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主将挨拶
先日6月8日に行われました全日本大学駅伝関西地区予選会で京都大学は総合5位となり、41年

ぶりに念願の全日本大学駅伝出場を決めることが出来ました。全日本に出るんだという長距離部

員の強い思い、そしてその思いに対する行動が実を結んだ結果となったと思います。29:12.92の

快走を見せた平井健太郎(3)を筆頭に、各々が持てる力を十分に出せたことが大きな要因だと思い

ます。 最大の目標である大阪経済大学には大きく及びませんでしたが、11月の本戦では今以上に

レベルアップし、さらに強い京都大学で全国の舞台を戦います。 今後は8月に七大戦があります。

この勢いそのままに必ず男女総合優勝を成し遂げます。 最後になりましたが、蒼穹会の方々には

足を運んでいただきたくさんのご声援をいただきました。本当に感謝申し上げます。これからも

いつもと変わらぬご声援の程よろしくお願いいたします。 

京都大学陸上競技部主将　庄司　真

監督挨拶
　去る6月8日、西京極にて全日本大学駅伝予選会が行われました。京都大学は昨年の無念を雪辱

すべく、打倒大阪経済大学、全日本大学駅伝出場を目標に臨みました。その結果、大阪経済大学

には及びませんでしたが、5位で見事全日本大学駅伝出場権を獲得できました。これは実に41年

ぶりの快挙であり心より嬉しく思います。5 月 17 日の学内予選会の結果を受けて、今回のメン

バーは歴代最強の布陣であると確信していました。その一方、メンバーの半数が 1、2 回生であり、

当日の流れ次第でどちらに転ぶかという不安もあったのが正直なところです。そして迎えた当日、

選手の皆は本当によくやってくれました。久好（M1）を筆頭に選手ひとりひとりが、どれだけ苦

しい状況下でも歯を食いしばり、自分の役割をきっちりと果たしてくれました。3組目終了時点で

暫定 5位であったことは、まさしくチームの総合力が向上した表れです。さらに4組目では平井健

太郎（3）が全体トップタイムの圧巻の走りを見せてくれました。総合成績としては大阪経済大学

に残り2分及ばず、まだ実力差があることを感じましたが、京都大学は昨年よりも3分タイムを縮

めています。これは長距離パートがこれまで積み重ねてきた努力、チーム全体のサポート体制、

先輩方のご支援・ご声援などすべてが実を結んだ結果だと考えています。チームとしてはこれか

ら七大戦、東大戦などがありますが、5ヶ月後の全日本大学駅伝に向けてきっちり準備いたします。

そして本選では必ずや大阪経済大学に勝ち、全国の強豪校と果敢に闘いたいと思います。蒼穹会

の皆様には日頃よりご支援・ご声援を頂き誠にありがとうございます。特に今大会では先輩方の

ご声援が選手らの後押しとなりました。本選でも良い結果をご報告できますよう長距離パートを

中心に更なる精進をいたしますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

 京都大学陸上競技部監督　堀田　孝之

長距離ＰＣ挨拶
伊勢予選では結果は5位でした．目標としていた4位には届きませんでしたが，念願の全日本大学

駅伝への出場を果たすことができました．競歩の山西や柴田などの強い１回生，3000scの岡野な

どの加入もあり，実力のある選手を揃えることができました．そして10人全員が最後まで大崩れ

なく粘り強い走りをみせてくれました．平井健太郎の圧巻の走りもあり，昨年よりも３分チーム

としてタイムを縮めることができました．次は全日本大学駅伝です．今回は4位の大経大に３分

という大きな実力差見せつけられました。しかし京大も確実に成長しています．これからが本当

に楽しみです．全日本の舞台で堂々と戦えるように精一杯精進して参りますので，応援よろしく

お願いします．

 京都大学陸上競技部長距離ＰＣ　小御門道



伊勢予選結果
　第46回全日本大学駅伝対校選手権大会 

関西学連出場大学 選考競技会

1位：立命館大　　4：06：41.74

2位：関西学院大　4：07：14.00

3位：京都産業大　4：08：11.53

4位：大阪経済大　4：08：37.75

5位：京都大　　　4：11：35.55

伊勢予選詳細

6月 8日（日）

西京極総合運動公園陸上競技場

1位　土井　政人（立命館大　  2）　31：32.85

2位　山本　健太（京都産業大　4）　31：40.01

3位　吉村　直人（立命館大  　4）　31：46.06

7位　平井　幹  （京都大   　M1）  32：00.99

9位　山西　知和（京都大    　1）　32：07.74

　先陣を切る第１組、競技場は静寂に包まれ緊

張感のある中スタート。どの選手も様子見とい

うような走りで、最初の1000mは3'05というス

ローペース。大きな集団の中、平井幹は7~10番

目あたり、山西は集団の最後尾あたりについて、

どちらもやや緊張はあるものの余裕のある走り。

2000m通過も6'15とスローなまま。大きな順位

変動はなく2人ともまだまだ余裕を持った走り。

その後も大きな変化がないまま4000mを通過。

ここで平井幹が前に出る。しかし抜け出ること

はできず、後続の選手もついてくる。山西は

ペースを乱すことなく安定した走りを続ける。

6000mあたりでレースが動き出す。立命館の吉村

(4)が一気にペースアップ。集団が縦長となった。

平井幹はペースアップした先頭についていった

が7400mあたりで離れ始める。山西は前の集団

についていくことは出来なかったが、焦ること

なく自分のペースを維持し、徐々に前をとらえ

ていく。平井幹は少し前と差が開き、苦しく

なったが持ち味の粘りを見せる。ラストスパー

トも最後まで全力で走り抜け7着。最後まで諦

めず、１秒でも速くゴールするのだという気迫

が伝わるレースであった。山西は最後まで自分

の走りを貫いて9着。一回生ながらしっかりと

自分の役目を果たした。(備藤)

