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主将挨拶

 いよいよ5月7日より関西インカレのトラック・フィールドの部が始まります。今まで一部校と

して戦ったことのない私たちは、この一年しっかりと相手を想定し、目標を明確にして鍛錬して

まいりました。部の目標は男子総合６位・女子歴代最高得点です。一部校の代表として胸を張っ

て戦います。 先日4月22日に行われましたハーフの部では平井(3)、横山(M1)が大会新で入賞。

対校得点23点を獲得し非常によい滑り出しを見せました。この勢いのまま目標に向け部員一丸と

なりチャレンジャーの気持ちで突き進んでまいります。 蒼穹会の皆様にはぜひとも足を運んでい

ただき、一部校の代表として躍進する部員の姿をご覧になっていただきたいと思います。ぜひご

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　庄司　真

監督挨拶

　ついに、関西インカレが開幕しました。4月22日（火）にロードの部が行われ、トラック・フィー

ルドの部は5月7日（水）から10日（土）までの4日間、ヤンマースタジアム長居(旧長居第一陸上競

技場)にて行われます。

　今大会、男子の目標は1部6位です。1部での闘いは実に5年ぶりとなります。今年は例年よりもレ

ベルの高い種目が多く、どのレースも予断を許さない厳しい闘いになると予想されます。しかし、私

たちは目標達成のため例年以上に冬期練習を積み、チームの意識共有のための取り組みも行ってきま

した。その結果、去年にも増して一体感のあるチームに仕上がっております。

　ロードの部では、平井健(3)、横山(M1)が両者とも大会新記録で2、3位入賞という非常に良いス

タートを切ってくれました。また、平井幹(M1)の序盤苦しい中でも果敢に攻めた走りは、1部で闘う

我々のあるべき姿を示してくれました。現時点で京都大学は23点を獲得し、1部で暫定1位。ライバ

ル校に対してかなり優勢に立つことができましたが、この勢いに甘んじることなく、挑戦者という気

持ちを常に持って、トラック・フィールドの部に臨みたいと思います。

　一方、女子の目標は関西インカレ歴代最高得点です。女子においても男子同様、果敢に攻める姿勢

を大切にし、一人でも多く上位校の選手に勝ってほしいと思います。その姿勢は必ずや夏の七大戦に

つながるでしょう。 

　蒼穹会の皆様におかれましては、ご多忙と存じますが、是非とも会場に足を運んでいただき、京都

大学の選手らが果敢に1部で闘う姿を直接見ていただきたく思います。何卒、ご支援・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　堀田　孝之
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・関西インカレハーフマラソン結果

　　　　　　（4月22日　長居公園周回）

1位　京都大　 　23点

2位　立命館大　 17点

3位　関西学院大　7点

4位　京都産業大　4点

(表）ハーフマラソン終了時点での男子1部対校得点

 コンディションは良かった。平井健太郎が大会新記録のペースで常に先頭を走り、レース後半に

は平井健太郎、横山、立命館の吉村の3人となった。平井幹はうまくリズムに乗れず、出遅れて

しまう。最後の周回で横山が離れた。平井健太郎が繰り返しスパートするも吉村に着かれ、ラス

ト競り負けた。結果は大会新記録で2位と3位。素晴らしい結果であった。平井幹は期待が大き

かっただけに悔しい結果だが、10000mでリベンジしてくれるはずだ。関カレは最高のスタートが

切れた。

3

立命館大

京都大

京都大

関西学院大 1:05:40
立命館大 1:05:54
京都産業大 1:06:15
関西学院大 1:06:28
京都産業大 1:07:50
京都大 1:10:33

1位 吉村　直人　( 4) 1:04:28（大会記録）

2位 平井　健太郎( 3) 1:04:29（大会記録）

3位 横山　裕樹　(M1) 1:04:53（大会記録）

4位 川口　貴大　( 3) 
5位 土井　政人　( 2) 
6位 寺西　雅俊　( 2) 
7位 小山　陽平　( 4) 
8位 橋本　宗太　( 4) 
19位 平井　　幹　(M1) 



・関西インカレ展望

～短距離～

100m

眞武 俊輔 (M1) 10.97 

牧川 真央 (5)  10.69 

石田 真也 (3)  10.57

 昨年と同じ布陣で臨む男子100m。眞武は今季初

めから好調だが、風に恵まれず満足いく結果を

残せていない。大舞台でその鬱憤を晴らし、ベ

テランとしての意地を見せてほしい。牧川は京

カレをパスし、関カレのために調整してきた。

昨年より厳しい戦いだが、豊富なレース経験・

勝負師としての実力は折り紙つきだ。ランクを

覆す上位入賞が期待される。石田は冬季練で走

練・跳練ともにこなし、確かな実力をつけてき

た。春先もベスト付近の記録を出し、好調であ

る。蒼穹記録更新、そして栄冠をつかみ取り、

1部にもその名を轟かせてほしい。

 

