
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▼110mH     

佐藤 優斗 予 17.05  -0.9 CB 

▼4×100mR     

前田-菅原- 予 44.80    

秋元-近藤（耕）     

▼走高跳     

菅原 知紘 5位 1.95    

▼棒高跳     

秋元 一志 3位 4.70    

▼三段跳     

菅原 知紘  13.35  +3.1  

▽5000m     

三村 有葉  21.12.22   

▽棒高跳     

宮崎 伶菜 5位 2.80    

▽走幅跳     

宮崎 伶菜  4.76  +0.3  

     

第 67 回京都陸上競技選手権大会（於 西京極）（7 月 13～

15日）   

▼100m     

石田 真也 予 11.16 -1.1 CB 

       準 11.24 -1.3  

神谷 諒介 予 11.18 ＋0.6  

塚原 和明 予 11.26 -0.5  

水上 裕介 予 11.30 -0.3  

神野 洋介 予 11.60 -0.5  

山田  諒 予 11.84 +0.8  

▼200m     

塚原 和明 予 22.45 +2.0 CB 

       準 22.86 -1.7  

林  大祐 予 22.53 ±0.0 PB 

▼400m     

辻  智彦 予 50.59  CB 

       準 50.84   

山崎 英治 予 52.04   

▼800m     

水元 惟暁 予 1.59.89   

       準 1.57.35   

       6位 2.01.72   

河本  聡 予 2.00.51  PB 

       準 2.00.57   

市川 和也 予 2.00.96  CB 

       準 2.02.02   

浅井 健介 予 2.01.10   

       準 2.00.41   

大川  亮 予 2.08.75   

宿利 隆司 予 2.09.67   

▼1500m     

櫻井 大介 2位 3.53.75  PB④ 

久好 哲郎  4.01.53  PB 

下迫田啓太  4.10.52   

新田 一樹  4.11.57  CB 

水谷 浩人  4.15.06   

松田 優拓  4.16.67   

寶  雄也  4.22.06  ♪ 

▼5000m     

横山 裕樹  14.53.22   

▼10000m     

岡野 椋介  33.08.07   

▼110mH     

長崎 裕貴 予 16.87 +0.5  

▼400mH     

堀江 一司 予 58.61   

▼3000mSC     

山田  唯 3位 9.26.17   

不破 佑太  9.45.84   

荒木 伸哉  10.14.13   

▼走高跳     

菅原 知紘  1.90   

▼棒高跳     

田中 皓介  4.50   

小西 康晴  3.80   

清水 宏幸  3.60   

岡田  洋  3.60   

秋元 一志  NM   

矢澤  学  NM   

▼走幅跳     

西村 優汰  7.36 +0.4  

石田 真也  6.75 +1.3  



19 

 

山田健太郎  6.52 +0.1  

山岡 隆央  6.33 +2.6  

巽  浩之  6.28 +0.1  

林  大祐  6.15 +0.9  

▼砲丸投     

山本 裕太  11.12  CB 

▽800m     

加奈山憲代 予 2.21.74   

       準 2.19.72   

▽3000mSC     

三村 有葉 3位 12.41.54  PB, 

蒼穹新 

▽走高跳     

中尾 優里  1.45  PB④ 

     

第 72 回愛知陸上競技選手権大会（於 瑞穂公園）（7 月

14,15日）   

▼800m     

小山 俊之 予 1.57.69   

       準 1.56.07   

▼1500m     

小山 俊之 優勝 3.54.24   

▼5000mW     

永田 和寛  DQ   

     

第 71 回滋賀県陸上競技選手権大会（於 皇子山）（7 月

14,15日）   

▼100m     

鈴木 將太 予 11.83 +1.2 CB 

▼400m     

吉川  慶 予 52.58   

       準 52.97   

▼ハンマー投     

林  真幸 6位 31.12   

▼10種競技     

戸川 洋一 5位 5250  ⑰ 

11.44(-0.3)-6.47(+0.6)-10.11-1.72-52.78-15.46(-0.2) 

-21.20-NM-34.58-4.53.69   

  

第 67回静岡県陸上競技選手権大会（於 草薙）（7月 14,15

日）   

▼800m     

横山 高広 予 2.01.09   

     

第 54 回富山県陸上競技選手権大会（於 富山総合運動公

園） 

（7月 14,15 日）  

▽400m     

釜谷美翔子 予 61.52   

       2位 60.36   

▽100mH     

釜谷美翔子 予 15.89 +2.3  

       4位 15.50 +1.5  PB, 蒼穹新 

▽400mH     

釜谷美翔子 予 67.17   

       優勝 65.35   

     

第 80 回兵庫陸上競技選手権大会（於 ユニバー）（7 月

14,15日）   

▼800m     

佐藤 翔士 予 1.58.26   

       準 2.03.99   

神埜  勝 予 2.01.16  PB 

       準 2.11.78   

寶德 真大 予 2.03.15   

     

第 3回宇治市陸協記録会（於 太陽ヶ丘）（7月 21日） 

▼400m     

花岡 洋祐  50.64   

▼1500m     

不破 佑太  4.12.92   

小御門 道  4.13.46  PB 

堀井 大佑  4.39.83  ♪、PB 

▼砲丸投     

神野 洋介  9.86   
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