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主将挨拶 

10 月 10 日に東京大学の駒場グラウンドで東大戦が行われます。4 回生の最後の見せ場の

東大戦がやってきます。関西インカレ、七大戦とチームの目標を達成し今のチームには間違

いなく勢いがあると思います。しかしそんな我々でも、来たる東大戦、これを勝利で飾るの

は、全く簡単なことではありません。理由は二つ。単純に東大は例年より比較して個人個人

が力をつけているチームであるということ。二つ目は、東大は七大戦で負け、京大は勝って

いるということ。東大は七大戦で事前ランキングを覆され負けています。悔しくないわけが

ないじゃないですか。この東大戦に向けて闘志を燃やしているにちがいありません。つまり

東大は、元々我々と同じくらいもしくは我々よりも強いチームであるのに、さらに闘志をメ

ラメラと燃やしているのです。そんな東大に我々が勝つのは簡単なことではありません。し

かし、負けるわけにはいきません。私は最後まで京大は強いと思いたい、最後まで強い京大

であってほしいのです。ですので、絶対に勝利するために、東大の志の強さを超えてみせま

す。そうすれば勝てることを我々は七大戦で知りました。当日は部員一人一人が勝利を貪欲

に掴みに行く姿勢をお見せしますので、蒼穹会の皆様には是非東大の駒場グラウンドまで

足を運んでいただけるようお願い致します。 

京都大学陸上競技部 主将 石田 真也 

女子主将挨拶 

10 月 10 日、東京大学駒場グラウンドにて、東大戦が開催されます。本年の東大戦で

は、京大女子チームにとって十連覇がかかった試合です。東大戦に勝利する伝統を途絶え

させないために、そして七大戦で悔しい思いをした今のチームのメンバー全員で、対校戦

に勝つことの喜びを得るために、チーム一丸となって勝利を掴みたいと思っています。事

前予想では京大がリードしておりますが、東京で開催されることもあり、東大も京大と同

じように全力を尽くしてかかってくることは間違いありません。そのため、決して油断は

できません。今のチームには突出したエースはいませんが、この 1 年間、どの種目におい

ても 1 人 1 人が着実に力をつけており、この「全員で戦うチーム」であるということを強

みに、最後まで気を抜かずに戦っていきたいと思います。 

お忙しいところとは存じますが、蒼穹会の皆様方には是非とも競技場まで足を運んでい

ただき、激励･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 女子主将 藤森 光世 

監督挨拶 

来る１０月１０日（土）、東京大学駒場キャンパスにて東大戦が行われます。 

男子は今シーズン、関西インカレで強豪私学などに打ち勝ち、見事目標の５位を達成しま

した。次いで、全日本大学駅伝予選では惜しくも４秒６７差で本戦出場を逃し、涙を呑み

ました。その悔しさを胸に秘め、臨んだ七大戦では東大に対して劣勢の予想でしたが、京

大の気迫が上回り優勝を果たしました。そして東大戦です。今年の東大は強いです。七大

戦の悔しさを晴らし、地の利を生かし彼らは奮闘してくるでしょう。しかし我々はそれを

上回る躍進を見せます。東大戦は意地と意地のぶつかり合いです。必ず勝利をもぎ取りま

す。女子は１０連覇を目指す戦いとなります。やや有利な予想ですが、勝負はやってみな

いとわかりません。七大戦では善戦しましたが６位に終わり、関西女子駅伝では目標の１

６位を達成することができませんでした。ですが女子主将藤森（４）を中心に本当に良い

チームができました。４点制のため 1 人 1 人のパフォーマンスがとても大切になってきま

す。各人が己のなすことをしっかりと果たすことが勝利への条件でしょう。 

この東大戦だけは何が何でも負けられません。４回生が中心となる最後の対校戦です。男

女共に優秀の美を飾ってもらいたいと思っています。 

蒼穹会の皆様方におかれましては、お忙しいこととは存じますが、是非とも会場に足を運

んでいただきご声援を送っていただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

京都大学陸上競技部 監督 西村 優汰 



競技時間 種目 組数

競技時間 種目 出場人数

10:00 男 対校 走高跳 6

10:30 男女 対校・OP 走幅跳 6・20

13:30 男 対校・OP 棒高跳 4・1

14:00 男 対校 三段跳 6

競技時間 種目 出場人数

10:00 男 対校 ハンマー投 6

11:30 男 対校 円盤投 6

男 対校・OP 6・4

女 対校・OP 4

11:50 男 対校・OP 5000mW 1 14:30 男 対校 やり投 6

対校 1

OP 8

女 OP 1

13:55 対校 1

OP 9

女 OP 1

14:55 女 対校 3000m

16:30　　≪閉会式≫

13:30 砲丸投

200m
14:00

対校

対校

対校

1

1

対校

対校

1

1

種別 跳躍種目

＜競技会日程＞

9:30　　≪開会式≫

＜トラックの部＞ ＜フィールドの部＞

10:00 男 400mH
種別

10:15 男 100m

対校

対校

1

1

10:20 女 100m

10:30 男 1500m

対校

対校

11:35 男 400m

投擲種目

11:40 女 800m

種別

10:45 男 OP 5000m 2

12:40 男 4×100mR

12:50 女 400m

対校

対校

15:15 男 5000m

15:40 女 4×100mR

男

12:30 男 110mH対校 1

15:50 男 4×400mR

男
13:00 800m

1

1

 

東大戦タイムテーブル 

  



東大戦展望 

～短距離～ 

100m 
石田 真也 (4)  10.54 

紀平 直人 (3)  10.98 

土屋 佑太 (3)  11.00 

 

男子 100m には石田(4)、紀平(3)、土屋(3)

が出場する。石田だが、七大戦以降足の調

子が芳しくなく、出場した試合では良い結

果を残せないでいたが、全日本インカレを

終えてから 2 週間足の治療に専念し、現在

は以前の調子まで戻すことができている。

去年東大の藤田(4)に負けてからここでのリ

ベンジを胸に一年間練習をしてきた。それ

を結果として示すつもりでいる。優勝して

くれるであろう。紀平だが、100m,400m,

両リレーと今回も多種目出場となる。

100m と 400m という性質の全く異なる種

目に出場することによる不安は本人はもち

ろんあると思うが、東大の 100m の牙城を

崩せるのは今の京大には彼しかいない。自

分の練習量を信じて走って欲しい。土屋だ

が、七大戦の 200m で 21"4 で走り飛躍を

遂げている選手である。その後も特に調子

を落とすこともなく、むしろ上げてこの東

大戦に向かおうとしている。練習の走りか

ら考えるとベスト記録 11"00 の大幅な更新

が期待され、さらに東大の一番手をも倒せ

るコンディションまで持ってこれている。

100m でも大きな飛躍してくれることを期

待する。この 100m は相手側が得意とする

種目である。そのような種目で得点をもぎ

取ってチームに勢いをもたらすことが非常

に重要だと覚悟して戦いたい。 

 