200m

牧川 真央(5) 21.30

石田 真也(3) 21.57

 200mでは卓越した技術をもつ牧川。関西大・安

塚ら強者が立ちはだかるが、決勝でベストパ

フォーマンスを出すことができれば、勝てる可

能性は大いにある。表彰台の頂点に立つことが

強く期待される。

石田は200mで京カレを制しており、100m同様に

好調である。リラックスした大きな走りを身に

つけており、まだまだ伸びしろがある。優勝争

いに加わる実力は十分にあるので、どこまで食

い込んでいけるかが焦点になってくるだろう。

400m

庄司　真(4) 49.11

辻　智彦(3) 48.57

 この冬、人一倍走りこんだ庄司。スピードにキ

レを持ち、持久力に拍車がかかってきた。そし

て、関カレという大舞台。拮抗する実力をもつ

選手ばかりの組。すべてが整った。48秒台にと

どまらず、さらに上を目指していってほしい。

辻は短長で最も実力がある選手である。ここ最

近、日に日に走りに磨きがかかってくる姿は頼

もしい。初日の種目、気負わず臆せず辻らしい

走りで短長を勢いづけてほしい。

 

110mH

戸川洋一(4) 14.85

 男子110mHには戸川(4)が出場する。戸川はこの

冬、走力アップに加え立命館大学での合同練習

会などを通じてハードリング技術に磨きをかけ

てきた。特に大きな怪我などもなく充実した冬

期練習をこなせたことにより、ベスト大幅更新

に期待がかかる。近年のハードル種目の競争激

化の影響から、決勝進出のためには最低でも

14”40は必要であり、まずは焦ることなくきち

んと自分の走りをして予選を通過してほしい。
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400mH

蔭山凌  (4) 53.26

佐藤優斗(3) 54.01

 男子400mHには蔭山(4)、佐藤(3)が出場する。

蔭山は昨年の関西 IC5位入賞、七大戦400mH優勝、

東大戦400mH優勝など、その実力は折り紙つきだ。

またこの冬は積極的にハードルドリルを行った

り、自主的に強化合宿・合同練習会に参加した

りと充実した練習を積むことができた。ただし

近年の関西 IC１部400mHの決勝進出ラインは非

常に高く、今年も最低でも51秒台が必要とされ

そうである。なんとかベストを大幅更新して決

勝に残ってほしい。また佐藤はこの冬短距離勢

で最も伸びた選手の一人といえるだろう。今

シーズンさっそく400mと400mHの両種目で PBを

更新してきており、さらなる記録更新に期待が

かかる。初めての関西 IC出場ということもあり

、試合そのものの雰囲気を存分に楽しみ今後の

糧として欲しい。

400ｍHHに出場する佐藤。冬季練習の成果が期

待され、チームの活力となるだろう。

4×100mR

 眞武 俊輔 (M1)

 牧川 真央 (5)

 岡田 洋   (4)

 石田 真也 (3)

 備藤 翼   (2)

 山木田 雅 (2)

 備藤-石田-牧川-眞武のオーダー。2走以降の実

力も然ることながら、備藤も10秒台目前に迫っ

ている選手であり、皆の信頼も厚い。走力自体

は1部の他大学にも引けを取らないメンバーが

揃ったので、バトンを華麗につなぎ、40秒台前

半を出して上位入賞することが期待される。

4×400mR

長谷川　聡(M2)

庄司　真  (4)

石田　真也(3)

辻　智彦  (3)

岡部　龍樹(2)

土屋　佑太(2)

 メンバーおよび走順は状況を判断して決める。

どんなことをしてでも決勝で戦う。上位入賞す

る。その覚悟でいままでやってきた。実力は十

分ある。京大短長の強さ、関西に見せつけたい。

女子 100m

釜谷 美翔子 (M1) 12.68

 

 院生になっても健在の釜谷が出場。調子に若干

の懸念があるが、京カレでは12秒台を出してお

り、ここから更に勢いに乗りたいところ。釜谷

の好記録はいつも場を大いに盛り上げるので、

今回も京大の追い風になることを期待したい。
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女子 200m

釜谷 美翔子 (M1) 26.70

 予選が3日目で疲労も懸念されるが、幾多の多

種目出場をこなしてきた釜谷なら心配いらない

だろう。100m・400mの実力から考えて、25秒台

を出す力は確実に持っている。高いスピードレ

ベルのレースで、ベストを大幅に更新すること

が期待される。

女子短距離種目そのほとんどに出場する釜谷。

大きな得点源として期待される。

女子 100mH

 釜谷美翔子(M1)15.68

  

 女子100mHには釜谷(M1)が出場する。釜谷は今

大会100m、200m、400mH、4×100mR、4×400mRと

多数の種目にエントリーしている中での出場と

なる。準決勝進出のためには14秒台前半の記録

を出すことが必至であるが、持ち前のスプリン

ト力を活かしてまずは自己ベスト更新を狙って

ほしい。                                    

女子 400mH

釜谷美翔子(M1)1.04.41

 女子400mHには釜谷(M1)が出場する。この冬研

究室が忙しい中、その合間を縫って練習に励ん

できた。今年はハードル種目に力を入れたいと

本人も言っており、この関西 ICという大舞台で

の自己記録更新に期待がかかる。もっとも、高

校時代は400mHで北信越インターハイ予選を制し、

全国インターハイにも出場しているのでそのポ

テンシャルの高さは計り知れない。いい意味で

皆を驚かせるようなレースに期待したい。

女子 4×100m  

釜谷 美翔子 (M1)

中尾 優里   (4)

藤森 光世   (3)

金澤 和寿実 (2)

山中 遥加   (2)

 走順がまだ未定だが、昨年はエース釜谷不在の

中でも、50秒台目前の記録で走ることができた。

今年は4回生以下も冬季練で実力をつけており、

昨年以上の好記録が期待される。他大学のレベ

ルが高く厳しい戦いになるが、最後まで諦めず

決勝を目指してほしい。
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女子 4×400mR

岩橋優    (M2)