1位　濱野　秀  （立命館大　  3）  30：30.72

2位　高橋　流星（大阪経済大　2）  30：41.13

3位　本藤　光  （関西学院大　2）  30：42.38

17位 稲垣　達也（京都大　    2）  32：35.54

18位 高石　雅貴（京都大　    2）　32：35.54

21位 岡野　颯斗（京都大　    2）  33：06.34

　第二組には高石、稲垣、岡野の二回生3名が

出場。一組目と変わって先頭集団は最初の1000m

を3分を切るペース。3人は先頭からやや後方で

小集団を形成し、落ち着いた入りを見せる。ま

ず稲垣が遅れ出すも、まだ余裕が感じられる。

中盤、岡野が苦しい走りで失速してしまう。粘

りを見せるがペースは上がらない。後半に入っ

て、高石も徐々にペースを落とす。先頭とは離

れ、厳しい展開。 稲垣は淡々と自分の走りで前

との差を詰めていく。最終的には、稲垣、高石、

岡野の順でフィニッシュ。目標とする大経大に

は大きく差をつけられてしまった。3人にとって

は、悔しさの滲むレースとなったが、なんとか

粘り、後ろの組に望みを繋いだ。伸びしろ十分

の3人には全日本での奮起が期待される。（新

村）

1位　橋本 宗太（京都産業大 4）　30：56.45

2位　山本　大志(立命館大　 3）　31：12.95

3位　久好　哲郎(京都大　  M1）　31：13.67

10位 下迫田　啓太(京都大   3）  31：46.83

　2組目までの平均タイムで関西大学にリードさ

れ迎えた3組目には久好、下迫田の両選手が出

場した。久好は序盤から先頭集団につけてしっ

かりと確実に好位置をキープ。また、後半に差

し掛かると先頭に出て引っ張るなど積極的な走

りを見せつつも最後まで大幅にペースを落とす

ことなく走り切った。下迫田は前半先頭集団に

少し離されるも先頭集団との差を保ちながら様

子を伺う。レースが終盤に差し掛かるにつれて

順位を着実にあげていった。両選手はこのレー

スで関大の選手を圧倒し三組目までの平均タイ

ムで関大を上回り伊勢への切符を目の前まで手

繰り寄せた。（土屋）

1000ｍ　3組

1000ｍ　1組

1000ｍ　2組



1位　平井　健太郎（京都大    　3）29：12.94

2位　小山　陽平  （関西学院大　4）29：56.19

3位　村本　一樹  （兵庫県立大　3）30：01.42

8位　横山　裕樹  （京都大　   M1）30：26.59

21位 柴田　裕平  （京都大    　1）32：11.25

　全日本大学駅伝関西予選会最終組には、平井

(3)、横山、柴田の３人が出場した。平井はチー

ムのエースとして、また関西インカレ10000mを

制し既に関西長距離界のエースとして注目が大

きい分、責任が重くのしかかる試合として迎え

る。横山は関カレハーフ、10000mで実績を積み

重ね、伊勢予選の経験も十分思いの深さを見せ

る走りが期待された。先行は関学の小山が抜け

出すと、平井、横山の両選手も引き続き1~3組

にはない2分52秒で1kmを通過するハイペース

となった。3km手前で平井が先頭に立つとここで

大きな力の差を見せる。2分56秒のペースで

1kmを刻み続けると後続の集団は離れていき独走

体勢となってゆく。持っているエネルギーの大

きさはもちろん、その出し所も他選手を離す力

を見せ、そのままトップを走り29分 12秒での

ゴールとなった。

大きなプレッシャーの中トップで走り抜けた平

井の強さに感動を覚えた。横山は前半は先頭集

団にリズミカルにピッチを刻んでいくが、珍し