200m 
石田 真也 (4)  21.41 

土屋 佑太 (3) 21.47 

山木田 雅 (3) 22.19 

 

男子 200m には、石田(4)、土屋(3)、正補

交代で林(4)から変更で山木田(3)が出場す

る。石田だが、100m にも書いたとおり調

子がだいぶ戻ってきており、七大戦でつか

んだ 200m での前半の走り方を再現できれ

ば問題なく 200m で戦うことができる。優

勝を掴んで欲しい。土屋だが、この 200m

が本人の最も得意とする種目である。七大

戦よりも仕上がっている彼の走りで東大を

是非とも蹴散らして欲しい。山木田だが、

先日の試合で大学ベストとなる 22"1 のタ

イムを出し、波に乗っている選手である。

しかし、上五人のタイムは

21"41,21"44,21"47,21"58,21"70 と明らか

に差が開いている。この圧倒的な差をどう

埋めるか。それは、自分のフレッシュさと

気持ちで相手に勝るしかない。山木田は 4

×100mR と 200m のみに出場するため、

周りの選手に比べると比較的フレッシュな

状態で 200m を迎えられることに違いな

い。また、今まで怪我などで中々対校戦に

出場できずに外から見ていることしかでき

なかったその悔しさと自分はチャレンジャ

ーであるが参加賞で終わってはいけないと

いう気持ちを強く持つこと。このフレッシ

ュさと気持ちで、少なくとも東大の一人を

潰してきて欲しい。この種目は 100m 以上

に東大が得点源だと考えているであろう種

目である。激戦が予測されるが、何とか制

してほしい。 

 
七大戦でも活躍した石田、土屋、紀平 

東大戦での活躍も期待される。 

400m 
岡部 龍樹 (3)  49.44 

眞杉 陸  (2)  50.84 

紀平 直人 (3)  NM 

 

紀平は初めての 400m の出場である。しか

し彼は京大の 4×400m リレーの１走とし

て欠かせない存在である。足に多少の不安

はあるものの、48 秒台も狙える選手であ

る。東大の 2 番手に確実に勝ち 1 番手の小

西に貪欲に挑戦していってほしい。岡部は



今シーズン非常に伸びた選手の 1 人であ

る。ベストタイムの近い東大の森本との勝

負になるであろうが同志社戦で見せたよう

なキレのある走りを見せ勝ってきてもらい

たい。眞杉は先日の記録会で大学ベストを

更新した。東大の 3 番手河野との勝負にな

るであろうが、勝負に徹し PB を狙ってい

ってほしい。 

 

110mH 
佐藤 優斗 (4)  15.23 

田中 伸幸 (2)  15.47 

長崎 裕貴 (4)  16.12 

今シーズンランキングでは 3,4,6 位。目標

は 2,3,5 位。佐藤は今シーズン安定して 15

秒 2～5 を記録している。15 秒前半の記録

を出せば 2 位は取れると考える。東大の 2

番手に確実に勝利しさらにベストを狙って

優勝も貪欲に狙ってほしい。田中は今シー

ズン記録を徐々に伸ばしてきた選手であ

る。波はあるがここぞの集中力は目を見張

るものがある。ベスト付近を出し佐藤と一

緒に東大の 2 番手に勝ってきてもらいた

い。長崎はこれまで主に 400mH に重きを

置いてきたが、最後の対校戦、110mH に

も出たいという強い気持ちを持ち見事部内

の選考に勝ち残った。高校時代は 15 秒台

中盤で走っており彼のハードリング技術は

折り紙つきだ。15 秒台で走り東大の 3 番 

手に勝ってきてもらいたい。 

 

400mH 
新村 航輝 (3)  53.40 

佐藤 優斗 (4)  53.72 

長崎 裕貴 (4)  55.16 

今シーズンランキングでは 2,3,6 位。目標

は 2,3,5 位。新村は今シーズン 400m、

400mH ともにベストを更新し非常に調子

が良い。日本インカレ前に足を痛めた影響

でここ 1 か月の練習不足が気にかかるがこ

の東大戦 400mH に専念しできる限りの調

整を行ってきた。勝負に徹してほしい。佐

藤はもう何度も対校戦で 400mH を走って

きたベテランだ。最後の対校戦も持ち前の

安定したハードリングを見せ新村と共に東

大の 2 番手に勝ってきてもらいたい。長崎

は七大戦でベストを更新した。しかし彼の

目標は関西インカレ B 標準の 54 秒 80 で

ある。このタイムが出せれば目標の 5 位は

達成できると考える。200m や練習でもベ

ストを出し調子は良い。しっかりと勝負し

てきてもらいたい。 

 

4×100mR 

紀平 直人 (3) 

石田 真也 (4) 

林  大祐 (4) 

 

山木田 雅 (3) 

男子 4×100mR の走順は、紀平ー石田ー

林ー山木田である。このメンバーは昨年の

東大戦の 4×100mR と全く同じメンバー

であり、走順もそのままである。昨年は大

分劣勢の状態でこの種目を迎えたがその予

想を覆し勝利することができた。縁起のい

いメンバーである。紀平と石田は今シーズ

ン幾度となくタッグを組んで 1-2 走を担っ

ているため、安定感がある。3 走の林はこ

の 4×100mR という種目に特に思い入れ

のある選手である。他種目も出場する中で

この種目への出場を希望してくれた。今年

は 200m で 21 秒台に突入することもで

き、走りの調子は抜群である。4 走の山木

田も 200m の記述の通り仕上がっている。

しかし東大のメンバーは相当強い。今シー

ズン学部生だけで 40 秒 7 台を 3 度も出し

ていることに加え、その当時よりも個人個

人のレベルが上がっていると考えられるか

らである。我々が勝利するには 4 走に渡す

まででリードしていなければならない。相

手の 4 走はエースの藤田(4)で来ると思わ

れるからである。山木田で逃げ切ってもら

うために、2 走の石田が東大に差をつける

作戦である。この種目は唯一途中に行われ

る集団競技である。つまりこの種目の勝敗

でチームの勢いが大きく左右されることは

間違いない。絶対に勝利したい。 



 
七大戦の時のような勝利が期待される 4 継 

 

4×400mR 

紀平 直人 (3) 

土屋 佑太  (3) 

岡部 龍樹  (3) 

櫻井 大介 (4) 

 

オーダーは紀平－土屋－岡部－櫻井。補欠

には新村、佐藤優、眞杉が控える。七大戦

では力の差を見せつけられ敗退した。再び

負けるわけにはいかない。紀平、土屋、岡

部の日本インカレメンバーに 800m で圧倒

的な力を誇る櫻井。東大戦の最後を飾る最

終種目。勝負に徹し何が何でも勝利し京大

の東大戦勝利に花を添えたい。 

 

女子 100m 

藤森 光世  (4)  13.17 

金澤 和寿美 (3)  13.34 

 