釜谷美翔子(M1)

熊澤真奈  (4)

山中遥加  (2)

坂上小百合(2)

 久々に登場の女子マイル。蒼穹記録メンバーが

３人揃っている。関西の強豪校相手に思い切っ

た攻めのレースを期待したい。

～中距離～

山崎貴史(M1) 1.53.70

中井一宏(4)  1.55.09

櫻井大介(3)  1.50.82

 800mは京都 ICで決勝に進出した3人が出場す

る。山崎は一部決勝進出の経験がある。練習で

も試合でも大事な局面で実力を発揮してくる随

一の勝負強さをもっており、高得点の期待がか

かる。中井は今シーズン好調を保っている。関

西 ICに向けて自己ベストを更新する準備は整っ

たので、念願の決勝進出を果たしてほしい。櫻

井は試合を重ねるごとに調子をあげている。優

勝候補の大本命であり、49秒台を狙って優勝を

勝ち取ってくるだろう。

1500m

久好哲郎(M1) 3.59.76

櫻井大介(3)  3.56.29

足立涼(2)    4.03.02

 1500m出場者には自己ベストが3分台の選手を3

人そろえることが出来た。久好は1500mから駅伝

までこなす柔軟性がある。さまざまなレース展

開にも冷静に対応できるので、中距離大量得点

の立役者となるだろう。櫻井は 800mのスピード

と5000mを14分台で走るスタミナを持ち合わせ

ている。その2種目の中間である1500mで最高の

パフォーマンスを発揮すること間違いないだろ

う。足立は冬を越えて見違えるほどに大きく成

長した。56秒台の自己ベストをもつだけに、

ダークホースとして会場をわかせてほしい。

女子 800m

岩橋　優  (M2)2.12.66

熊澤　真奈(4) 2.22.94

濱  希望  (1) 2.21.71

 800mにはフル出場が実現した。岩橋は昨シーズ

ンに全国大会で自己ベストを更新する実力者。

予選で勝負勘を取り戻して、決勝で表彰台を積

極的に狙ってほしい。熊澤は就活で忙しい中で

も練習を途絶えさせなかった。男子と一緒に冬

季練習を積んで身につけた底力を存分に発揮し

てほしい。期待のルーキー濱は受験のブランク

もあり本調子でない。だからこそプレッシャー

を感じずに、思い切った走りをして先輩たちを

突き上げるだろう。 

女子 1500m

岩橋　優(M2)4.26.42

濱  希望(1) 4.46.04

 

 1500m出場者は二人とも 800mの標準も切ってお

り、スピードは申し分ない。岩橋は京都 ICで故

障している中でも 30秒台を出してきた。800mと

同様に予選突破はかたいので、決勝での得点に

期待がかかる。濱は初の対校戦にして 800mとの

掛け持ちとなる。今後も2種目出場は大いにあり
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得るので、上手くこなしきって中距離を盛り上

