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No.1 



主将挨拶 

本年度の関西インカレは 5 月 14 日から 17 日にかけてヤンマースタジアム・フィールド長居で

行われます。今年度初めての、チームとして目標を掲げて挑む対校戦です。去年の冬季練習で

は次年度の関西インカレでの目標の 5 位を達成することを見据えてチーム一丸となって練習し

てきました。一か月ほど前行われました京都インカレでは少なからずその成果を見ていただけ

ることができたと思います。さらに先日の関西インカレハーフでの選手 3 人の力走により、今

のチームに十分な勢いをもたらしてくれました。関西インカレに出場する選手は部員の一部

で、実際に得点をするのはさらにその一部となると思われますが、この京都大学陸上競技部に

属する全員が「チームの目標を達成したい」という熱い気持ちを抱いて、各人が担っている役

割を果たせば、絶対に目標は達成できると考えております。現在そのような雰囲気で関西イン

カレに向かっています。 

4 日間という長い戦いになりますが、部員一同、精一杯、貪欲に勝利を掴みに行きますので、

蒼穹会の皆様には是非とも競技場まで足を運んでいただきご声援のほどよろしくお願い致しま

す。 

 

京都大学陸上競技部主将 石田 真也 

監督挨拶 

ついに関西インカレを迎えることになりました。 

先日行われましたロードの部では、副将の平井 (4)が調子を崩している中で粘りの走りを見せ

見事 2 位入賞を果たしました。 

男子は昨年も達成した 5 位を目指しての戦いになります。昨年得点をした選手の多くは今年も

問題なく実力を発揮し得点すると思われます。しかしこの 5 位という目標を達成するには得点

できるか微妙なラインの選手の 1 点、2 点の積み重ねが非常に重要になります。具体的には

3000mSC の岡本(4)、5000m の尾崎(2)、10000m の柴田(2)、三段跳の山岡(4)などが挙げられ

ます。全国レベルの選手である主将の石田(4)、副将の平井 (4)、800m の櫻井 (4)、10000mW

の山西(2)などが目立っていますが、ぜひ彼らにも注目していただきたいと思います。 

女子は今年は有望な新人が多く入ってきました。関西上位校との差は激しいですが、夏の七大

戦を見据えて各自実 力を出し切ってほしいと思います。 

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。今年の関西イン

カレも見所が非常に多い試合になります。ご多忙とは存じますが、競技場にて直接ご声援をい

ただきますようお願い致します。 

 

京都大学陸上競技部監督 西村 優汰 

 



関西インカレロードの部結果 

(4/22  ヤンマーフィールド長居周回コース) 

 

ハーフ終了時の対校得点順位 

1 位 京都産業大学  19 点 

2 位 京都大学    7 点 

   立命館大学   7 点 

4 位 関西学院大学  3 点 

 

 

 

 

この日の気温は 22℃。しかし、強い日差しの中で暑さを感じるレースとなった。京大からは平

井健、松葉、高石の三選手が出場。レースは序盤から平井が引っ張り、5 キロすぎまでは大会

新ペース。高石はこの集団の後ろ、松葉は大きく離れた後方集団でレースを進める。10 キロ手

前からペースは落ち着き始め集団は京産大の三名と平井のみになる。しかし 13 キロ過ぎで寺

西（京産大）が飛び出すとこれに平井は対応できない。他の 2 名を引き離し、寺西を追うもペ

ースは上がらず我慢の走りに。一方松葉と高石も 5 キロ通過時点で余裕がなく徐々にペースが

落ち始め、10 キロを過ぎると一気にペースダウンしてしまう。平井は最後までこの位置を保

ち、二年連続の 2 位。本調子とは言えない状況で最低限の仕事をした。結局、松葉と高石は後

半 10 キロが 3.30/km までペースが落ち、苦しい走りとなったが何とか走りきった。高石、松

葉は練習の出来からすると満足はいかない結果であり、一部の舞台で力を発揮することの難し

さを本人のみならず部員全員が痛感するレースとなった。

  

1位 寺西　雅俊 京都産業大 1.04.56
2位 平井　健太郎 京都大 1.05.30
3位 中西　健 京都産業大 1.05.48
4位 奥村　杏平 京都産業大 1.06.27
5位 中野内　直人 立命館大 1.07.07
6位 土井　政人 立命館大 1.07.22
7位 本藤　光 関西学院大 1.08.01
8位 松井　政洋 関西学院大 1.08.12
17位 松葉　悠剛 京都大 1.11.35
18位 高石　雅貴 京都大 1.11.38



関西インカレ展望 

～短距離～ 
100m 

石田 真也 (4)  10.54 

紀平 直人 (3)  10.91 

澤  薫  (2)  10.99 

 

学部生のみの布陣で臨む男子 100m。石田(4)

は昨年の関西インカレ男子 100m の準決勝で

4 着となり決勝に出場できなかった。その無

念を晴らすべく日々練習に取り組んでいる。

先日の京都インカレでは自己ベストの 10

“54(+0.7)で優勝し、勢いもある。今年は 1

回生ながら速い選手がいたり、例年よりもレ

ベルが高いことが伺えるが、なんとか表彰台

に乗ってもらいたい。紀平(3)は昨年怪我に

悩み前半は思う通りのタイムが出せずにいた

が、シーズン後半自己ベストを更新するとい

う好調ぶりで、さらに昨年度の冬季練習を満

足にこなせている。今シーズンは未だに自己

ベスト更新には至っていないが、一発大幅な

ベストの更新は十分にあり、準決勝、あわよ

くば入賞までこぎつけてほしい。澤(2)は専

門種目が走幅跳ながら 100m には並々ならぬ

思いがあり、先日の京都インカレでは自身初

の 10 秒台である 10”99(+1.9)をマークし

た。このタイムでは準決勝に進むことも簡単

ではないが、将来このレベルで戦うために何

が必要なのかを感じ取って次につながるレー

スにしてほしい。大きな舞台で戦うことに関

しては人一倍経験しているので、自己ベスト

更新によってチームに勢いをもたらしてほし

い。 

 

200m 

石田 真也 (4)    21.57 

牧川 真央  (M1)  21.80 

紀平 直人  (3)    21.84 

 

現在の京都大学陸上競技部の最高の布陣で臨

む男子 200m。牧川(5)は男子 200m の蒼穹記

録保持者ながら昨シーズンはそれよりも約 1

秒遅い 22“06 というタイムで終わってしま

った。本人はその事実に奮起し、今年の冬期

は桂の研究室に通いながら一人で桂の坂道で

練習を積むという心意気を見せてくれた。そ

の結果先日の京都インカレでは 2 位に入り

21”80 というタイムで走ることができた。

ただし、今年の関西インカレ男子 200m は

100m と同様レベルが例年よりも高いので、

準決勝で 21“50 付近のタイムで走らねば決

勝には残れないと思われる。得意のカーブで

前半から周りを引き離し得点をもぎ取ってほ

しい。石田(4)は 100m の調子がよく、さら

に 3 月中旬の記録会では 200m もベスト付近

の 21”63 というタイムで走れているので、

200m の調子も良いと思われる。ただ本人の

専門種目は走幅跳で、200m の専門技術に関

しては人よりも劣っているので走力のみで戦

わねばならない。また 200m の予選・準決勝

の日は走幅跳と 4×100mR の決勝もありス

ケジュールがハードである。その中でもしっ

かり決勝に残り、牧川と二人で得点をしてほ

しい。紀平(3)は牧川同様、京都インカレで

好走をし、自己ベストとなる 21“84 をマー

クした。本人はカーブではだれにも負けな

い、200m が専門、と口にしているほど、

200m には自信がある。この冬人一倍積んだ

練習の成果を発揮し準決勝に進む気概を見せ

てほしい。 

 