女子 100m には藤森と金澤が出場する。2

人とも、七大戦以降、大学ベスト、自己ベ

ストを更新しており、着実に調子をあげて

きている。事前予想では京大は 2、3 番目

となっているが、前半からしっかり東大に

くらいつき、1 つでも順位をあげられるよ

うに、攻めるレースをしたい。女子トラッ

ク最初の種目ということもあり、チーム全

体を勢いづけるような力強いレースに期待 

したい。 

 

 

 

女子 400m 

藤森 光世 (4)  60.76 

小野 萌子 (1)  61.90 

 

女子 400m には藤森と小野が出場する。夏

以降、2 人でしっかり練習を積めてきてお

り、一回り成長した走りが期待できる。ま

ずは京大 2 人で確実に 2、3 着を取りにい

くこと。事前予想では、東大の坪浦(2)に大

きく差をつけられてはいるが、前半から果

敢に攻める走りでしっかりとついていき、

ラストで勝負できるような粘り強いレース

をしたい。 

 

女子 4×100mR 

完山 聖奈  (1) 

金澤 和寿美 (3) 

藤森 光世  (4) 

山中 遥加  (3) 

 

完山-金澤-藤森-山中のオーダー。七大戦以

降、一人一人の走力もあがってきた。確実

にバトンをつなげば、結果はついてくると

思っている。七大戦での悔しさを晴らすた

めにも、東大に必ず勝ち、そのうえで蒼穹

記録(50.38)の更新もしっかり狙っていきた

い 

～中距離～ 

800m 
櫻井 大介 (4)  1.48.48 

足立 涼  (3)  1.57.55 

猪原 章  (4)  1.59.42 

 

昨年は数年ぶりにこの種目で東大に負け越

した。今年も接戦となるが雪辱を果たし是

非とも勝ち越したい。圧倒的実力者の櫻井

は個人 4 連覇とともに京大が主導権を握る

展開に持ち込む走りがしたい。何があって

も勝つしかない。4 年生の最後に対校戦の

枠を勝ち得た猪原は勝利への執念が試され

る。遂に目指していた舞台を得た。レース

の流れに乗り東大 3 番手に勝ちきりたい。

4 年生の意地を見せられるか。足立は

1500m と兼ねる。全カレ後は 800m に向

けて取り組んできた。持久力は 800m 選手

の中では折り紙付きだ。力を出し切り 3 位

を目指す。それぞれの選手が東大の 1、



2、3 番手を倒すことが最低条件。何が起

こるかわからない 800m、慎重かつ大胆に

勝負に徹する。 

 
圧倒的実力者の櫻井。最後の対校戦ももち

ろん目指すは優勝のみ 

1500m 
足立 涼   (3)  3.51.67 

岡野 颯斗  (3)  3.52.73 

平井 健太郎 (4)  3.53.13 

 

3 年連続スコンクをとっているこの種目、

今年も昨年の同メンバーに期待がかかる。

平井は 4 年連続の出場。最後の東大戦で彼

を 1500m に向かわすものは意地以外のな

にものでもない。“副将”としての意地を

見たい。残りの 2 人は 3 回生コンビの足立

と岡野。お互い切磋琢磨してこれからも伸

びるだろう。この 1 戦で今シーズンの 2 人

の歩みの成果を１つ見せて欲しい。次の京

大中距離を担う走りに期待。今年は東大の

布陣も強力であるため、楽に勝てはしない

だろう。そんな中で圧倒的勝利を掴み大量

得点を目指す。 

 

女子 800m 

岸本 絵理    (2)  2.21.35 

坂上 小百合 (3)  2.26.11 

 

是非ともワンツーをとりたいこの種目。格

の違いを見せたい。関女も走った坂上と岸

本が出場する。坂上は 9 月には長い距離を

やった。そこで得た持久力と 400m 選手と

してのスピードを武器に専門の岸本をも脅

かしたい。岸本は堂々のランキングトッ

プ。どんな走りをしても京大に勝利をもた

らす。2 人とも攻めの気持ちを忘れず、す

きを作らない走りで勝利を目指す。 

 

～長距離～ 

5000m 
平井 健太郎 (4)  14.00.13 

柴田 裕平  (2)  14.51.23 

下迫田 啓太 (4)  15.04.56 

 

男子 5000m は下迫田、平井健、柴田の布

陣で挑む。下迫田、柴田はこのレースでの

14 分 30 秒～35 秒を目標に鍛錬に励んで

きた。練習はパーフェクトに消化できてお

り、あとは平常心で走るのみである。七大

戦 2 位の近藤（1）が手強いがあくまで狙

うのは表彰台独占。平井のレース支配と下

迫田、柴田の成長は今大会最大の見所にな

るだろう。 

 
平井と東大・近藤の一騎打ちになるだろう 

 

5000mW 
山西 利和 (2)  19.43.9 

海老原 脩 (3)  21.44.22 

大本 康平 (2)  21.47.03 

 

男子 5000mW には海老原、大本、山西が

出場する。目標は山西が 1 位、海老原・大

本で 3 位 4 位を取ることである。山西の優

勝は心配無い。東大の 2 番手・3 番手と海

老原・大本の力の差はほとんど無いと思わ

れ、京大で 3 位 4 位を取るのは簡単ではな

いが、2 人は目標を達成する自信を得るだ



けの練習を積んできた。競歩で東大に大き

く勝ち越すことが京大の総合優勝のための

必須条件であるという自覚を持って歩いて

もらいたい。 

 

女子 3000m 

小堂 夏希  (3)  11.20.30 

岡本 萌巴美 (2)  11.01.90 

 

3000m には小堂(3)、岡本(2)が出場する。

女子の優勝にはこの種目のスコンクが欠か

せない。4 継メンバーが安心してバトンを

つなげるよう、東大を圧倒する走りが期待

される。小堂(3)は今シーズンの記録でラン

キングトップ。油断することなく積極的な

走りで優勝したい。岡本(2)は先日の関西女

子駅伝で目標タイムに 8 秒と迫る好走をみ

せた。今シーズン初の 3000m となるが、

自信を持って自分の力を出しきり 2 位を勝

ち取ってほしい。 

 

～跳躍～ 

走高跳 

竹田 風馬 (2)  1m90 

五十嵐隆皓 (1)  1m85 

扇澤 剛志 (5)  1m75 

 

男子走高跳には扇澤、竹田、五十嵐が出場

する。竹田、五十嵐は最近自己ベストを出

したばかりで絶好調。２人とも東大の１番

手福永に勝つのは厳しいが、２番手には是

非勝ってきてもらいたい。扇澤は東大の３

番手に勝つのは当然として、そこからどこ

まで上位に食い込めるか勝負。５回生の意

地に期待したい。 

棒高跳 

澤  薫  (2)  4m30 

珍坂 涼太 (2)  3m80 

小野坂 健 (2)  3m40 

 