く途中 5km付近からピッチに乱れが生じ集団か

ら遅れそうになる。しかし後半の距離に粘りを

見せ苦悶を浮かべた表情の中でも横山らしい強

さを見せた。院生として限られた練習時間の中、

考えてい練習を積み重ねてきた横山。全日本に

かける思いの深さが感じられ、平井には離され

たものの各校のエースと張り合いを見せ全日本

を決める大きなアドバンテージを獲得した。一

方の柴田。一回生ながら自ら四組を志願し出場。

前半の圧倒的に早いペースに対し後方で一人

ペースを刻む形となったが、散在した集団に少

しずつ食らいつき、一年生ながら一秒を稼ぐ走

りを見せた。元々かなりのポテンシャルを持つ

選手。これから四組で戦った経験をいかして京

大長距離の中軸となっていく選手として期待で

きる。（久米）

選手からのコメント

 ずっと思ってきた“チームで全国”という目標

を成し遂げることができ、感無量です。5位と出

た瞬間に、これまで支えてくれたり、育ててく

れたりした人達への感謝の気持ちが溢れてきま

した。本当にありがとうございます。

（4組　平井　健太郎）

1000ｍ　4組



　　序盤はいいペースでリズムよく走れていた

為、中盤で突然失速してしまったことが悔やま

れる。本戦では関西の代表とし　て納得のいく

走りをしたい。（4組　横山　裕樹）

　良い走りはできました。けれど、まだまだ強

くなれると思います。応援ありがとうございま

した！（3組　久好　哲郎）

　先頭集団から離れてしまったのは自分の弱さ

だが、全日本に出たいという一心で最後まで粘

り切ることができた。弱さを克服すべく、しっ

かりと練習を積んでいきたい。（3組　下迫田　

啓太）



応援にお越し頂いたＯＢの方

卒業年度昇順　計 16名

三島　宏夫　様　Ｓ.35

松野　隆一　様　Ｓ.37

鯉谷　忠夫　様　Ｓ.41

森本　正幸　様　Ｓ.41

小竹　爽男　様　Ｓ.42

山本　和賢　様　Ｓ.43

三好　稔彦　様　Ｓ.54

北村　公亮　様　Ｓ.55

熊谷　元　　様　Ｓ.59

佐藤　章徳　様　Ｈ.16

櫻井　研吾　様　Ｈ.22

福谷　彩緒　様　Ｈ.23

山田　諒　　様　Ｈ.24

三村　有葉　様　Ｈ.25

西田　昌弘　様　Ｈ.25

高橋　美紀　様　Ｈ.25

ありがとうございました。

新部室紹介
　ＯＢの皆様のご協力のお陰で5月初めに新部

室棟が完成しましたので、その写真を掲載いた

します。

　部室棟木造の物からコンクリートへと変わり、

その外観も一新されました。

　以前は部室の中に掲げられていた京都大学陸

上部のエンブレムは現在部室入り口の方にあり

ます。

　内装は以前と比べると大変広くなり、非常に

使い易くなりました。写真では部員の荷物があ

ちこちに置いてありますが、ロッカーを設置す

る予定です。



　こちらは用器具置き場です。こちらは以前と

比べると大変出し入れがし易くなりました。

　新しい部室が完成して部員の士気も向上し、

以前より更に増して精一杯練習に取り組んでい

ます。

記録会の結果(4/2～5/31）

関西学生春季混成競技会

▼十種競技

神野 洋介 5425

松下 隼人 DNF

戸川 洋一 DNF

（4/2～4　ヤンマーフィールド長居）

11.64(-1.0) 5m82(-0.6) 10m61 
1m60 52.29 17.27(-0.6) 21m77 
3m20 47m08 5.13.36
11.55(0.0) 6m80(-1.4) 7m87 
1m70 53.60 16.63(-2.5) 14m90 
NM 以降棄権