今春、100m にて蒼穹記録を更新した主将の石田。 

表彰台を目指す。 

110mH 

佐藤 優斗 (4)  15.23 

 

佐藤優は今シーズン初戦でいきなり 15”53

のベストを出し、京都インカレではさらにそ

のベストを更新する 15”23 のタイムを出し

見事関西インカレの B 標準を突破した。た



だし決勝進出のためには 14 秒中盤は必要

か。現状ではかなり厳しいが、T&F の初

日。ベストを出してチームを勢いづけること

ができるか。念願の 14 秒台を出せばチーム

は間違いなく勢いづくはずである。短距離チ

ーフとしての意地に期待したい。 

 

400mH 

佐藤 優斗   (4)  54.00 

広兼 浩二朗  (2)  54.14 

 

佐藤優、広兼が出場する。佐藤優は今シーズ

ン 54”87、55”03 と自己ベストの 54”00

にはまだ程遠い。しかしこの冬誰よりも走り

こんできた人の 1 人である。粘りの走りを見

せて自己ベスト更新を狙いたい。広兼はこの

冬関西インカレ決勝進出を目標に練習に取り

組んできた。春先にケガが再発しここ 1 か月

はあまり練習が積めていないのが不安だが、

持ち前のポテンシャル、キレの良い走りを見

せ走り切ってほしい。決勝進出には 52 秒前

後のタイムが必要と見られ、両者ともにかな

り厳しいが気持ちの入った走りを見せ、チー

ムの勢いを加速させたい。 

 

4×100mR 

眞武 俊輔 (M2) 

牧川 真央 (M1) 

石田 真也 (4) 

林  大祐 (4) 

備藤 翼  (3) 

紀平 直人 (3) 

庄司 渓  (2) 

 

走順は紀平(3)―石田(4)―牧川(M1)―眞武

(M2)となる。一走が異なっているだけであと

は昨年と同じメンバーである。昨年は 40

“61 で 5 位であったが、紀平は昨年の一走

よりも実力があると思われ、石田、牧川は昨

年よりも実力が上がっていることは間違いな

いので、蒼穹新の更新の可能性は十分にあ

る。眞武も就活の合間にグラウンドに来て練

習するほど関西インカレの四継に気持ちが入

っている。上位４校に勝つことは難しいと思

われるが、全日本インカレで関東の強豪と戦

うために、なんとかくらいついて日本選手権

リレーの標準である 40”40 を突破したい。 

 

4×400mR 

庄司 真  (5) 

辻  智彦 (4) 

岡部 龍樹 (3) 

紀平 直人 (3) 

新村 航輝 (3) 

土屋 佑太 (3) 

 

今年度 400m に出場する選手を出すことはで

きなかったが総合力は例年に勝るとも劣らな

いメンバーが揃った。走順については当日の

状態を見て決めるが、いずれも 49 秒前半の

力を有しており十分に強豪校と競ることがで

きるだろう。決勝進出には蒼穹新を出すこと

が条件になるだろうが何としても各人が力を

出し切って決勝進出を果たしたい。 

 

女子 200m 

釜谷 美翔子 (M2)  26.70 

 

毎年女子陸上部を盛り上げてきた釜谷もとう

とう最終学年。修士 2 回生となり、就職活動

や研究でなかなか練習に時間を割けない時期

もあったが、時間を見つけては熱心に走り込

んできた。経験と根性を武器に、最後の関西

インカレという大舞台で大暴れして欲しい。

今年の関西インカレでは、個人種目は 200m

のみのエントリーとなり、この一種目にすべ

てぶつけ、持ち前のスプリント力と勝負強さ

で高記録を期待したい。 

 

女子 400m 

坂上 小百合 (3)  61.48 

 

この冬、人一倍走り込んできた坂上。春先は

怪我に苦しんだが、先日の記録会では怪我明

けとは思えない快走を見せた。関西インカレ

という大舞台、格上の選手が多いが、持ち前

の粘り強さと攻めの姿勢で、前半からどんど

ん攻めるレースをしていってほしい。プレッ

シャーのかかる中で、しっかりと自分の実力

を発揮して、自己ベスト大幅更新を期待した



い。 

 

女子 4×100mR 

藤森 光世  (4) 

宮崎 伶菜  (5) 

金澤 和寿美 (3) 

山中 遥加  (3) 

坂上 小百合 (3) 

川﨑 仁美  (2) 

 

金澤-坂上-藤森-山中のオーダー。これまで、

なかなかバトンが合わず、いい記録が残せて

こなかったが、冬や春先の練習を通して、一

人一人の走力は確実に上がってきた。メンバ

ー、走順ともに、すべてが新しいこのチーム

で、しっかりバトンをつなぎ、目標である

51 秒台でのレースが期待される。他大学の

レベルは高く、厳しい戦いが予想されるが、

挑戦者として思い切った攻めの姿勢で挑んで

ほしい。 

 

女子 4×400mR 

釜谷 美翔子 (M2) 

藤森 光世  (4) 

山中 遥加  (3) 

坂上 小百合 (3) 

川﨑 仁美  (2) 

岸本 絵理  (2) 

 

釜谷-坂上-藤森-山中のオーダー。直前のメン

バー交代もあったが、それぞれの気持ちは関

西インカレに向けて、しっかり高まってきた。

400m の専門選手が少ないメンバーではある

が、この一冬、基礎体力の強化に力を入れて

きた。粘り強さやスピード、負けん気の強さ

など、一人一人の強みを活かして、前半から

思い切って攻めのレースをし、格上のチーム

にも食らいついていって欲しい。 

 

～中距離～ 
800m 

山崎 貴史 (M2) 1.51.47 

櫻井 大介 (4)    1.49.14 

友田 浩平 (2)    1.56.33 

 

本種目では関西中距離史上最高レベルのレー

スが期待される。その種目で昨年、学生中距

離界に一躍名を馳せた櫻井。だが前回大会、

優勝とわずか 1000 分の 3 秒差で 2 位に甘ん

じた悔しさは忘れていない。悲願の関西初タ

イトルを狙う。今シーズンその櫻井を上回る

勢いで好スタートを切ったのが山崎だ。既に

大きく自己記録を更新し、後は勝負にのみ徹

する。全国に通用する走りで上位陣を虎視

眈々と伺う。そして、京大の最後の一枠を勝

ち取ったのは友田だ。今の力が関西でどれだ

け通用するのか肌で感じるためにもレースの

流れに乗り、勝負どころをつくりたい。来年

以降の京大中距離をけん引する存在となる第

一歩である。 

 