男子棒高跳には小野坂、澤、珍坂が出場す

る。優勝争いは澤と東大の松下で行われる

と思われる。記録的には非常に接戦になる

と考えられるが、澤は勝負強い選手であ

る。是非とも優勝を期待したい。珍坂は上

位とも下位とも記録が離れているため、自

分との戦いになるであろう。捻挫は気にな

るであろうが、一本一本しっかり集中して

自分のベストを尽くしてもらいたい。小野

坂も東大の２番手と接戦となるだろう。だ

が、小野坂もそろそろ対校戦に慣れてきた

はずである。自分の持てる全力を尽くし、

打ち勝ってもらいたい。 

 

走幅跳 

石田 真也 (4)  7m48 

澤  薫  (2)  6m94 

林  大祐 (4)  6m90 

 

男子走幅跳には石田、林、澤が出場する。

今年は両校ともに強い選手が育ち、今まで

になくレベルの高い試合になるであろう。

石田は七大戦で東大の西村に負けてしまっ

たが、今回はリベンジできる良い機会であ

る。今回こそは勝利し、優勝してもらいた

い。林と澤は着実に調子を上げてここまで

きた。上位入賞にはもう少し記録が必要で

あるが、今の彼らなら心配ないであろう。

７m を超えるビッグジャンプに期待であ

る。 

 

三段跳 

山岡 隆央 (4)  14m98 

松下 隼人 (3)  14m18 

田中 智章 (4)  13m86 

 

男子三段跳びには田中、山岡、松下が出場

する。エントリー記録的には両校ともほぼ

拮抗したパワーバランスであることが理解

できる。山岡はこれまで負け続けている東

大の吉田へのリベンジに燃えている。今回

こそは勝つつもりだ。田中は東大の３番手

と競う位置にはいるが、１４ｍ跳ぶ力は持

っているはずなので、当日の爆発に期待し

たい。七大戦で大ベストを出した松下はこ

の２ヶ月間ケガに苦しみながらもなんとか

調子を合わせてきた。非常に接戦であるた

め不安はあるだろうが、持ち前の勝負強さ

でこの苦境をなんとか乗り越えてほしい。 

 

女子走幅跳 

金澤 和寿美 (3)  5m24 

完山 聖奈   (1)  4m89 

 

女子走幅跳には金澤と完山が出場する。金



澤はここ最近確実に実力を伸ばしてきてい

るが、あともう一歩というところで結果に

つながっていない部分もある。今自分ので

きる最高の跳躍ができれば自己ベストと優

勝は確実になるだろう。当日の彼女の集中

力に期待したい。完山は足を痛めていたた

め、まともに練習を積んでこれたわけでは

ない。しかし、東大の 1 番手は格上で 2 番

手は格下であるので、下手にプレッシャー

を感じるのではなく、今自分のできること

をのびのびと行ってほしいところである。 

 

～投擲～ 

砲丸投 

山本 裕太  (4)  11m61 

山下 圭二  (3)  9m26 

金子 渓人 (2)  8m52 

 
男子砲丸投には、山本、山下、金子が出場

する。東大には、春に 12m 台の投擲を見

せている奥村がいるものの、調子が不安定

であるため、山本にも勝機はある。その他

の 4 選手は 9m 付近で大混戦が予想され

る。山下、金子は円盤投との兼ね合いもあ

るが、来年以降の投擲を担う選手たちであ

るので、何としてでも意地で混戦を制し

て、この種目は 1 点でも多く差をつけた

い。 

 

円盤投 

山下 圭二 (3)  32m50 

金子 渓人 (2)  31m55 

若園 直樹 (4)  30m08 

 

男子円盤投には、山下、金子、若園が出場

する。東大の投擲種目のエースである奥村

がやり投、砲丸投に加え、この種目にもエ

ントリーしてきた。しかしながら、安定感

という観点から見ると、うちの 3 選手に分

があると考える。次期のパートチーフとな

る山下は何としてでも優勝、金子は山下に

負けない勢いのある投擲を、若園は 4 回生

の意地を見せて、この種目で大幅な勝ち越

しを狙う。 

 

 

ハンマー投 

若園 直樹 (4)  43m64 

林  大祐 (4)  36m19 

浅野 智司 (2)  30m02 

 

男子ハンマー投には、若園、林、浅野が出

場する。若園は油断することなく確実に優

勝することが必須である。林に関しては、

走幅跳との兼ね合いになるが、東大の 1 番

手の鍵本に七大同様に勝ってワンツーを飾

ってほしい。浅野であるが、七大以降めき

めきと実力を伸ばしており、練習では安定

して 30m を超えている。来年以降は投擲

の主力となる選手なので、ここで実力を大

いに発揮して、東大の 2 番手の郡に勝って

欲しい。 

 

やり投 

山本 裕太 (4)  58m56 

中山 奎吾 (1)  54m13 

若園 直樹 (4)  51m84 

 
男子やり投には、山本、若園、中山が出場

する。東大の奥村が 60m の自己ベストを

持つが、怪我の影響で七大戦も振るわず、

直近の一橋戦も不出場であり、勝てない相

手ではないと考える。京都インカレで

58m を投げている山本、高校時代に 59m

を投げている中山は是非とも勝ちに行って

欲しいし、若園も大投擲を見せれば、この

種目スコンクの可能性は大いにある。 

 

女子砲丸投 

横山 優花  (1)  9m11 

金澤 和寿美 (3)  7m95 

 

女子砲丸投には、金澤、横山が出場する。

金澤は跳躍の選手であるが、熱心に練習に

取り組んでおり、記録会でもベスト付近の

投擲をしており、活躍が期待される。横山

のメイン種目は円盤投であるが、高校の時

から砲丸投にも取り組んでいたこともあ

り、実力は十分で優勝は間違いないであろ

う。この種目スコンクを達成して勝利を手

繰り寄せたい。 

 

  



第 53 回近畿地区国立大学体育大会陸上競技 

(8/12  西京極) 

男子総合成績 

 

1 位 京都教育大 212 点 

2 位  大阪大  140 点 

3 位 大阪教育大 150.5 点 

4 位  京都大  50 点 

 

女子総合成績 

1 位 京都教育大 166.5 点 

2 位  神戸大  127 点 

３位 大阪教育大 79 点 

4 位  京都大  24 点 

 