11.38(-0.4) 6m36(-2.1) 9m55 
1m65 53.30　以降棄権

櫻井 大介 4.09.96 

平井健太郎 14.33.73

第23回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会

（4/5　熊本総合運動公園）

▼1500ｍ

▼5000ｍ

▼棒高跳

岡田 洋 4.20

▼三段跳

日浦 幹 13.79 +0.7

兵庫陸上競技春季記録会

岡野 椋介 33.03.65

久米 祐輔 33.27.58

小御門 道 33.39.26

岡本 和晃 9.36.73

川本 雅人 11.48 +2.5

眞武 俊輔 21.94 +2.1

川本 雅人 Ⅰ 16.21 +1.6

Ⅱ 16.20 +1.8

神野 洋介 Ⅰ 17.48 +1.6

▼円盤投

神野 洋介 31.55

第一回強化普及記録会（4/5　鴻ノ池）

（4/6　神戸ユニバー）

▼10000ｍ

▼3000ｍＳＣ

第二回強化普及記録会（4/13　鴻ノ池）

▼100ｍ

▼200ｍ

▼110ｍＨ

▼10kmW
樋口 裕磨 決 45.08

第98回日本陸上競技選手権大会

50ｋｍ競歩（4/19　輪島）

第一回大体大中長距離競技会

稲垣 達也 32.47.31

辻田 智宏 34.17.51

（4/26　大体大）

▼10000ｍ



第一回京都産業大学長距離競技会

山崎 貴史 2.01.41

高石 雅貴 15.20.77

不破 佑太 15.37.53

新田 一樹 15.38.76

下迫田啓太 15.56.85

岡野 椋介 15.59.28

小御門 道 16.14.01

寶 雄也 16.18.94

大海慎之輔 16.34.57

荒木 伸哉 16.37.07

村瀬 颯登 17.51.61

南日雄太郎 19.00.31

岡本 和晃 10.05.17

森田 大地 11.11.93

（4/26　京産大）

▼800ｍ

▼5000ｍ

▼3000ｍＳＣ

渡辺 駿 10.00.56 

大阪陸上競技カーニバル

牧川 真央 予 10.97 -0.3

松葉 悠剛 15.33.61

第54回長野県陸上競技春季大会

（4/26.27　松本）

▼3000ｍＳＣ

8位

（4/27　ヤンマーフィールド長居）

▼100ｍ

▼5000ｍ

5位

土屋 佑太 11.16 +1.6 PB

戸川 洋一 11.33 -0.7 　

川本 雅人 11.37 +1.3 PB

Ⅱ 11.55 +1.3

備藤 翼 11.38 -0.6 　

Ⅱ 11.12 +3.3

山木田 雅 11.50 -0.7 　

小野坂 健 11.58 +0.6 CB

西田 光治 11.63 +0.6 　

桶成 智彦 11.65 -0.7 CB

鈴木 將太 11.66 -0.7 　

吉川 慶 11.66 -0.6 　

岡部 龍樹 11.80 +1.2 　

福島 快 11.83 +2.0 PB

第一回奈良市記録会（4/27　鴻ノ池）

▼100ｍ

眞武 俊輔 21.81 +0.8 PB

土屋 佑太 22.1 +0.8 PB

山木田 雅 22.47 +0.8 　

鈴木 將太 23.14 +0.8 PB