    
昨年学生ナンバーワンの座についた櫻井。 

今年のさらなる飛翔に期待だ。 

1500m 

久好 哲郎 (M2)  3.56.60 

岡野 颯斗 (3)    3.52.73 

足立 涼  (3)  3.53.57 

 

800m 同様、全国で通用する選手が多数エン

トリーする本種目、強豪相手に点をもぎ取り

たい。最後の関西インカレとなる久好は、不

調だった 3 月から 4 月にかけて驚異的に調子

を上げてきた。ピークが合えば決勝進出は射

程圏内だ。そして入賞ラインに何とか切り込

みたい。久好と同じく、昨年惜しくも決勝進

出を逃した足立。この冬は距離を踏み、かつ

その上に専門的スピードを磨いてきた。上位

入賞目前である。今年は 1500m で勝負をす



ると言い切った岡野。その覚悟と実力をここ

一番の舞台で見せられるか。勝負に勝ち切る

ことで全国への扉をもこじ開けたい。誰が 7

年ぶりの蒼穹記録の大幅更新をするかにも期

待。 

 

女子 800m 

岸本 絵理 (2)  2.23.62 

 

この種目に出場するのは、京都インカレで会

心の走りを見せ 5 位入賞と気を吐いた岸本

だ。 

冬期練習が功を奏し、後半の粘り、最後まで

しっかり走り切る点は彼女の持ち味となっ

た。今シーズンは、そこに本来のスピードを

磨くことに重点を置いてきた。その手応えは

ある。ハードな展開になること必至である

が、この舞台で手応えを確かなものにし自己

記録を更新したい。 

 

女子 1500m 

濱 希望 (2)  4.58.72 

 

昨年に引き続き 2 年連続の出場となる濵。格

上相手にも果敢に勝負を挑む点が彼女の強み

だ。レベルの高い関西インカレでその強みを

最大限に生かしたい。あとはレース展開を読

むクレバーさが身に付けば自己記録更新も見

えてくる。そのための練習はしてきたはず

だ。慎重かつ大胆なレース運びで、力を十分

に発揮してほしい。 

 

～長距離～ 
5000m 

横山 裕樹  (M2)  14.16.23 

平井 健太郎 (4)    14.00.92 

尾崎 拓   (2)    15.05.14 

 

男子 5000m には平井健、尾崎、横山が出場

する。平井は学生王者を目指す一年がここか

ら始まる。関西で土を付けられることは許さ

れない。尾崎は京都 IC で自己記録を更新し

たが、本人にも周囲にも笑顔はなかった。そ

れは、本来の力はこんなものではないという

ことの裏返しでもある。レベルが高いだけに

得点は厳しいが 14 分 50 秒を目安に大幅自

己新を期待したい。横山は就活、研究で時間

が限られる中でも経験と集中力で安定したパ

フォーマンスを発揮している。目標は表彰

台。ライバルは多いが、持ち味の勝負強さで

激しい競り合いを制し最後の関西インカレを

有終の美で飾りたい。 

 

10000m 

平井 幹   (M2)  30.25.28 

平井 健太郎 (4)    28.36.72 

柴田 裕平  (2)    31.40.84 

 

男子 10000m には平井健、柴田、平井幹が出

場。平井健については説明不要だろう。大量

得点へ向け 29 分 09 秒 11 の大会新を狙いに

行く。高校時代から力があり、昨季もルーキ

ーとして活躍した柴田。今季はチームの主力

としての貫録が出てきた。京都インカレでも

好走し、10000m でも大幅自己新が期待され

る。暑さを攻略し抜群の能力を大舞台で発揮

できるか。平井幹は苦しんだ昨季とは一転。

順調に練習を積み重ね、安定した走りを披露

している。目標は 6 位だが練習内容からすれ

ばそれ以上も狙いうる。復活の狼煙を上げる

舞台にしてほしい。 

 

 

3000mSC 

岡本 和晃 (4)  9.28.83 

岡野 颯斗 (3)  9.17.26 

久米 祐輔 (3)  9.39.49 

 

男子 3000mSC は岡本和、岡野颯、久米の三

名が出場する。岡本和はこの種目のスペシャ

リスト。冬季から 3000mSC を見据えて練習

を積み重ねてきた。七大戦での得点へ向け、

この大舞台で力を発揮できれば大きな自信に

なるはずだ。一皮むけるきっかけとできる

か。岡野颯は昨年の入賞者。京都 IC では大

失速もこの舞台での失敗は許されない。来年

以降チームの中心となる自覚を持ち、何とし

ても入賞争いに加わりたい。久米は京都 IC

で標準を突破し滑り込みで出場を決めた。こ

の種目に取り組みだしてから日が浅く技術は

日に日に向上している。さらなる記録の向上

は十分可能だ。得点は厳しいが、その分見せ



場のある走りをしてほしい。 

 

10000mW 

山西 利和 (2)  40.40.96 

大本 康平 (2)  45.53.19 

田中 雄也 (2)  47.03.82 

 

男子 10000mW には 2 回生から 3 人が出場す

る。山西は昨年からさらに力をつけており、

安定感もある。今年度の快進撃に向けてまず

は関西のタイトルを確実にとること、さらに

は大会新記録にも期待したい。6 位以下は混

戦となることが予想され、その中に大本と田

中も入ってくると思われる。2 人は自分と同

程度の実力の相手に競り勝ち、1 つでも多く

の得点を取ってきてもらいたい。 

 

女子 3000mSC 

小堂 夏希 (3)  11.37.22 

 

女子の 3000mSC には小堂が出場する。3 月

から現在に至るまでこつこつと走り込みを重

ねてきた小堂。鍛錬期の仕上げとして得意種

目の 3000mSC にエントリーした。およそ 4

カ月ぶりのレース。レースの緊張感と楽しさ

を存分に感じ、七大戦への布石としてほし

い。 

 

～跳躍～ 
走幅跳 

西村 優汰 (M1)  7.27 

石田 真也 (4)    7.03 

松下 隼人 (3)    6.97 

 

西村は自己ベスト、そして優勝を狙ってい

る。去年は手が届かなかったが二の舞を演じ

る男ではない。自分のためにもチームのため

にも頑張ってほしい。石田はこの一年間、去

年の惨敗の悔しさを噛み締めながら練習して

きた。石田が走幅跳に懸ける気持ちは強い。

意地でも西村に劣らぬ大ジャンプをしてくれ

るだろう。松下は今シーズン良い記録は残せ

ていないが調子は上げてきている。この試合

では完全に挑戦者なのだから、不安を持た

ず、波乱を起こしてやろうという気持ちで臨

んでほしい。 

 

三段跳 

西村 優汰 (M1) 14m89 

日浦 幹  (M1) 14m06 

山岡 隆央 (4)    14m67 

 