▼100m 

眞武 俊輔 予 10.91  -0.1 

      決 10.92  -1.5  優勝 

安藤 滉一 予 11.08  +0.1 

      決 11.23  -1.5  6 位 

岡本 和也 予 11.27  -1.6 

▼200m 

紀平 直人 予 22.53  -1.5 

      決 21.79  -0.9  4 位 PB 

岡部 龍樹  予 22.87  -1.0   

      決 22.78  -0.9  8 位 PB 

佐藤 啓太 予 23.01  -1.9 

▼400m 

眞杉 陸  予 50.86 

金子 渓人 予 52.78  PB 

坂口 雄太 予 54.15 

▼800m 

大野 真澄 予 2.00.74 

橋本 宏平 予 2.02.50 

見鳥 大樹 予 2.03.57 

▼1500m 

土田 侑秀 予 4.16.20 

      決 4.17.44  11 位 

川岸 亮平 予 4.24.30 

▼5000m 

辻田 智宏  決 15.47.50  3 位 

永井 健太郎 決 16.02.24  7 位 

足立 大宜  決 16.14.34  9 位 

▼110mH 

西田 光治 予 15.53  +1.1  PB 

田中 伸幸 予 15.62  +0.8  PB 

八木 孝憲 予 16.80  -0.1 

▼400mH 

新村 航輝 予 53.40  PB 

      決 54.36  4 位 

平田 泰行 予 58.69  CB 

▼3000mSC 

山下 弘輝 決 9.57.14  9 位 PB 

▼スウェーデンリレー 

備藤―山木田― 決 1.54.80  2 位 

新村－紀平 

▼走高跳 

竹田 風馬 決 1m85  4 位 

五十嵐隆皓 決 1m70  8 位 

森田 悠也 決 1m65 

 

▼棒高跳 

豊本 竜希 決 3m20 

小野坂 健 決 3m20  PB 

▼走幅跳 

福島 快  決  NM 

▼三段跳 

日浦 幹  決 13.44  -0.3 

伊東 悠希 決 12.97  -1.0 

▼円盤投 

中山 奎吾 決 25.88 



▼ハンマー投 

若園 直樹 決 42m40  4 位 

浅野 智司 決 23m79 

▼やり投 

浅野 智司 決 44m78  PB 

▼女子 100m 

金澤 和寿美 予 13.34  -0.8  PB 

山中 遥加  予 13.83  -1.2 

宮崎 伶菜  予 14.16  -0.7 

▼女子 200m 

完山 聖奈 予 27.49  -1.4 

山中 遥加 予 27.92  -0.2 

▼女子 400m 

小野 萌子 予 61.90 

岸本 絵理 予 64.77 

▼女子 800m 

坂上 小百合 予 2.26.11  PB 

岡本 萌巴美 予 2.30.60 

▼女子 1500m 

小堂 夏希  予 5.15.87 

増田 茄也子 予 5.21.91 

▼女子 4×100mR 

完山―金澤― 決 51.00 

小野―山中 

▼女子走高跳 

林  玲美 決 1m50  3 位 

▼女子走幅跳 

金澤 和寿美 決 5m24  -0.7  PB 

完山 聖奈  決 4m89  -0.6 

宮崎 伶菜  決 4m48  -0.6 

▼女子砲丸投 

横山 優花 決 9m11  6 位 PB 

▼女子円盤投 

横山 優花 決 31.68  3 位 

▼女子やり投 

横山 優花 決 19m90 

山中 遥加 決 15m05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第 85 回同志社大学・京都大学対校陸上競技大会 

（8/16 太陽が丘） 

総合成績 

同志社大学 73 点 

京都大学 31 点 

 
▼100m 

土屋 佑太 11.00  -0.2  2 位 

紀平 直人 11.03  -0.2  4 位 

澤  薫  11.04  -0.2  5 位 

▼200m 

紀平 直人 22.23  -1.8  優勝 

庄司 渓  22.46  -1.8 4 位 

安藤 滉一 22.63  -1.8 5 位 

▼400m 

新村 航輝 49.30  2 位 PB 

岡部 龍樹 49.44  3 位  PB 

眞杉 陸  51.10  6 位 

▼800m 

岡野 颯斗 1.57.62  2 位  PB 

友田 浩平 1.58.43  3 位 

立花 孝裕 1.59.86  5 位 

▼1500m 

足立 涼  4.00.84  優勝 

岡野 颯斗 4.02.77  3 位 

久米 祐輔 4.03.73  4 位  PB 

▼5000m 

柴田 裕平 15.04.89  優勝 

尾﨑 拓  15.05.56  2 位 

稲垣 達也 15.08.87  3 位  PB 

▼110mH 

田中 伸幸 15.47  -1.0  PB 

福島 理  16.49  -1.0 

黒瀬 慶  16.56  -1.0  ♪ 

▼400mH 

新村 航輝 54.24  3 位 

平田 奉行 58.55  5 位 

八木 孝憲 61.81  6 位 

▼4×100mR 

佐藤－土屋－ 41.77  2 位 

紀平－岡本 

▼4×400mR 

紀平－岡部－ 3.18.86  2 位 

安藤－眞杉 

▼走高跳 

竹田 風馬 1m90  3 位  PB 

扇澤 剛志 1m75  4 位 

五十嵐隆皓 1m75  5 位 

▼棒高跳 

珍坂 涼太 3m80  4 位 PB 

小野坂 健 3m40 5 位  PB 

▼走幅跳 

澤  薫  6m94  +0.0  2 位  PB 

伊東 悠希 6m17  +0.3  4 位  PB 

福島 快  6m08  -1.9   5 位 

▼三段跳 

伊東 悠希 13m32  +0.0  4 位 

五十嵐隆皓 13m06  +0.4  5 位 

▼砲丸投 

山下 圭二 9m07  4 位 

金子 渓人 8m52  5 位 PB 

浅野 智司 8m28  6 位 

▼円盤投 

山下 圭二 32m50  4 位 

金子 渓人 30m07  5 位 

中山 奎吾 24m48  6 位 

▼ハンマー投 

若園 直樹 42m52  優勝 

浅野 智司 30m02  4 位 

佐藤 啓太 18m79 6 位 

▼やり投 

浅野 智司 39m00  4 位 

山下 圭二 38m50  5 位 

五十嵐隆皓 34m79  6 位 

 

 

 

 

 

 

 

 



・関西女子駅伝結果 

第 24 回関西学生対校女子駅伝競走大会 

（9/26 神戸しあわせの村運動公園） 
第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区
3.9km 3.3km 6.5km 6.5km 3.3km 6.5km

1 1:40:50 関西大 森　　亮子　( 2) 永里　　光　( 2) 廣瀬　亜美　( 3) 田邊　摩希子( 4) 北田　朋巳　( 1) 清水　惇子　( 3)
(6) 13:06 (6) 24:00 (2) 45:36 (2) 1:07:23 (1) 1:18:13 (1) 1:40:50
(6) 13:06 (4) 10:54 (1) 21:36 (2) 21:47 (2) 10:50 (1) 22:37

2 1:41:09 大院大A 清水　真帆　( 2) 水口　　瞳　( 1) 新井　沙紀枝( 3)永岡　真衣　( 4) 金子　由依　( 1) 林　和佳奈　( 2)
(2) 12:44 (4) 23:45 (3) 45:39 (1) 1:07:17 (2) 1:18:20 (2) 1:41:09
(2) 12:44 (7) 11:01 (3) 21:54 (1) 21:38 (4) 11:03 (3) 22:49