げてほしい。

～長距離～

5000m

平井 健太郎(3) 14.20.37 　

下迫田啓太(3)  15.04.05

 5000mには平井健太郎、下迫田が出場する。平

井は関西インカレハーフの約 2週間後というこ

とで、ピークを持ってくるのは難しいと思うが、

この冬を経て関西での実力は他校を完全に圧倒

するものになったので、優勝をしてきて欲しい。

下迫田は今季のレースではベストの調子まで

戻ってはいないが、練習はできているので、上

手くピーキングして攻める走りで自己ベスト更

新はしてきて欲しい。

今最も勢いのある選手の一人である平井。

チームを支えていく柱としての活躍が期待され

る。

10000m

平井 幹  (M1) 29.17.84

横山 裕樹(M1) 29.35.42

平井健太郎(3) 28.57.20 　

 10000mには平井幹、横山裕樹、平井健太郎が出

場する。平井幹と横山はハーフに続く2種目目、

平井健太郎についてはハーフ、5000に続く3種

目目となる。ピーキングや疲労にいかに対処す

るかが大切になる。平井幹、横山は卒論で、冬

季の十分な走り込みはできなかったが、両選手

共に初マラソンで素晴らしい結果を残してくれ

ている。昨年区間賞の実力まで少しでも戻して

表彰台を狙って欲しい。平井健太郎は関西トッ

プの実力をもって、一番しんどいところだと思

うが、なんとか優勝してきてもらいたい。

3000mSC

不破 佑太(M2) 9.16.54 　 

岡本 和晃(3)  9.36.73

岡野 颯斗(2)  9.20.70 

 3000scには不破、岡本、岡野颯斗が出場する。

不破は就活の忙しさから、冬季練習は十分に走

り込めなかったが、ポイントを絞った練習で調

子を上げてきた。持ち前の障害のうまさを活か

して、得点をもぎ取って欲しい。岡本は京カレ

は体調不良で出場できなかったが、その前の週

の記録会で自己ベストを出すなど、冬練の成果

が見えてきている。関カレで大きく伸びること

に期待する。岡野は京カレで2位と自己ベストを

大きく更新する素晴らしい走りをして、調子は

かなり良い。関カレでしっかり得点をとってき

てもらいたい。
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10000mW

樋口　裕磨(5)　46.25.25

海老原　脩(2)　51.13.33

山西　利和(1)　41.53.80

 10000mWは混戦となることが予想される。3人出

場の強みを生かして、3人入賞、8点獲得という

目標を是非とも達成してほしい。樋口は競歩の

知識をどん欲に吸収し、昨年以上に安定感そし

て爆発力のある選手となった。その試合運びが

京大競歩の趨勢を決めるほど、樋口は重要な役

割を担っており、また担うことのできる選手で

ある。海老原は冬練を越え二回りほど成長し、

いまだ発展途上の逸材である。入賞する実力は

あるので、他大の選手に臆することなく攻めの 

姿勢を堅持し、何としても上位陣に喰らい付く

ことで入賞ラインにねじ込んでもらいたい。山

西は１回生ながらの出場である。受験のブラン

クこそあるが、IHそして世界ユースで優勝した

実力は折り紙つきである。ぜひ来年の関西イン

カレ、そして世界選手権・オリンピックへとつ

ながる大学公式戦デビューを飾ってほしい。

女子 5000m

田中 友里(M1) 17.10.12

 女子5000mには田中が出場する。女子10000mに

続く2種目目となる。京カレは怪我のため出場す

ることができなかった。関カレでは周囲のレベ

ルが非常に高いが、関女での良い走りに近づけ

て、ベストを大きく更新して欲しい。

女子 10000m

田中 友里(M1) 17.10.12 (5000m)

 女子10000mには田中が出場する。10000mには

初出場となるが、京都マラソンでしっかり走れ

ていることもあり、距離への不安は小さい。レ

ベルの高い選手に食らいついて、好記録に期待

したい。

女子 3000mSC

小堂 夏希(2) NR

 女子3000scには小堂が出場する。京カレの     

 1500mと5000mで自己ベストを更新して調子は 

 良い。周りのレベルはかなり高いので、単独に

 なってもしっかり障害を利用して、ペースを保

 ち、好記録を期待したい。

～跳躍～

走幅跳

 西村 優汰(5) 7m34

 石田 真也(3) 7m17

 松下 隼人(2) 7m17

　西村の大舞台での勝負強さはご存じのとおり。

 今年は今までとは異なり1部という舞台だが、 

 大ジャンプを見せて表彰台に上ってほしい。石

 田は今季もスプリントの調子がよく、スピード

 に関しては申し分ない。足を合わせてしっかり

 踏み切ることができれば、自己ベストも出るだ

 ろう。松下は今季、6m80付近をいくつか跳んで

 おり安定しているが、さらに上の段階で戦うた

 めにも自分の跳躍をすることを心がけてほしい。

 三人とも入賞する力は十分に持っているが、入

 賞に満足するのではなく上位での争いに絡んで

 いきたい。

三段跳

西村 優汰(5)   15m04

日浦 　幹(4)   14m06

山岡 隆央(3)   14m31

　西村は三段跳の試合は少ないものの出る試合
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では結果をしっかり残している。今年は周りの

レベルもこれまでとは異なるが上位入賞したい

日浦はこの春に標準記録を突破して出場を決め

た。調子もよく、ベスト記録の更新だけでなく

その先を見据えた跳躍をしたい。山岡は、今季

はあまり調子が上がって来ていないが、気負う

ことなく自分のできる最高の跳躍ができれば、

自ずと結果もついてくるだろう。 15m ジャン

パーが多く、入賞するにはレベルの高い跳躍が

要求されるが、出場する三人は全力を尽くした

い。

走幅跳に出場する石田。彼の力強い跳躍はチー

ムの躍進に大きく貢献するだろう。

棒高跳

田中 皓介(D1)   4m40

岡田   洋  (4)     4m20

田中は練習こそ積めていないものの、最低限

の結果を残しているのはさすがベテランである。

 久々の 1 部の舞台、経験を活かした跳躍に期待 

 したい。岡田は、春に標準が上がるという苦し

 い状況にありながら自己ベストを更新して出場

 を決めた。4m を安定して跳ぶこともできてい 

 るが、田中に勝つつもりで思い切った跳躍を見

 せてほしい。この種目はレベルが高いが、蒼穹

 新を叩き出して入賞したい。

女子走幅跳

金澤 和寿美(2) 5m17

　走幅跳は金澤が出場する。5m後半の跳躍の多

く出るようなレベルが高い争いになることが予

想されるが，まずはベストを更新して上位に食

い込みたい。

女子棒高跳

金澤 和寿美(2) 3m00

　昨年同様，今年も入賞が期待される金澤が出

場する。上位はレベルが高いが関西インカレと

いう大舞台で自己ベストを更新して表彰台に上

りたい。

～投擲～

ハンマー投

若園直樹(3) 41m66

 3月の記録会で関西インカレの B標準 39m00を

 突破し、さらに京都インカレというレベルの高

 い舞台で自己ベストを更新するなど、今一番勢

 いのある選手である。関西インカレでは、さら

 なる記録の向上が望めそうだ。ランキング上で

 は、得点争いに絡める位置にはいないものの、

 格上の選手に臆せることなく自分の投げに集中
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し、1つでも上の順位を目指してもらいたい。

～混成～

十種競技

神野洋介(M1) 5425点

戸川洋一(4)　5967点

 