小野坂 健 23.65 -1.3 CB

吉川 慶 50.89 　 PB

新村 航輝 51.86 　 　

天野 康平 55.50 　 　

戸川 洋一 15.26 -1.8 　

西田 光治 16.24 -1.8 　

川本 雅人 16.33 +0.3 PB

新村 航輝 57.45

▼棒高跳

岡田 洋 4.10

宮崎 伶菜 13.92 +1.4

▽走幅跳

宮崎 伶菜 4.75 +0.8

▼200ｍ

▼400ｍ

▼110ｍＨ

▼400ｍＨ

▽100ｍ

渡辺 駿 20.02
奈良県陸上競技選手権大会

眞武 俊輔 10.84 -0.2

神野 洋介 11.31 +4.4

岡部 龍樹 51.90

宿利 隆司 2.00.57

猪原 章 2.02.18

見鳥 大樹 2.04.36

戸川 洋一 15.22

川本 雅人 16.25

第24回長野県市町村対校駅伝大会

（4/29　松本）

▼6区　5.8ｋｍ

7位

（5/4.5　鴻ノ池）

▼100ｍ

▼400ｍ

▼800ｍ

▼110ｍＨ

戸川 洋一 11.19 -0.1

Ⅱ 11.15 +0.3

戸川 洋一 14.82 +2.2

第三回強化普及記録会（5/18　鴻ノ池）

▼100ｍ

▼110ｍＨ

寶德 真大 2.00.35 

第一回尼崎中長距離記録会（5/23　ベイコム）

▼800ｍ



紀平 直人 11.53 +0.5

鈴木 將太 11.53 -0.4

西田 光治 11.84 -0.4

中井 一宏 12.14 -0.1

栗田 京典 12.17 -0.1

紀平 直人 23.02 +0.3

鈴木 將太 23.02 -1.0

中井 一宏 24.33 -0.9

栗田 京典 24.75 -0.9

橋本 宏平 4.30.94 　 PB

西田 光治 16.27 +0.8

田中 雄也 23.18.29 　 ♪

夫津木廣大 23.18.41 　 PB

海老原 脩 23.51.71 　 　

大畑 耕治 27.28.82 　 PB

▼走幅跳

山田健太郎 6.53 +0.1

▼三段跳

日浦 幹 13.00 +1.1

田中 智章 12.63 +0.8

宮崎 伶菜 14.01 -0.5

坂上小百合 64.40

▽走高跳

中尾 優里 1.50 　

▽走幅跳

宮崎 伶菜 4.59 +1.9

第33回びわスポ記録会

（5/25　びわこスポーツ成蹊大）

▼100ｍ

▼200ｍ

▼1500ｍ

▼110ｍＨ

▼5000ｍＷ

▽100ｍ

▽400ｍ

戸川 洋一 11.38 +1.3 　

西村 優汰 11.41 -1.6 　

庄司 真 11.42 -0.6 PB

佐藤 優斗 11.44 +0.9 PB

備藤 翼 11.47 -3.1 　

紀平 直人 11.54 -3.1 　

桶成 智彦 11.60 +0.9 CB

吉川 慶 11.70 -0.6 　

柏本 知晟 11.73 -0.5 　

岡部 龍樹 11.73 +0.9 　

西田 光治 11.74 -1.6 　

佐藤 啓太 11.77 -0.6 　

鈴木 將太 11.89 -1.6 　

川本 雅人 11.92 +1.5 　

福島 快 11.95 +2.0 　

栗田 京典 12.10 -0.5 　