3 1:41:51 京都産大 川嶋　はるか( 4) 今川　綾菜　( 2) 棚池　穂乃花( 1)今井　奏絵　( 3) 隠岐　麻子　( 3) 関　真衣子　( 2)
(3) 12:46 (2) 23:24 (1) 45:09 (3) 1:07:46 (3) 1:18:59 (3) 1:41:51
(3) 12:46 (1) 10:38 (2) 21:45 (4) 22:37 (5) 11:13 (4) 22:52

4 1:42:36 立命館大 池本　　愛　( 3) 加賀山　美里( 1)廣田　麻衣　( 3) 片田　桃華　( 2) 菊池　文茄　( 4) 渡辺　真央　( 4)
(1) 12:37 (1) 23:16 (4) 45:43 (5) 1:08:55 (4) 1:19:42 (4) 1:42:36
(1) 12:37 (2) 10:39 (6) 22:27 (5) 23:12 (1) 10:47 (5) 22:54

5 1:43:08 佛教大 細峪　由麻　( 2) 落合　沙紀　( 2) 成岡　千夏　( 4) 善村　穂乃香( 1) 山本　萌絵　( 4) 坪倉　琴美　( 2)
(4) 12:52 (5) 23:52 (6) 46:13 (6) 1:09:28 (6) 1:20:24 (5) 1:43:08
(4) 12:52 (6) 11:00 (5) 22:21 (6) 23:15 (3) 10:56 (2) 22:44

6 1:43:32 関西外大 田中　愛里　( 1) 竹山　楓菜　( 2) 床呂　沙紀　( 3) 渡部　貴江　( 2) 越水　香菜美( 2) 冨士原きらり( 1)
(5) 12:58 (3) 23:40 (5) 45:51 (4) 1:08:27 (5) 1:19:52 (6) 1:43:32
(5) 12:58 (3) 10:42 (4) 22:11 (3) 22:36 (8) 11:25 (8) 23:40

7 1:44:49 神戸学院大 田口　真琴　( 1) 手嶋　乃莉子( 1)大樽　瑞葉　( 1) 杉谷　優衣　( 2) 杉山　志保　( 4) 大畠　万由子( 2)
(7) 13:13 (8) 24:18 (7) 46:56 (7) 1:10:12 (7) 1:21:29 (7) 1:44:49
(7) 13:13 (8) 11:05 (7) 22:38 (7) 23:16 (7) 11:17 (6) 23:20

8 1:45:42 光華女子大 中村　　光　( 3) 渡辺　恵美　( 3) 藤井　あゆみ( 3)飯谷　美緒　( 2) 中畑　美希　( 2) 上本　千尋　( 2)
(8) 13:19 (7) 24:18 (8) 47:23 (8) 1:10:56 (8) 1:22:12 (8) 1:45:42
(8) 13:19 (5) 10:59 (9) 23:05 (8) 23:33 (6) 11:16 (7) 23:30

9 1:46:43 大阪芸大 轡田　未来　( 3) 中村　樹里奈( 3)倉地　詩乃　( 4) 白石　莉理　( 2) 大津　花野子( 2) 花田　遥香　( 4)
(10) 13:45 (11) 25:05 (9) 48:00 (9) 1:11:38 (9) 1:23:03 (9) 1:46:43
(10) 13:45 (11) 11:20 (8) 22:55 (9) 23:38 (8) 11:25 (8) 23:40

10 1:48:52 大体大 黒田　みな　( 3) 小瀬　いつき( 1) 渡邉　ちなみ( 4)渡井　みのり( 1) 奥村　真帆　( 2) 岡田　奈巳　( 1)
(11) 13:47 (9) 24:54 (10) 48:04 (10) 1:12:24 (10) 1:24:19 (10) 1:48:52
(11) 13:47 (9) 11:07 (10) 23:10 (11) 24:20 (11) 11:55 (11) 24:33

11 1:49:51 武庫川女大 磯口　晴南　( 4) 佐部利　萌未( 1)多田　咲美　( 1) 坂田　成加　( 2) 宗廣　千寿穂( 3) 上野　永理　( 4)
(12) 13:55 (12) 25:10 (12) 49:14 (12) 1:13:50 (11) 1:25:22 (11) 1:49:51
(12) 13:55 (10) 11:15 (11) 24:04 (12) 24:36 (10) 11:32 (10) 24:29

12 1:50:36 兵庫大 吉島　奈那　( 2) 福浜　千遥　( 1) 原田　ひかる( 2)佐井　里衣　( 2) 神澤　　舞　( 1) 杉本　莉紗　( 4)
(9) 13:23 (10) 24:55 (11) 48:59 (11) 1:13:17 (12) 1:25:30 (12) 1:50:36
(9) 13:23 (12) 11:32 (11) 24:04 (10) 24:18 (12) 12:13 (12) 25:06

13 1:54:29 園田女子大 小野　優菜　( 2) 長宮　舞花　( 4) 佐藤　　瞳　( 1) 福永　奏美　( 2) 清水　柚香　( 1) 赤井　真央　( 4)
(13) 14:27 (13) 26:09 (13) 51:10 (13) 1:16:43 (13) 1:29:01 (13) 1:54:29
(13) 14:27 (13) 11:42 (14) 25:01 (14) 25:33 (13) 12:18 (14) 25:28

14 1:57:19 京教大 道満　晶子　( 3) 谷川　萌々子( 1)高田　未生菜( 1)山縣　悠華　( 3) 恩田　美咲　( 2) 改田　仁実　( 4)
(18) 15:19 (17) 27:59 (14) 52:36 (15) 1:18:52 (15) 1:31:54 (14) 1:57:19
(18) 15:19 (17) 12:40 (13) 24:37 (16) 26:16 (16) 13:02 (13) 25:25

15 1:58:05 大阪大 土岐　慧子　( 4) 寺田　理絵　( 3) 森瀬　奏子　( 4) 諸吉　早紀　( 3) 菅　友理香　( 3) 鈴木　亜未子( 1)
(17) 15:04 (16) 27:38 (16) 53:25 (14) 1:18:23 (14) 1:31:18 (15) 1:58:05
(17) 15:04 (16) 12:34 (15) 25:47 (13) 24:58 (15) 12:55 (16) 26:47

16 2:00:02 神戸大 上岡　咲紀　( 1) 米田　香澄　( 3) 佐々木　真子( 1)秋元　麻衣花( 2) 明瀬　優香　( 2) 秋山　穂乃果( 4)
(16) 14:54 (14) 26:59 (17) 54:15 (17) 1:21:01 (16) 1:33:41 (16) 2:00:02
(16) 14:54 (14) 12:05 (19) 27:16 (17) 26:46 (14) 12:40 (15) 26:21

17 2:01:46 京都大 岸本　絵理　( 2) 岡本　萌巴美( 2)小堂　夏希　( 3) 増田　茄也子( 1) 坂上　小百合( 3) 高野　寛子　( 1)
(14) 14:36 (15) 27:04 (15) 53:16 (16) 1:20:06 (17) 1:34:02 (17) 2:01:46
(14) 14:36 (15) 12:28 (16) 26:12 (18) 26:50 (18) 13:56 (17) 27:44