 男子十種競技には神野(M1)、戸川(4)が出場す

る。神野は先日行われた春期混成競技会(旧 大

阪 ICオープン十種競技)にて渾身の自己ベストを

たたき出し、見事関西 ICの出場を決めた。この

冬は多忙な研究室業務の合間をぬって血のにじ

むような努力を続けてきた。特に棒高跳びをは

じめとする跳躍種目の強化に力を入れており、

関西 ICではさらなる記録更新に期待がかかる。

一方の戸川は昨年の関西 IC2部で４位に入賞して

おり、その経験を活かした活躍に期待がかかる。

もっとも８位入賞予想ラインは6300点あたりと

なりそうなので、昨年同様、全種目自己ベスト

更新を目標に頑張ってもらいたい。
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・関西インカレ日程

12

（水） （長居第一）
<TRACK>

開始時刻 種別 種目

開会式
10:00 (10) 100m
10:10 (10) 100m
10:25 女子 100mH 予
10:50 女子 400m 予
11:15 400m 予
11:35 400m 予
11:55 女子 1500m 予
12:20 1500m 予
12:40 1500m 予
12:55 女子 100m 予
13:20 100m 予
13:40 100m 予
14:00 女子 400m 準
14:15 400m 準
14:45 女子 100mH 準
15:05 女子 1500m 決
15:15 1500m 決
15:25 1500m 決
15:35 4×100mR 予
15:50 4×100mR 予
16:00 女子 4×100mR 予
16:30 (10) 400m
16:40 (10) 400m
17:00 女子 10000m 決
17:45 競技終了

<JUMP>
開始時刻 種別 種目

女子 走高跳 決

11:00

14:30

16:00 競技終了
<THROW>
開始時刻 種別 種目

女子 ハンマー投 決

12:45
ハンマー投 決

15:00 ハンマー投 決
16:00 競技終了

5月7日

9：30
2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

10：30
2部 (10)　走幅跳

1部 (10)　走幅跳

2部 (10)　走高跳

1部 (10)　走高跳

10：30
2部

2部 (10) 砲丸投

1部 (10) 砲丸投

1部

（木） （長居第一）
<TRACK>

開始時刻 種別 種目
9:30
9:40
9:55 110mH 予
10:10 110mH 予
10:30 女子 100m 準
10:45 100m 準
10:55 100m 準
11:15 女子 3000mSC 決
12:15 女子 400m 決
12:25 400m 決
12:35 400m 決
12:50 女子 100mH 決
13:05 110mH 決
13:15 110mH 決
13:30 女子 100m 決
13:40 100m 決
13:50 100m 決
14:00 5000m 決
14:25 決
14:50 5000m 決
15:20 女子 4×400mR 予
15:45 4×400mR 予
16:15 4×400mR 予
16:40 (10) 1500m
16:50 (10) 1500m
17:05 競技終了

<JUMP>
開始時刻 種別 種目

10:00 三段跳 決

12:20

13:00 三段跳 決
15:30 女子 棒高跳 決
17:00 競技終了

<THROW>
開始時刻 種別 種目

10:20

11:30 砲丸投 決
13:00 やり投 決

14:50
女子 砲丸投 決

16:00 競技終了

5月8日

2部 (10)　110mH
1部 (10)　110mH
2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部
ﾀｲﾑﾚｰｽ(2組)

1部

2部

1部

2部

1部

2部

2部 (10) 棒高跳

1部 (10) 棒高跳

1部

2部 (10) 円盤投

1部 (10) 円盤投

1部

2部

2部 (10) やり投

1部 (10) やり投
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（金） （長居第一）
<TRACK>

開始時刻 種別 種目
10:00 女子 (7) 100mH
10:20 女子 200m 予
10:40 200m 予
10:55 200m 予
11:15 女子 800m 予
11:40 800m 予
12:05 800m 予
12:35 女子 400mH 予
13:05 400mH 予
13:25 400mH 予
13:45 表彰式
14:45 女子 200m 準
14:55 200m 準
15:05 200m 準
15:15 3000SC 決

15:35
3000SC

決
ﾀｲﾑﾚｰｽ

16:15 女子 800m 準
16:25 800m 準
16:40 女子 (7) 200m
16:55 女子 4×100mR 決
17:05 4×100mR 決
17:15 4×100mR 決
17:25 競技終了

<JUMP>
開始時刻 種別 種目

10:00 女子 走幅跳 決
11:00 女子
13:00 走高跳 決
13:00 走幅跳 決
15:30 走高跳 決
17:30 競技終了

<THROW>
開始時刻 種別 種目

10:00 円盤投 決
12:10 円盤投 決
13:30 女子
14:20 女子 円盤投 決
16:00 競技終了

5月9日

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

2部

1部

(7) 走高跳

2部

2部

1部

2部

1部

(7) 砲丸投

（土） （長居第一）
<TRACK>

開始時刻 種別 種目
10:00 女子 10000mW 決

11:10
10000mW 決
10000mW 決

12:15 女子 800m 決
12:25 800m 決
12:35 800m 決
12:50 女子 400mH 決
13:05 400mH 決
13:15 400mH 決
13:30 女子 200m 決
13:40 200m 決
13:50 200m 決
14:00 10000m 決
14:40 10000m 決
15:20 女子 5000m 決
15:45 女子 (7) 800m 決
16:05 女子 4×400mR 決
16:15 4×400mR 決
16:25 4×400mR 決
16:35 競技終了
16:55 閉会式