周りのレベルが上がった今大会に備え、今回

西村は去年よりも早めに三段跳の準備を始め

ている。そして今回、この種目は最終日に行

われることとなった。勝負強い西村がこの条

件でどれだけのパフォーマンスをしてくれる

か、期待したい。日浦は一時期練習を積めず

にいた影響で出場も厳しいかと思われたが、

京カレ OP でしっかりと記録を残してきた。

関カレ当日には更に調子を上げて仕上げてく

るだろう。のびのびと跳んでベストを出し、

チームの勢いを更に強くしてほしい。山岡は

今回、得点を目標に西村にも負けぬパフォー

マンスをするつもりである。ぜひ期待してほ

しい。 

 

 

 

    
三段跳に出場する山岡。 

パートチーフとしての意地を見せられるか。 

 

棒高跳 

田中 皓介 (D2) 4m60 

 



田中は京カレで悪天候の中 4m60 を跳び、ベ

テランの経験と力を見せてくれた。本大会で

も一本一本大切に跳んでいけば入賞も不可能

ではないだろう。誰よりも慣れ親しんだこの

関西インカレで自己ベスト目指して頑張って

ほしい。 

 

女子走幅跳 

金澤 和寿美 (3) 5m05 

 

金澤は一年前よりもスピードが上がり、より

走幅跳のことを考えるようになった。ベスト

を跳ぶ準備はできているはずである。周りに

は強い選手がたくさんいるが、臆することな

く自信を持って臨んでほしい。 

 

女子棒高跳 

宮崎 伶菜 (5) 2m60 

 

宮崎はこの冬、体調不良で練習できない期間

はあったが毎日コツコツと誰よりも真面目に

練習を積んできた。専門の走幅跳に出場する

ことは敵わなかったが、その悔しさを棒高跳

で爆発させ、チームの流れを加速させてほし

い。 

 

～投擲～ 
ハンマー投 

若園 直樹 (4)  41.66 

 

ハンマー投の選手として、昨シーズンからひ

と回りもふた回りも成長した 4 回生の若園。

グラウンドでは 45m 超の投擲をしており、

1988 年から更新されていない蒼穹記録

(48m58)の更新に期待が高まる。関西インカ

レは 60m 超の選手が 4 名、50m 後半で決勝

進出を争うというたいへんレベルの高い試合

となるが、臆することなく自分の投擲をし、

自己ベスト更新、並びに蒼穹記録の更新を期

待したい。 

 

やり投 

山本 裕太 (4)  58.56 

 

幹部学年の意地を見せ、京都インカレで関西

インカレの B 標準(57m00)を突破した山本。

しかし、投擲動作はまだまだ荒削りであり、

関西インカレに向けて修正する必要がある。

その裏返しで、もし修正できれば、60m を

大きく超える可能性があり、蒼穹記録

(60m50)の更新が期待される。また、西日本

インカレの B 標準(61m50)の突破も期待した

い。 

 

～混成～ 
十種競技 

神野 洋介 (M2)  5745 

男子十種競技には、神野(M2)が出場する。去

年、関西インカレで自己ベストを更新し、チ

ームに勢い付けたのは記憶に新しい。今年は

得意の投擲種目ではやり投において 50m を

越え、またスプリント種目に一層の磨きがか

かり、今年も自己記録の更新に期待がかか

る。自身最後の関西インカレということで、

チームに勢いをもたらすような素晴らしい試

合運びをしてくれることだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競技日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第2日目】　5月14日(木) 
開始時刻 種別 種目 ラウンド

9:30
10:00 2部 （10）100m
10:05 1部 （10）100m
10:25 女子 100mH 予選
10:45 1部 110mH 予選
11:05 女子 400m 予選
11:20
11:35 2部 400m 予選
11:55 1部 400m 予選
12:15 女子 1500m 予選
12:30
12:40 2部 1500m 予選
12:55
13:05 1部 1500m 予選
13:20 女子 100m 予選
13:35
13:50 2部 100m 予選
14:05
14:20 1部 100m 予選
14:45 女子 400m 準決勝
14:55 2部 400m 準決勝
15:15 女子 100mH 準決勝
15:25 女子 1500m 決勝
15:35 2部 1500m 決勝
15:45 1部 1500m 決勝
16:05 女子 4×100mR 予選
16:20 2部 4×100mR 予選
16:35 1部 4×100mR 予選
16:45 2部 （10）400m
16:50 1部 （10）400m
17:05 女子 10000m 決勝

跳躍競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 女子 走高跳 決勝
11:00 2部 （10）走幅跳

1部 （10）走幅跳
14:00 2部 （10）走高跳

1部 （10）走高跳
投てき競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:30 女子 ハンマー投決勝
12:40 2部 ハンマー投決勝

2部 （10）砲丸投
1部 （10）砲丸投

15:00 1部 ハンマー投決勝

開会式

競技日程　【第3日目】　5月15日(金)
開始時刻 種目 ラウンド

9:30 2部 （10）110mH
9:40 1部 （10）110mH

10:00 2部 110mH 予選
10:15 1部 110mH 準決勝
10:35 女子 100m 準決勝
10:45 2部 100m 準決勝
10:55 1部 100m 準決勝
11:20 女子 3000mSC 決勝
11:40 (タイムレース)
12:05 女子 400m 決勝
12:15 2部 400m 決勝
12:25 1部 400m 決勝
12:45 女子 100mH 決勝
13:05 2部 110mH 決勝
13:15 1部 110mH 決勝
13:30 女子 100m 決勝
13:40 2部 100m 決勝
13:50 1部 100m 決勝
14:05 女子 4×400mR 予選
14:30 2部 4×400mR 予選
14:55 1部 4×400mR 予選
15:20 2部 5000m 決勝
15:40 (タイムレース)
16:05 1部 5000m 決勝
16:30 2部 （10）1500m
16:40 1部 （10）1500m

跳躍競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 2部 三段跳 決勝
12:20 2部 （10）棒高跳

1部 （10）棒高跳
13:00 女子 三段跳 決勝
15:00 女子 棒高跳 決勝

投てき競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:20 2部 （10）円盤投
1部 （10）円盤投

10:30 1部 砲丸投 決勝
13:00 2部 やり投 決勝
13:20 女子 砲丸投 決勝
14:45 2部 （10）やり投

1部 （10）やり投



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技日程　【第4日目】　5月16日(土)
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 女子 （7）100mH
10:20 女子 200m 予選
10:30
10:40 2部 200m 予選
10:55 1部 200m 予選
11:15 女子 800m 予選
11:30
11:45 2部 800m 予選
12:00 1部 800m 予選
12:25 女子 400mH 予選
12:35
12:50 2部 400mH 予選
13:05 1部 400mH 予選

表彰式　13:30
14:30 女子 200m 準決勝
14:40 2部 200m 準決勝
14:50 1部 200m 準決勝
15:10 2部 3000mSC 決勝
15:25 (タイムレース)
15:40 1部 3000mSC 決勝
16:00 女子 800m 準決勝
16:10 2部 800m 準決勝
16:25 女子 （7）200m
16:40 女子 4×100mR 決勝
16:50 2部 4×100mR 決勝
17:00 1部 4×100mR 決勝

跳躍競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 2部 走幅跳 決勝
10:50 女子 （7）走高跳
13:00 1部 走幅跳 決勝
13:40 2部 走高跳 決勝