18 2:04:01 大阪市立大 稲田　晶子　( 2) 斉藤　陽香　( 2) 置塩　綾乃　( 3) 青木　聡子　( 3) 秋山　美彩　( 1) 本多　千紘　( 3)
(19) 15:25 (19) 28:44 (19) 55:12 (18) 1:21:07 (18) 1:35:29 (18) 2:04:01
(19) 15:25 (18) 13:19 (17) 26:28 (15) 25:55 (19) 14:22 (18) 28:32

19 2:05:28 びわスポ大 宮原　李果　( 4) 清水　麻奈美( 4)伊達　彩音　( 3) 多田　結香子( 2) 坂元　南帆　( 1) 村上　奈津子( 3)
(15) 14:45 (18) 28:05 (18) 55:09 (19) 1:22:28 (19) 1:35:41 (19) 2:05:28
(15) 14:45 (19) 13:20 (18) 27:04 (19) 27:19 (17) 13:13 (19) 29:47

OPN 1:45:48 大院大B 河合　咲季　( 1) 田中　麻美子( 4)前田　恵子　( 4) 平安名　由莉( 3) 加藤　みちる( 2) 永吉　百恵　( 2)
(OPN) 13:58 (OPN) 24:59 (OPN) 47:52 (OPN) 1:10:50 (OPN) 1:21:59 (OPN) 1:45:48
(OPN) 13:58 (OPN) 11:01 (OPN) 22:53 (OPN) 22:58 (OPN) 11:09 (OPN) 23:49

OPN 1:52:49 同大同女大 森本　茉佑　( 3) 大井　千鶴　( 3) 武津　さなえ( 2) 末次　さくら( 2) 佐藤　真衣　( 3) 西村　まどか( 2)
(OPN) 14:04 (OPN) 26:03 (OPN) 49:46 (OPN) 1:14:20 (OPN) 1:26:51 (OPN) 1:52:49
(OPN) 14:04 (OPN) 11:59 (OPN) 23:43 (OPN) 24:34 (OPN) 12:31 (OPN) 25:58

記録順位 チーム



 

記録会等の結果(6/27~) 

 

日本陸上競技選手権大会 

(6/27 デンカビッグスワンスタジアム新潟) 

▼800m 

櫻井 大介  予  1.50.35 

広島県選手権(6/27  広島) 

▼400m 

新村 航輝  予  50.26 

▼400mH 

新村 航輝  予  55.85 

              決  55.42 

強化普及記録会(6/27  鴻池) 

▼100m 

眞武 俊輔 11.09  +0.5 

林  大祐 11.15  +0.9 PB 

佐藤 啓太 11.29  +1.5  PB 

岡本 和也 11.49  -2.2 

岡部 龍樹 11.56  -1.0 

珍坂 涼太 11.71  +1.3 

眞杉 陸  11.73  +0.3 

神野 洋介 11.73  +0.0 

金澤 和生 11.82  +0.3  ♪ 

▼200m 

岡部 龍樹 22.99  +0.5 

▼400m 

佐藤 優斗 50.99 

岡部 龍樹 51.57 

珍坂 涼太 53.26 

▼110mH 

神野 洋介 17.38  +2.3 

▼走高跳 

竹田 風馬 1m75 

五十嵐隆皓 1m75  ♪ 

神野 洋介 1m65 

▼走幅跳 

林  大祐 6m90  +0.2 PB 

山岡 隆央 6m42  -1.5 

澤  薫  6m30  -0.2  

神野 洋介 6m02  +0.4 

松下 隼人 NM  

▼三段跳 

伊東 悠希 12m60  -0.2  ♪ 

山岡 隆央 11m34  +1.2 

▼女子 100m 

完山 聖奈 13.61  +1.3 ♪ 

山中 遥加 13.71  +0.2 

 

▼女子 400m 

藤森 光世 61.89 CB 

▼女子走幅跳 

金澤 和寿美 4m96  +0.6   

完山 聖奈  4m87  +0.5 ♪ 

▼女子砲丸投 

横山 優花 7m66  ♪ 

▼女子円盤投 

横山 優花 28.08 

びわスポ記録会(6/28  びわスポ大) 

▼100m 

備藤 翼  11.19  +1.3 

森田 悠也 11.69  +0.7 

清水 良輔 12.11  +0.7 

▼200m 

中井 一宏  23.98  +0.0 

森田 悠也  24.43  +0.0 

▼400m  

中井 一宏  51.30 

永岡 源太郎 54.45 

▼800m 

友田 浩平  1.57.95 

猪原 章    2.00.26 

大野 真澄  2.02.29 

宮崎 奨之  2.03.99  ♪ 

田中 達也  2.06.11 

山崎 貴史  DNF 

▼1500m 

土田 侑秀 4.14.68 

橋本 浩法  4.27.87 

▼棒高跳 

田中 皓介 4m50 

小野坂 健 2m90   ♪ 

豊本 竜希 2m80 

安達 真武 2m40 

▼三段跳 

田中 智章  13m26  -0.2 

▼砲丸投 

山本 裕太  11m30 PB 

▼ハンマー投 

若園 直樹  40m89 

林  大祐  36m19  PB 

浅野 智司  25m54  PB 

▼やり投  

中山 奎吾  54m13  ♪ 

浅野 智司  NM 

 



 

▼女子 100m 

坂上 小百合 14.09  -0.6 

宮崎 伶菜  14.53  -0.5 

▼女子 400m 

坂上 小百合 62.01  

小野 萌子  63.93  ♪ 

岸本 絵理  65.32 

▼女子 800m 

岡本 萌巴美 2.35.92 

▼女子 3000m 

濱  希望 10.39.86 

▼女子棒高跳 

宮崎 伶菜 2m70 

▼女子走幅跳 

古矢 真莉奈 4m32  -0.6 

宮崎県選手権(7/4  宮崎運動公園) 

▼400m 

山下 拓輝 予 53.92  ♪ 

岐阜県選手権(7/4,5 長良川) 

▼100m  

山木田 雅 11.36  +0.1 

▼棒高跳 

田中 皓介 4m50 

京都府選手権(7/10,11,12  西京極) 