<JUMP>
開始時刻 種別 種目

10:00
女子

棒高跳 決
11:30 走幅跳 決

14:00
棒高跳 決

女子 三段跳 決
16:00 競技終了

<THROW>
開始時刻 種別　 種目

10:00 女子 やり投 決
12:10 女子
13:00 砲丸投 決
14:20 やり投 決
15:40 競技終了

5月10日

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

2部

1部

(7)　走幅跳

2部

1部

1部

(7)　やり投

2部

1部
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男子対抗の部
▼100m 記録 風 備考

眞武　俊輔 予 11.04 -1.1
備藤　翼 予 11.09 +0.7 PB
岡田　洋 予 11.21 +0.2
▼200m
石田　真也 予 22.84 -1.3

優勝 21.53 +2.4
備藤　翼 予 22.32 -1.5
山木田　雅 予 22.72 -2.0
▼400m
長谷川　聡 予 49.18

50.48
庄司　真 予 49.62
土屋　佑太 予 50.67
▼800m
櫻井　大介 予 1.55.86

1.56.20
山崎 貴史 予 1.54.14

1.56.91
中井　一宏 予 1.55.09

1.57.13
▼1500m
櫻井　大介 3.59.37
久好　哲郎 4.01.25
足立　涼 4.03.02
▼5000m
下迫田 啓太 15.24.97
新田 一樹 15.29.82
小御門 道 16.19.28
▼10000m
平井　健太郎 29.42.66
高石 雅貴 32.52.38
松葉 悠剛 33.14.93
▼110mH
戸川 洋一 予 15.20 -0.7

15.10 +1.3
佐藤 優斗 予 15.57 +0.8
西田　光治 予 15.59 +0.9
▼400mH
蔭山 凌 予 53.86
佐藤 優斗 予 54.01 PB
新村 航輝 予 56.27
▼3000mSC
岡野 颯斗 9.20.70 PB
不和　佑太 9.26.30

第78回京都インカレ結果

（4月11日-12日　西京極)

7位

1位

5位

6位

5位

8位

8位

1位

7位

2位

3位

▼4×100mR

42.38
▼4×400mR

3.17.84
▼走高跳

扇澤 剛志 1.75
森田 悠也 1.75
▼棒高跳

田中 皓介 4.20
岡田 洋 4.00
大沼 慶寿 3.80 PB
▼走幅跳

西村　優太 7.16 +0.8
石田　真也 6.89 +1.5
松下　隼人 6.77 +0.9
▼三段跳

日浦　幹 14.06 -0.6 PB
山岡 隆央 13.63 -0.7
田中 智章 NM
▼円盤投

神野　洋介 30.55
西田　峻 24.06 PB
山下　圭司 32.29 PB
▼ハンマー投

若園 直樹 41.66 PB

岡田-山木田-
-備藤-戸川 7位

長谷川-庄司-
-佐藤-土屋 4位

5位

6位

2位

4位

6位

5位

7位

女子対校の部
100m▽

釜谷　美翔子 予 12.96 +1.7
13.04 ±0.0

山中　遥 13.67 +1.0 CB
200m▽ 予

山中　遥 28.45 -2.6
400m▽ 予

釜谷　美翔子 予 62.02
決 62.17

1500m▽

岩橋 優 4.38.98
小堂 夏希 5.03.07

5000m▽

小堂 夏希 18.31.90 PB

6位

5位

4×100mR▽

51.64
▽走高跳

中尾 優里 1.45

金澤-釜谷-
-藤森-中尾 5位

6位
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▽棒高跳

金澤 和寿美 2.60
宮崎 伶菜 2.50
▽走幅跳

古谷 真莉菜 4.41 +1.7
宮崎 伶菜 4.68 +0.5
金澤和寿美 4.83 -0.1
男子オープンの部
▼100m
山木田　雅 11.24 +1.1
▼200m
眞武　俊輔 22.48 -2.1
▼400m
岡部　龍樹 52.26
▼800m
市川 和也 1.59.87
宿利 隆司 2.02.26
寶德　真大 2.09.41
▼5000m
櫻井　大介 16.08.70
▼走幅跳

山田　健太郎 6.37 +1.4
山岡 隆央 6.48 +0.1
オープン女子の部

800m▽

熊澤 真奈 2.26.10

2位

3位
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個人戦・記録回
(H25.11/4~H26.4/24)

▼5000m
櫻井 大介 15.31.02
森田 大地 16.32.84
阿邊 啓明 16.38.17
海老原 脩 16.39.88 PB
村瀬 颯登 17.14.30 PB
我妻 総 17.17.74
南日 雄太郎 17.57.75