梶原 諒一 12.28 -0.5 　

見鳥 大樹 12.43 +2.0 　

庄司 真 22.75 -0.5 　

紀平 直人 22.88 -0.1 　

山木田 雅 22.94 -0.1 　

佐藤 優斗 22.97 -0.5 PB

戸川 洋一 23.09 +0.8 　

林 大祐 23.11 -0.5 　

西村 優汰 23.27 -1.3 　

桶成 智彦 23.54 -1.3 PB

鈴木 將太 23.56 -0.5 　

西田 光治 23.65 +0.8 PB

佐藤 啓太 23.73 -0.5 　

柏本 知晟 24.10 -1.3 　

梶原 諒一 24.65 -2.0 　

栗田 京典 24.93 -1.3 　

川崎 皓斗 26.01 -1.3 ♪

名阪戦ＯＰ（5/31　服部緑地）

▼100ｍ

▼200ｍ

櫻井 大介 49.29 PB

岡部 龍樹 51.09 　

吉川 慶 51.89 　

小野坂 健 53.67 PB

鈴木 將太 53.86 　

天野 康平 55.06 　

豊本 竜希 55.56 　

▼400ｍ



櫻井 大介 1.56.25 　

市川 和也 1.56.41 PB

猪原 章 1.59.42 PB

寳德 真大 2.00.15 　

松田 優拓 2.01.59 　

見鳥 大樹 2.05.08 　

橋本 宏平 2.06.00 　

神埜 勝 2.06.53 　

新村 航輝 2.07.98 ♪

橋本 浩法 2.09.96 PB

豊本 竜希 2.12.00 ♪

橋本 浩法 4.31.60 　 PB

戸川 洋一 15.24 -0.9

西田 光治 15.97 -0.9

1.33.74

1.34.23

1.36.11

1.37.62

▼走高跳

扇澤 剛志 1.75

▼棒高跳

岡田 洋 4.00

山木田 雅 2.90 ♪

▼800ｍ

▼1500ｍ

▼110ｍＨ

▼4×200ｍＲ
紀平 直人･小
野坂 健･備藤 
翼･　　佐藤 
啓太
鈴木 將太･西
田 光治･栗田 
京典･川本 雅
人
櫻井 大介･市
川 和也･猪原 
章･橋本 浩法
梶原 諒一･川
崎 皓斗･天野 
康平･林 大祐

▼走幅跳

山岡 隆央 6.73 ±0.0 　

山田健太郎 6.61 ±0.0 　

松下 隼人 6.38 +1.1 　

福島 快 5.34 ±0.0 　

▼三段跳

山岡 隆央 13.71 -0.5 　

戸川 洋一 13.01 +1.3 　

▼砲丸投

戸川 洋一 9.24

▼円盤投

西田 峻 25.53

▼ハンマー投

林 大祐 33.62 　 PB

若園 直樹 NM 　 　

▼やり投

若園 直樹 NM

宮崎 伶菜 13.88 -0.8

▽走幅跳

宮崎 伶菜 4.62 -0.4

▽砲丸投

宮崎 伶菜 6.26

▽100ｍ

記号の見方

▼ ： 男子種目 ▽ ： 女子種目

予 ： 予選 準 ： 準決勝

順位 ： 決勝順位 Ⅱ ：
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

2次レース

（記録を出した時点、20位まで）
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