1部 走高跳 決勝
投てき競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 2部 円盤投 決勝
12:00 1部 円盤投 決勝
13:10 女子 （7）砲丸投
14:00 女子 円盤投 決勝

競技日程　【第5日目】　5月17日(日)
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 女子 10000mW 決勝
11:10 2部 10000mW 決勝

1部 10000mW 決勝
12:15 女子 800m 決勝
12:25 2部 800m 決勝
12:35 1部 800m 決勝
12:50 女子 400mH 決勝
13:05 2部 400mH 決勝
13:15 1部 400mH 決勝
13:30 女子 200m 決勝
13:40 2部 200m 決勝
13:50 1部 200m 決勝
14:00 女子 5000m 決勝
14:25 2部 10000m 決勝
15:05 1部 10000m 決勝
15:45 女子 （7）800m
16:05 女子 4×400mR 決勝
16:15 2部 4×400mR 決勝
16:25 1部 4×400mR 決勝
17:10

跳躍種目
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 女子 （7）走幅跳
10:30 2部 棒高跳 決勝
11:30 女子 走幅跳 決勝
14:00 1部 棒高跳 決勝
14:00 1部 三段跳 決勝

投てき競技
開始時刻 種目 ラウンド

10:00 女子 やり投 決勝
12:10 女子 （7）やり投
12:50 2部 砲丸投 決勝
14:10 1部 やり投 決勝

閉会式



第 79 回京都インカレ結果 

(4 月 12 日、13 日 西京極陸上競技場) 

 

男子対校の部 

▼100m       記録  風  備考 

石田 真也 予   10.70  ±0.0 

      優勝  10.54  +0.7   蒼穹新 

                                  PB 

紀平 直人 予   10.99 +1.9 

澤  薫    予   11.02  - 0.2 

▼200m 

牧川 真央 予   21.96  +2.1 

      ２位  21.80  +0.3 

紀平 直人 予   21.84  +0.7   PB 

      ３位  22.02  +0.3 

林  大祐 予   22.15  +2.9 

      ６位  22.38  +0.3 

▼400m 

辻  智彦  予      50.61   

岡部 龍樹 予      51.07 

▼800m 

市川 和也  予   2.00.37 

友田 浩平 予   2.00.23 

      ６位  2.04.65 

立花 孝裕 予   1.58.20        PB 

      ５位  2.02.93 

▼1500m 

足立 涼  予   4.01.42 

            ４位  3.59.40 

久好 哲郎  予   4.00.26 

            ５位  4.00.85 

▼5000m 

横山 裕樹  ３位  14.40.22 

柴田 裕平  ７位  14.51.23 

尾崎 拓  決   15.05.14       PB 

▼10000m 

平井 幹  ３位  30.26.82 

寶  雄也 決   31.59.31 

岡野 椋介 決   32.16.90       PB 

▼110mH 

佐藤 優斗 予   15.23 +0.5    PB 

田中 伸幸 予   15.45 +3.2 

西田 光治 予   15.78 +0.5 

▼400mH 

佐藤 優斗 予   55.03 

新村 航輝 予   55.86 

長崎 裕貴 予   57.97 

▼3000mSC 

岡本 和晃 ７位  9.32.84 

岡野 颯斗 決   9.39.42 

久米 祐輔 決      9.39.49    PB 

▼4×100mR 

紀平－石田－２位  41.15 

林－山木田 

▼4×400mR 

紀平－新村－４位  3.18.33 

佐藤－辻 

▼走高跳 

竹田 風馬  ７位  1.85 

扇澤 剛志  決   1.75 

森田 悠也  決   NM 

▼棒高跳 

田中 皓介  ２位  4.60 

豊本 竜希 決   3.00 

▼走幅跳 

石田 真也 ３位  7.03 +0.5 

林  大祐 決   6.70  +1.3  PB 

山田 健太郎        NM 

▼三段跳 

山岡 隆央 ４位  14.58  +2.7 

田中 智章 ７位  13.81  +2.8 

松下 隼人  決   13.08  -0.4 

▼砲丸投 

神野 洋介  決   10.16 

▼円盤投 

金子 渓人 決   29.39       PB 

▼やり投げ 

山本 裕太 ７位  58.56       PB 

浅野 智司 決   42.47 

▼ハンマー投げ 

若園 直樹 決   39.56 

 

 

女子対校の部 

▼100m 

藤森 光世 予   13.36  +0.8 CB 

山中 遥加 予   13.57  +3.1 

川﨑 仁美 予      13.67  +0.7 

▼200m 

山中 遥加 予   28.44  +3.2 

▼800m 

岸本 絵理  予   2.28.18 

      ５位  2.25.25 

▼1500m 

濱  希望 予   5.02.03 

▼4×100mR 

金澤－山中－５位  52.41 

藤森－川﨑 

▼走高跳 

古矢 真莉菜 予    1.25 



▼棒高跳 

宮崎 伶菜  １位  2.20 

▼走幅跳 

金澤 和寿美  決   4.63  +1.6 

古矢 真莉菜 決   4.33  +2.2 

宮崎 伶菜  決   NM 

▼砲丸投 

金澤 和寿美 ６位  7.95 

山中 遥加  ７位  6.31 

▼やり投 

川﨑 仁美  決   18.09 

 

 

オープンの部 

▼100m 

牧川 真央      10.76  +1.5 

備藤 翼       11.02  +3.9 

土屋 佑太      11.14  +0.8 

眞武 俊輔      11.16  +1.5 

山木田 雅      11.24  +0.5 

▼400m 

吉川 慶       51.23 

▼800m 

山崎 貴史      1.51.47       PB 

櫻井 大介      1.52.39 

猪原 章       2.04.25 

▼走幅跳 

西村 優汰      7.05   +0.3 

松下 隼人      NM 

▼三段跳 

日浦 幹       13.84  +2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人戦・記録会 

(H26.11.9~H27.5.3) 

福岡マラソン(11/9 福岡市～糸島市コース) 

▼フルマラソン 

中東 太一      2.37.44   PB 

日体大長距離競技会(11/15 日体大) 

▼10000m 

毛芝 雄己      31.57.04   PB 

渡邊 駿       33.46.37 

全国スポーツ祭典(11/16 西京極) 

▼800m 

宿利 隆司      1.59.82 

神埜 勝              2.14.23 

市川 和也            DNF 

▼1500m 

中東 太一      4.22.88 

国際千葉駅伝(11/24 千葉市) 

▼日本学生選抜 ５区 10km 

平井 健太郎  5 位  29.31 

第５回京産大記録会(11/29 京産大 G) 

▼5000m 

足立  涼      15.11.71      PB 

小御門 道      16.24.65 

森田  大地     16.33.59 

足立  大宜     16.34.24 

我妻  総      16.56.21 

村瀬  颯登     17.48.67 

ひろしま県央競歩大会(11/30 東広島) 

▼10000mW 

大本  康平     45.53.19      PB 

海老原 修      45.54.77      PB 

田中  雄也     47.03.82 

夫津木 廣大     48.46.00      PB 

日体大長距離競技会(12/6 日体大) 