▼5000m
平井 健太郎 14.20.37
小御門 道 15.53.54
村瀬 颯登 17.08.09 PB

田中 友里 17.12.76
小堂 夏希 19.17.27 PB

小林 香奈子 12.08.10
綾 遥奈 13.31.47 ♪

第七回京都陸協記録会 (11/10　西京極）

兵庫実業団長距離記録会 (12/7　尼崎）

▽5000ｍ

▽3000ｍ

鈴木　將太 12.09 -2.3
Ⅱ 11.50 +2.3

神野 洋介 11.88 -2.3
Ⅱ 11.51 +1.5

川本 雅人 11.82 -2.3
Ⅱ 11.73 +1.5

神野 洋介 23.51 +0.2
鈴木　將太 23.58 +1.2
日浦 幹 23.68 +1.2
▼走幅跳
石田 真也 6.92 +1.6

▼三段跳

日浦 幹 12.95 +0.5

第一回北和記録会 (12/23　鴻ノ池）

▼100ｍ

▼200ｍ

阪神都市対抗駅伝

平井　健太郎 29.57

55.13
平井 健太郎 8.42
岡野 椋介 9.27
足立 涼 9.28
小御門 道 9.26
寶 雄也 9.42
岡本 和晃 9.28

61.51
辻田 智宏 10.04
大海　慎之輔 10.00
森田 大地 10.27
阿邊 啓明 10.17
阿部 健一 10.32
南日雄太郎 10.31

京大女子 40.29
小堂 夏希 7.59
田中 友理 7.03
綾 遥奈 9.08
泊 はつひ 7.58
小林香奈子 8.21

(1/12 於猪名川河川敷コース )
▼1区　10km

1位

第九回風伝説駅伝  (1/19 武庫川河川敷）

京大男子A 総合　18km 5位
1区　   3km 1位
2区　   3km 7位
3区　   3km 8位
4区   　3km 12位
5区　   3km 5位
6区　   3km 5位

京大男子B 総合　18km
1区　   3km
2区   　3km
3区   　3km
4区　   3km
5区　   3km
6区   　3km

総合　10km
1区   　2km
2区　   2km
3区   　2km
4区　   2km
5区   　2km

▼5000mW
夫津木廣大 24.26.29 PB
海老原 脩 24.44.15
村瀬 颯登 28.05.66 PB
多田 稜平 28.55.73
大畑 耕治 29.01.25 PB
▼10000mW
樋口 裕磨 50.03.28

▼ハーフマラソン

松葉 悠剛 1.11.51 ♪

和歌山競歩  (1/26紀三井寺公園補助競技場)

大阪ハーフマラソン (1/26)

▼400m
吉川 慶 53.32

平井　健太郎 17.43

第二回北和記録会 (1/26 鴻ノ池）

兵庫県郡市区対校駅伝  (2/2)
▼2区 6.0km

2位
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▼マラソン

横山 裕樹 優勝 2.25.18 ♪

久好 哲郎 2.33.38 ♪

横山 高広 3.28.34 ♪

山崎 英治 4.52.03 ♪

▽マラソン

田中 友理 3.01.34
加奈山憲代 4.10.12

京都マラソン (2/16)

9位

5位

▼100m
鈴木 將太 11.72 +2.5

▼10km
平井　健太郎 30.54

▼3000mSC
岡本 和晃 9.54.51
小御門 道 10.41.99
阿邊 啓明 11.10.48

第六回大体大競技会 (2/22 大阪体育大学)

福岡クロカン (2/22 海の中道海浜公園)

大体大中長距離記録会 (2/23 大阪体育大学)

宇治川マラソン(2/23)
▼5km

不破 佑太 16.23
5km▽

泊 はつひ 20.28

3位

9位

▼ハーフマラソン

松葉 悠剛 1.10.47
下迫田啓太 1.11.12
岡野 椋介 1.12.57
Illinois Club Rerays (3/1)

3000m▽

岩橋 優 優勝 10.28.03

▼マラソン

平井　幹 2.20.44 ♪

犬山ハーフマラソン (2/23 犬山市)

びわ湖毎日マラソン (3/2)

▼100m
眞武 俊輔 11.18 -1.7
備藤 翼 11.39 +0.5
戸川 洋一 11.57 -0.7
山木田 雅 11.59 -0.6
佐藤 啓太 11.59 -1.1
川本 雅人 11.72 -0.7
鈴木 將太 11.83 -1.1
小野坂 健 11.85 +0.5
吉川 慶 11.87 +0.4
山田 諒 11.87 -1.6
森田 悠也 12.1 +0.6
西田 光治 12.11 -1.2
杉本 祥馬 13.14 +0.3 ♪
▼200m
石田 真也 21.69 -1.1
佐藤 啓太 23.29 -0.8
鈴木 將太 23.34 -1.3
吉川 慶 23.5 -1.3
戸川 洋一 23.73 -2.2
▼400m
庄司 真 49.96
佐藤 優斗 50.32
新村 航輝 51.57
▼800m
松田 優拓 2.03.50
水谷 浩人 2.06.84
▼1500m
岡野 颯斗 4.09.2 手動計時

第六回奈良市記録会（3/29 鴻ノ池）

▼110mH
西田 光治 15.89 +0.9
川本 雅人 16.75 +0.5
▼400mH
蔭山 凌 59.48
▼走高跳

扇澤 剛志 1.70
森田 悠也 1.65
▼棒高跳

岡田 洋 3.8
清水 宏幸 3.2
神野 洋介 3.0
▼三段跳

日浦 幹 13.79 +2.5
▼円盤投

神野 洋介 30.69
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▽棒高跳

金澤　和寿美 2.60
▽三段跳

金澤　和寿美 10.46 +0.9

▼100m
石田 真也 10.83 +1.3
眞武 俊輔 11.04 +0.4
備藤 翼 11.3 +1.1
庄司 真 11.43 +1.6
鈴木 將太 11.76 -0.1
川本 雅人 11.76 +2.1
森田 悠也 12.13 -0.3
長崎 裕貴 12.16 -0.9
▼200m
眞武 俊輔 22.22 +1.5
山木田 雅 23.03 +1.8
庄司 真 23.10 +0.7
備藤 翼 23.26 +0.7
▼400m
長谷川 聡 51.07
蔭山 凌 52.21
中井 一宏 52.60
吉川 慶 52.75
市川 和也 53.50
神埜 勝 58.10
▼800m
中井 一宏 1.55.79
櫻井 大介 1.57.40
宿利 隆司 2.00.92
足立 涼 2.01.73 CB
寶德 真大 2.01.82
市川 和也 2.02.38
蔭山 凌 2.02.43
久好 哲郎 2.02.51
松田 優拓 2.04.20
橋本 浩法 2.11.35
橋本 宏平 2.11.62

第三回学連協議会（3/13-14 西京極）

▼1500m
平井健太郎 3.58.85
久好 哲郎 4.08.56
横山 裕樹 4.10.52
足立 涼 4.11.96
櫻井 大介 4.15.15
松田 優拓 4.26.18
橋本 浩法 4.36.77

▼5000m
横山 裕樹 14.48.50
下迫田啓太 15.21.25
渡辺 駿 15.35.27
岡本 和晃 15.55.40
松葉 悠剛 15.56.59
小御門 道 15.58.13
稲垣 達也 16.13.14
寶 雄也 16.28.20
樋口 裕磨 16.48.88
▼110mH
蔭山 凌 16.59 +2.4
川本 雅人 16.87 +4.0
▼400mH
蔭山 凌 54.76
佐藤 優斗 56.06
新村 航輝 58.10
▼3000mSC
岡野 颯斗 9.41.81
不破 佑太 9.42.76
岡本 和晃 9.46.88
渡辺 駿 9.47.45
小御門 道 10.08.26

▼4×400mR

3.25.05

▼走高跳

森田 悠也 1.65
▼棒高跳

田中 皓介 4.20
岡田 洋 NM
▼走幅跳

石田 真也 NM
山田健太郎 NM
福島　快 4.80 +0.2
▼三段跳

日浦　幹 13.25 -0.4
▼円盤投

西田　峻 19.67
▼ハンマー投

若園 直樹 39.18 PB
▼やり投

山本 裕太 46.60

長谷川-庄司-
-蔭山-吉川
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▼5000mW
村瀬 颯登 31.30.8
▼円盤投

西田　峻 22.88 PB
▼ハンマー投

林 大祐 31.16 PB
若園 直樹 40.54 PB

100m▽

山中　遥 14.49 +0.4

▼100m
石田 真也 11.46 -1.6

Ⅱ 10.95 -0.2
西村 優汰 11.98 -1.9

Ⅱ 11.42 -0.7
神野 洋介 12.14 -3.9

Ⅱ 11.76 +1.2
▼200m
西村　優汰 24.60 +0.3
▼110mH
神野　洋介 16.91 -0.5
▼走幅跳

西村 優汰 6.89 +1.2
石田 真也 6.60 +0.4
神野 洋介 5.57 +1.0
山田健太郎 NM ±0.0

第32回びわスポ記録会（3/30 びわスポ大）

第三回北和記録会 (3/30 鴻ノ池）

▼100m
巽 浩之 11.73 +1.7

Ⅱ 11.77 +3.6
▼400m
庄司　真 50.02
▼100mH
戸川　洋一 15.18 +3.0

Ⅱ 15.26 +4.5
▼走高跳

神野　洋介 1.7
▼砲丸投

神野　洋介 10.49
▼やり投

神野　洋介 47.31

第四回北和記録会（3/31 鴻ノ池）

▼3000mSC
久好 哲郎 9.47.71
渡辺 駿 9.47.92
小御門 道 10.04.16
▼10000mW
樋口 裕磨 47.21.65
夫津木廣大 50.29.56 PB
海老原 脩 51.13.33
村瀬 颯登 53.58.66
大畑 耕治 60.02.74 CB
▼棒高跳

岡田　洋 3.80

兵庫インカレOP (4/2 長居第二）

▼10000m
横山 裕樹 30.36.28
下迫田啓太 32.33.70
稲垣 達也 33.34.79
寶 雄也 34.12.00
大海慎之輔 34.43.27 ♪

辻田 智宏 35.10.14 ♪

我妻 総 35.59.83 PB
村瀬 颯登 36.58.98

大阪インカレOP（4/3 長居第二）

▼100m
鈴木 將太 11.47 +1.1 PB
石田 真也 10.92 +0.7

Ⅱ 10.66 +1.8
▼400m
長谷川 聡 49.73
庄司 真 49.97
土屋 裕太 51.69
▼1500m
我妻　総 4.31.20 
▼5000m
平井　幹 15.13.59
▼110mH
西田　光治 15.98 +3.4
▼棒高跳

田中 皓介 NM
100m▽

宮崎 伶菜 14.57 -1.7
▽走幅跳

宮崎 伶菜 4.33 -0.3

第一回京都陸協記録会（4/6 西京極）
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▼100m
土屋　佑太 11.38 -0.5
桶成　智彦 11.93 -1.2
福島　快 12.26 ±0.0
▼200m
梶原　諒一 24.59 +2.1
豊本　竜希 25.39 +1.0 PB
▼800m
松田 優拓 2.04.19
猪原　章 2.04.20
見鳥 大樹 2.04.27 PB
橋本 宏平 2.09.88
▼5000m
渡邊 駿 15.46.48
松葉 悠剛 15.49.47
荒木　伸哉 16.18.18
▼3000mSC
森田 大地 10.50.3
▼5000mW
山西 利和 21.54.8
海老原 脩 23.15.5 PB
夫津木 廣大 24.27.2
村瀬　颯登 26.41.2 PB
大畑　耕治 DQ

第二回京都陸協記録会（4/20 西京極）

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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