▼10000m 

平井 幹       30.25.28 

横山 裕樹            31.05.88 

福岡国際マラソン(12/7 福岡) 

▼フルマラソン 

不破 佑太      2.32.56 

兵庫実業団長距離記録会(12/13  尼崎) 

▼5000m 

久好 哲郎      14.47.93 

岡野 颯斗      15.15.30 

▼3000m 

岩橋 優       10.13.44 

奈良マラソン(12/14  天理市) 

▼フルマラソン 

松葉 悠剛      2.29.46 

山中 遥加      5.26.59 

第１回北和記録会(12/21  鴻池) 

▼100m 

鈴木 將太 Ⅰ    11.94  ±0.0   

桶成 智彦 Ⅰ    11.98   -0.8 

鈴木 將太 Ⅱ    11.69   -0.1 

桶成 智彦 Ⅱ    11.93   -0.1 

▼200m 

鈴木 將太      23.67   +1.1 

▼やり投げ 

神野 洋介      45.04 

防府読売マラソン(12/21  防府市) 

▼フルマラソン 

中東 太一      2.49.08 

阪神都市対抗男子駅伝(1/11  猪名川河川敷) 

▼１区 10km 

平井 健太郎  2 位 29.30 

WINTER RUN(1/12  広島) 

▼フルマラソン 

中井 一宏      2.51.21 

熊澤 真奈      3.56.26 

風伝説駅伝(1/18 武庫川河川敷) 

京都大学 A  総合  18km 2 位 54.16 

平井 健太郎 １区 3km   1 位 8.35 

平井 幹   ２区 3km   6 位 9.07 

横山 裕樹  ３区  3km  3 位 8.57 

下迫田啓太  ４区  3km  3 位 9.09 

柴田 裕平  ５区  3km  1 位 9.12 

高石 雅貴  ６区  3km  5 位 9.16 

 

京都大学 B  総合  18km 10 位 57.16 

尾崎 拓   １区 3km   6 位 9.03 

久米 祐輔  ２区 3km   10 位 9.19 

不破 佑太  ３区  3km  11 位 9.33 

渡邊 駿   ４区  3km  12 位 9.39 

稲垣 達也  ５区  3km  10 位 9.44 

山下 弘輝  ６区  3km  17 位 9.58 

 

京大中距離  総合  18km 15 位 58.44 

岡野 颯斗  １区 3km   5 位 9.02 

山崎 貴史  ２区 3km   14 位 9.26 

友田 浩平  ３区  3km  24 位 10.17 

神埜 勝   ４区  3km  16 位 9.58 

夫津木廣大  ５区  3km  21 位 10.25 

岡野 颯斗  ６区  3km  12 位 9.46 

 

京都大学Ｃ  総合  18km 26 位 60.15 

辻田 智宏  １区 3km   26 位 9.33 

我妻 総   ２区 3km   25 位 9.53 

岡本 和晃  ３区  3km  17 位 9.48  

大海 慎之輔 ４区  3km  19 位 10.13  



新田 一樹  ５区  3km  18 位 10.11  

村瀬 颯登  ６区  3km  27 位 10.37  

 

平井 健太郎 ６区 3km  1 位 8.42 

 

京都大学女子 総合 10km  7 位 37.59 

岸本 絵理  1 区 2km 20 位 7.36 

小堂 夏希  2 区 2km  12 位 7.39 

濱  希望  3 区 2km  3 位 7.22 

岩橋 優   4 区 2km  3 位 7.19 

坂上 小百合 5 区 2km 19 位 8.03 

 

▼ロードレースの部 3km 

横山 裕樹  2 位  9.04 

平井 幹   3 位  9.07 

和歌山競歩大会(1/25  紀三井寺公園) 

▼5000mW 

田中 雄也      22.44.31 

北和記録会(1/25  鴻池) 

▼100m 

神野 洋介  Ⅰ   11.97   -2.1 

鈴木 將太  Ⅰ      12.29   -2.1 

神野 洋介  Ⅱ      11.76   +0.8 

鈴木 將太  Ⅱ      11.82   +1.5 

▼200m 

神野 洋介      23.89  ±0.0 

鈴木 將太      24.33  ±0.0 

▼やり投げ 

神野 洋介      46.25 

兵庫県群市区対抗駅伝大会(2/1  加古川)  

平井 健太郎 1 区 10km   2 位 29.19 

柴田 裕平  4 区 8.195km 13 位 25.29 

丸亀国際ハーフマラソン(2/1  丸亀市) 

▼ハーフマラソン 

渡邊 駿       1.12.35 

学連長距離ロード競技会(2/12  長居ロード) 

▼ハーフマラソン 

平井 幹       1.06.13 

日本陸上競技選手権大会 20km 競歩 

(2/15  六甲アイランド甲南大学周辺コース) 

▼20kmW 

山西 利和  11 位  1.23.54  ♪ 

京都マラソン 2015(2/15 京都市) 

▼フルマラソン 

横山 裕樹  優勝  2.21.14  PB 

不破 佑太  6 位  2.28.34  PB 

渡邊 駿       2.44.47  PB 

中東 太一      2.58.42 

毛芝 雄己      4.10.56 

岩橋 優       4.11.07 

田中 友理      4.11.07 

東京マラソン 2015(2/22 東京) 

▼フルマラソン 

渡邊 駿       2.35.30    PB 

日本学生ハーフマラソン選手権大会 

(3/1  立川) 

▼ハーフマラソン 

平井 健太郎 13 位  1.02.30   

PB 蒼穹新 関西学生新 

下迫田 啓太     1.06.53  PB 

高石 雅貴      1.07.47  ♪ 

松葉 悠剛      1.08.56  PB 

岡野 椋介      1.11.31  PB 

千葉県民マラソン(3/1  富津市) 

▼10km 

久米 祐輔  5 位  31.49 

山下 弘輝  15 位  33.08 

大体大中長距離記録会(3/14  大体大) 

▼1500m 

神埜 勝       4.40.16 

日本学生 20km 競歩選手権大会(3/15 能美) 

▼20kmW 

山西 利和      1.21.20  PB 

大本 康平      1.32.35  ♪ 

田中 雄也      1.34.42  ♪ 

海老原 修      1.37.44  ♪ 

学連競技会(3/16,17  西京極) 

▼100m 

石田 真也      10.89  ±0.0 

紀平 直人      11.07   +0.3 

土屋 佑太      11.07   +0.2  PB 

山木田雅       11.17   +1.7 

庄司 渓       11.22  ±0.0  PB 

澤  薫       11.23   +0.9 

河野 慧       11.42   -1.8 

佐藤 啓太      11.49  ±0.0 

吉川 慶       11.56   +1.1 

岡部 龍樹      11.68  ±0.0  PB 

桶成 智彦      11.71   -1.5 

鈴木 將太      11.81   -1.8 

小野坂健       11.95   -0.3 

清水 良輔       11.98   +1.1  CB 

森田 悠也      12.04   +1.1 

西田 光治      12.26   -0.7 

▼200m 

石田 真也      21.63   +0.3 

庄司 渓       22.33   -0.6   PB 

紀平 直人      22.46   -2.6 

眞武 俊輔      22.54  ±0.0 

庄司 真       22.75   -1.2 



林  大祐      22.87   -2.4 

河野 慧       22.93   -1.2 

山木田雅       23.02   -2.9 

吉川 慶       23.49   -1.3 

林  聖也      23.86   -0.7  PB 

田中 智章      24.68   -1.5 

梶原 諒一      24.85   -2.9 

▼400m 

新村 航輝      50.64 

吉川 慶       51.27 

岡部 龍樹      51.28 

眞杉 陸       51.67 

川﨑 皓斗      53.73    PB 

天野 康平      55.00 

▼800m 

山崎 貴史      1.53.71 

櫻井 大介      1.54.01 

市川 和也      1.56.03 

中井 一宏      1.56.93 

友田 浩平      1.59.36 

宿利 隆司      2.00.28 

猪原 章       2.00.32 

松田 優拓      2.01.89 

永岡 源太郎     2.03.70 

橋本 宏平      2.04.00 

橋本 浩法      2.08.81 

▼1500m 

横山 裕樹      3.57.79 

岡野 颯斗      3.58.43 

足立 涼       4.01.76 

高石 雅貴      4.07.27 

新田 一樹      4.09.60 

渡邊 駿       4.17.72 

山下 弘輝      4.17.85        PB 

久好 哲郎      4.24.29 

夫津木廣太      4.25.25 

橋本 浩法      4.27.91 

河村 一樹      4.43.45 

▼5000m 

横山 裕樹      14.42.07 

柴田 裕平      14.57.16       CB 

寶  雄也      15.27.91 

不破 佑太      15.29.32 

松葉 悠剛      15.34.84 

渡邊 駿       15.58.76 

岡野 椋介      16.14.30 

辻田 智宏      16.14.93 

我妻 総       16.40.93 

森田 大地      16.44.85 

足立 大宜      17.15.08 

大海 慎之輔     18.00.18 

▼10000m 

尾崎 拓       31.30.19     ♪ 

▼110mH 

西田 光治      16.56   -0.7 

▼400mH 

佐藤 優斗      54.87 

長崎 裕貴      56.36 

新村 航輝      57.20 

川﨑 皓斗      59.37 

▼3000mSC 

不破 佑太      9.30.77 

岡本 和晃      9.38.85 

久好 哲郎      9.55.66 

久米 祐輔      10.06.53     ♪ 

稲垣 達也      10.24.04 

▼4×400mR 

紀平－庄司－     3.19.84 

佐藤優－辻 

佐藤啓－岡部－    3.23.36 

新村－市川 

蔭山－眞杉－     3.27.85 

河野－吉川   

中井－橋本宏－    3.32.95 

松田－夫津木 

川﨑－長崎－     3.36.56 

天野－豊本 

▼走高跳 

竹田 風馬      1.75 

扇澤 剛志            1.70 

▼棒高跳 

神野 洋介      3.40 

豊本 竜希      NM 

▼走幅跳 

石田 真也      6.79   +1.1  

山田 健太郎     6.70   +0.6 

澤  薫       6.53   +2.7 

       (公認)  6.51   +1.3 

林  大祐      6.27   +0.6 

▼三段跳 

山岡 隆央      14.47  -0.9 

田中 智章      13.58  -0.3 

▼円盤投 

神野 洋介      28.57 

▼やり投 

山本 裕太      55.03     PB 

 

女子 

▼100m 

藤森 光世      13.62  +0.1 



川﨑 仁美      13.72  +0.7 

山中 遥加            14.05  +0.1 

▼800m 

岸本 絵理      2.28.71 

▼4×100mR 

宮崎－山中－     53.76 

藤森－川﨑 

▼走幅跳 

宮崎 伶菜      4.67   +1.6 

古矢 真莉菜          4.47   +3.0 

              (公認)   4.08   +1.9 

▼やり投げ 

川﨑 仁美      26.48 

兵庫実業団記録会(3/22  尼崎) 

▼5000m 

平井 幹       14.58.79 

びわスポ記録会(3/29  びわスポ大) 

▼400m 

加藤 陸至      53.70 

▼円盤投 

山下 圭二      31.93 

▼1500m 

濱  希望      5.10.40 

奈良市記録会(3/29  鴻池) 

▼100m(第一レース) 

石田 真也      10.87   +1.3 

庄司 渓       11.14   +1.2  PB 

林  大祐      11.24   +0.8 

備藤 翼       11.35   +0.9 

眞武 俊輔      11.36   +1.3 

山木田雅       11.42   +1.2 

庄司 真       11.46   +0.8 

鈴木 將太      11.55   +1.2 

佐藤 啓太      11.62   +1.1 

桶成 智彦      11.69   +1.2 

西村 優汰      11.75   +0.9 

小野坂健       11.75   +1.2 

岡部 龍樹      11.82   +1.0 

吉川 慶       11.88   +1.1 

西田 光治      12.00   +1.7 

清水 良輔      12.20   +0.8 

杉本 祥馬      12.95   +1.1 

▼100m(第二レース) 

庄司 渓       11.18   +1.1 

備藤 翼       11.33   +1.5 

佐藤 啓太      11.38   +1.0 

鈴木 將太      11.51   +2.0 

庄司 真       11.63   +1.7 

桶成 智彦      11.63   +1.0 

 

▼200m 

庄司 渓       22.56   -0.6 

佐藤 啓太      23.59   -1.4 

小野坂健       24.20   -1.4 

▼400m 

庄司 真       51.03 

吉川 慶       51.54 

佐藤 優斗      51.71 

眞杉 陸       52.47 

▼800m 

見鳥 大樹      2.01.16 

▼110mH 

西田 光治      DNF 

▼走高跳 

竹田 風馬      1.70 

扇澤 剛志      1.70 

▼走幅跳 

西村 優汰      7.11   +2.1 

       (公認)  6.81  ±0.0 

山田 健太郎     6.74   +1.2 

林  大祐      6.58   +2.1 

福島 快       5.60   +1.6 

石田 真也      NM 

▼三段跳 

日浦 幹       12.88   +2.1 

▼100m 

宮崎 伶菜      14.68   +0.9 

▼走幅跳 

宮崎 伶菜      NM 

第 3 回北和記録会(3/30  鴻池) 

澤  薫       11.40   -1.5 

山木田 雅      11.41   -0.7 

神野 洋介      11.86   +1.0 

▼200m 

山木田 雅      22.85   +2.2 

▼110mH 

佐藤 優斗  Ⅰ   15.53   +1.7 PB 

              Ⅱ   15.70   -1.0 

田中 伸幸      15.67   +1.0  PB 

▼走幅跳 

西村 優汰      7.20   +1.4 

石田 真也      7.00  ±0.0 

神野 洋介      5.60   +2.4 

             (公認)    5.55   -0.4 

▼100m 

宮崎 伶菜  Ⅰ   14.56   -0.6 

       Ⅱ   14.44   -0.4 

▼走幅跳 

宮崎 伶菜      4.61    +0.8 

 



第 4 回北和記録会(3/31  鴻池) 

▼100m 

紀平 直人  Ⅰ   11.19   -1.5 

       Ⅱ   11.08   -1.2 

▼200m 

林  大祐      22.34   +1.2 

▼800m 

吉川 慶       2.01.92    PB 

▼走高跳 

竹田 風馬      1.79 

神野 洋介      1.55 

▼棒高跳 

田中 皓介      4.40 

豊本 竜希      2.90 

▼走幅跳 

山田 健太郎     6.85   -1.6 

林  大祐      6.50   -0.5 

▼三段跳 

日浦 幹       12.91   +1.6 

▼砲丸投 

神野 洋介      10.49 

▼円盤投 

金子 渓人      25.05 

▼やり投 

神野 洋介      50.38   PB 

山本 裕太      50.10 

浅野 智司      44.40   PB 

兵庫インカレ OP(4/3  尼崎) 

▼200m 

紀平 直人      23.10   -3.1 

▼3000mSC 

岡本 和晃      9.41.50 

久好 哲郎      9.47.83 

久米 祐輔      9.54.97    PB 

稲垣 達也      10.09.24 

強化普及記録会(4/4  鴻池) 

▼100m 

神野 洋介      11.49   +1.5 

▼110mH 

神野 洋介      16.42   +0.4 

▼走幅跳 

神野 洋介      5.68    +2.1 

第 1 回京都陸協記録会(4/4  西京極) 

▼100m 

土屋 佑太      11.13   -0.9 

澤  薫       11.18   -0.9  

林  聖也      11.48  ±0.0 

佐藤 啓太      11.55   -0.2 

西田 光治      11.90  ±0.0 

梶原 諒一      12.16   +0.4 

▼400m 

橋本 宏平      53.80 

▼1500m 

足立 涼       3.58.88 

我妻 総       4.11.95    PB 

山下 弘輝      4.12.70    PB 

足立 大宜      4.17.74    PB 

森田 大地      4.27.03 

大海 慎之輔     4.28.32    PB 

村瀬 颯登      4.44.07 

▼5000m 

高石 雅貴      15.07.83    CB 

下迫田啓太      15.49.33 

松葉 悠剛      15.52.43 

渡邊 駿       16.49.98 

▼110mH 

西田 光治      16.20   +0.2 

▼400mH 

川﨑 晧斗      57.77      PB 

▼走高跳 

森田 悠也      1.70 

▼走幅跳 

日浦 幹       6.49   +0.4 

▼やり投 

浅野 智司      NM 

▼100m  

宮崎 伶菜      14.58   -0.4 

▼走幅跳 

宮崎 伶菜      4.70   +1.4 

大阪インカレ OP(4/7,8  長居第二) 

▼十種競技 

松下 隼人      5166 

(11.52(+1.8),6.58(+1.2),7.38,1.65,53.99, 

16.36(+0.1),20.82,2.40,39.63,4.54.01) 

安達 真武            3227 

(12.82(+1.5),5.01(+1.7),6.86,1.50,58.19, 

24.12(-0.2),20.42,NM,27.46,5.03.83) 

神野 洋介            DNF 

(11.66(-0.3),5.59(+2.7)9.59,1.60,52.33 

20.17(+0.2)26.26,NM,42.31,以後棄権) 

全日本競歩輪島大会(4/18  輪島) 

▼10kmW 

大本 康平      46.40 

田中 雄也      46.55 

海老原修       47.11 

第 2 回京都陸協記録会(4/19  西京極) 

▼100m 

澤  薫       11.29   -0.4 

坂口 雄太      11.89   +0.9 

森田 悠也      11.99   -0.3 

▼200m 



紀平 直人      22.38   -1.3 

長崎 裕貴      23.70   -0.2  PB 

▼800m 

永岡 源太郎     2.03.05 

橋本 宏平      2.03.25 

橋本 浩法      2.10.15 

▼5000m 

新田 一樹      15.14.5 

山下 弘輝      15.48.0   PB 

我妻 総       15.52.2   PB 

足立 大宜      15.54.0   PB 

大海 慎之輔     16.14.0 

村瀬 颯登      17.19.6 

▼3000mSC 

稲垣 達也      9.38.84   PB 

▼走高跳 

竹田 風馬      1.75 

▼走幅跳 

林  大祐      6.68   +0.5 

山田 健太郎     NM 

▼円盤投 

山下 圭二      30.88 

長野県春季大会(4/25  長野) 

▼5000m 

渡邊 駿       16.13.32 

兵庫リレーカーニバル(4/26) 

▼5000m 

横山 裕樹      14.38.17 

大阪カーニバル(4/26) 

▼100m 

紀平 直人      11.21   -1.5 

備藤 翼       11.57   -3.5 

▼800m 

大野 真澄      2.04.95 

▼走幅跳 

松下 隼人  8 位  6.75   +0.8 

奈良市記録会(4/26  鴻池) 

▼100m 

土屋 佑太      11.00   -0.4   PB 

眞武 俊輔      11.05   -0.4 

庄司 渓       11.27   +0.9 

佐藤 啓太  Ⅰ   11.51   +0.8 

       Ⅱ   11.47   +1.0 

岡部 龍樹  Ⅰ   11.63   +1.8   PB 

       Ⅱ   11.48   +1.0   PB 

清水 良輔      12.26   -3.9 

▼200m 

岡部 龍樹      22.83   +1.1   PB 

眞武 俊輔      22.90   -0.4  

佐藤 啓太      23.17   +0.6 

清水 良輔      24.88   +0.8 

▼400m  

庄司 真       49.37 

土屋 佑太      49.71 

新村 航輝      49.73   PB 

天野 康平      55.23 

▼三段跳 

山岡 隆央      14.16   +1.4 

▼走幅跳 

福島 快       NM 

▼100m 

金澤 和寿美     13.41   -0.8 

山中 遥加      13.82   +2.6 

宮崎 伶菜      14.34   +0.8 

▼400m 

坂上 小百合     62.21 

▼走幅跳 

金澤 和寿美     4.81    -0.1 

宮崎 伶菜      4.53    +0.7 

鈴鹿市記録会(5/2  鈴鹿市営石垣池公園) 

▼1500m 

足立 涼       3.53.31    PB 

岡野 颯斗      4.02.54 

静岡国際陸上競技大会(5/3  エコパ) 

▼800m 

櫻井 大介      1.50.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒼穹ニュース 平成27年度 第1号 

平成27年5月7日発行 

 

       発行所：京都大学体育会陸上競技部 

       編集者：川﨑晧斗・永岡源太郎・山下弘輝（副務） 

     特別協力：阿邊啓明・宮垣寛之（学連員） 

               稲垣達也（記録係）・佐藤啓太（HP係） 

    写真担当：竹田風馬・田中雄也・林聖也 

 

     陸上競技部 HP     http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/ 

     陸上競技部記録 HP http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/kiroku/index.htm 

     関西学連 HP       http://gold.jaic.org/jaic/icaak/index.htm 

     メールアドレス     kutf.hukumu@gmail.com  （永岡） 

 

 

http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/
http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~athletic/kiroku/index.htm
http://gold.jaic.org/jaic/icaak/index.htm
mailto:kutf.hukumu@gmail.com