▼100m 

眞武 俊輔 予 11.09  -1.8 

            準 10.76 +1.1 

       決 10.96  -0.8  3 位 

岡本 和也 予 11.16  +1.0 

      準 11.03  +1.1  PB 

▼200m 

佐藤 啓太 予 23.15  -1.5 

▼400m 

岡部 龍樹 予  50.26  PB 

       準 50.46  CB 

眞杉 陸  予 51.21 

▼800m 

市川 和也  予  1.59.58 

       準 1.55.76 

中井 一宏  予  1.58.97 

       準 1.58.57 

猪原 章   予  1.59.57 

       準 1.59.48 

見鳥 大樹  予  1.59.88 

              準 2.04.59 

宿利 隆司  予 1.57.74 

橋本 宏平  予  2.00.25  PB 

永岡 源太郎 予  2.00.69 

▼1500m 

横山 裕樹 予 4.03.29 

      決 4.01.66  7 位 

柴田 裕平 予 4.03.88  PB 

            決 4.03.46  8 位  PB 

寶  雄也 予 4.03.00 

           決 4.04.14 

新田 一樹 予 4.04.96 

下迫田啓太 予  4.07.57 

▼5000m 

横山 裕樹 タ決 15.05.13 

岡野 椋介 タ決 15.36.68 

▼3000mSC 

岡本 和晃 決 9.32.03 

長谷川大智 決 9.35.95  ♪ 

稲垣 達也 決 9.37.68 PB 

久米 祐輔 決 9.59.99 

渡邊 駿  決 10.05.16 

▼10000mW 

海老原 脩 決 48.20.82  優勝 

田中 雄也 決 50.12.35  2 位 

大本 康平 DNF 

▼走高跳 

竹田 風馬 決 1m85 

▼棒高跳 

田中 皓介 決 4m50  5 位 

岡田 洋  決 3m60 

▼走幅跳 

西村 優汰 決 7m35  +1.0  2 位 

林  大祐 決 6m83  +1.6 

▼三段跳 

山岡 隆央 決 14m98  +0.7  PB 

伊東 悠希 決 12m77  +1.4 

▼円盤投 

金子 渓人 決 28m41 

▼十種競技 

神野 洋介 決 5441 点 

(11.60(+0.4),5m82(+1.0),9m73,1m70,53.6

5, 

18.18(-0.4),26m68,3m40,46m04,4.53.13) 

▼女子 800m 

岸本 絵理 予 2.23.71 

      準 2.27.76 

▼女子 4×100mR 

(完山―金澤―藤森―山中)  予 50.71   

▼女子走幅跳 

金澤 和寿美 決 4m92  -2.3 



宮崎 伶菜  決 4m51  -1.0 

大阪府選手権(7/10,11,12  長居第二) 

▼100m 

石田 真也 予 10.68  -0.4 

      準 10.66  -2.0 

      決 10.67  +0.4  6 位 

紀平 直人 予 11.14  +0.4 

▼200m 

林  大祐 予 21.93  -0.2  PB 

      準 21.95  +0.6 

眞武 俊輔 予 21.91  +1.3 

紀平 直人 予 22.29  -0.2 

岡本 和也 予 22.32  -0.2  PB 

▼400m 

庄司 真  予 48.82   PB 

      準 49.86 

▼800m 

立花 孝裕 予 1.58.39 

      準 2.04.77 

大野 真澄 予 2.01.18 

田中 達也 予 2.04.58 

▼110mH 

松下 隼人 予 16.18  -1.3 

田中 伸幸 予 17.72  -0.5 

▼走幅跳 

石田 真也 決 7m31  +0.0  PB  4 位 

三重県選手権(7/11,12  三重県営) 

▼110mH 

佐藤 優斗 予 15.92  -1.9 

      準 15.55  -0.6 

      決 15.51  -1.0  6 位 

▼400mH 

佐藤 優斗 予 57.89 

      準 54.10 

      決 54.83   4 位 

▼女子棒高跳 

宮崎 伶菜 決 2m60 

▼女子走幅跳 

宮崎 伶菜 決 NM 

兵庫県選手権(7/11  ユニバー) 

▼1500m 

友田 浩平 タ決 4.24.79 

滋賀県選手権(7/11,12  皇子山) 

▼100m 

澤  薫  予 11.17  +0.6 

            準 11.24  -1.1 

▼200m 

庄司 渓  予 22.79  -3.7 

 

▼400m 

吉川 慶  予 51.31 

      準 51.52 

▼800m 

山崎 貴史 予 2.01.30 

      決 2.02.67  6 位 

▼110mH 

西田 光治 予 16.12  -0.7 

長崎 裕貴 予 16.30  -0.1 

▼400mH 

長崎 裕貴 予 56.47 

      決 58.46 

▼5000mW 

秋本 啓太 決 23.46.91  ♪ 

高野 圭太 決 23.55.67  ♪ PB 

▼走幅跳 

澤  薫  決 6m65  +2.6  7 位 

     公認 6m63  +1.9 

▼やり投 

浅野 智司 決 NM 

▼女子 800m 

岡本 萌巴美 予 2.36.63 

▼女子 5000mW 

高野 寛子 決 27.19.52  ♪ 

ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会 

(7/12  北見市東陵公園) 

▼800m 

櫻井 大介   1.48.48   

PB  蒼穹新 関西学生新 

▼5000m 

平井 健太郎  14.00.13  PB  蒼穹新 

ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 

(7/16  網走市運動公園) 

▼800m 

櫻井 大介 1.57.72 

宇治市記録会 (7/18  太陽が丘) 

▼100m 

林  聖也 11.55  +0.8 

▼200m 

梶原 諒一  24.48  -0.9 

▼800m 

土田 侑秀 2.04.11  ♪ 

橋本 浩法 2.08.22 

▼1500m 

川岸 亮平 4.30.51  ♪ 

▼走高跳 

五十嵐 隆皓 1m70 



 

▼女子走高跳 

林  玲美 1m51  ♪ 

▼女子走幅跳 

古矢 真莉奈 4m46  +0.0 

京産大記録会(7/18  京産大グラウンド) 

▼800m 

宮崎 奨之 2.01.98 

▼1500m 

足立 涼   3.51.67  PB 

平井 健太郎 3.59.63 

河村 一輝  4.40.16 

▼5000m 

平井 幹   14.56.58 

松葉 悠剛  15.45.54 

高石 雅貴  15.50.14 

川井 拓哉  15.56.83 CB 

我妻 総   16.06.83 

足立 大宜  16.27.06 

永井 健太郎 16.41.37 

渡邊 康介  16.50.08 ♪ 

森田 大地  16.55.33 

辻田 智宏  17.01.48 

村瀬 颯登  17.36.47 

冨永 貴弘  17.41.22 ♪ 

小柴 鷹介  18.50.37 ♪ 

▼女子 3000m 

小堂 夏希  11.20.30 

増田 茄也子 12.01.83  ♪ 

実業団学生対抗(7/25  BMW 平塚) 

▼800m 

櫻井 大介 1.51.08  優勝 

学連競技会(8/7,8  長居第二) 

▼100m 

金澤 和生 11.55  -0.6  CB 

▼200m 

土屋 佑太 22.06  -0.9 

▼400mH 

平田 泰行 60.38  ♪ 

大阪府民体育大会兼国体最終選考会 

(8/9  長居第二) 

▼100m 

牧川 真央 予 10.97  -0.6 

      決 11.09  -1.2  7 位 

備藤 翼  予 11.41  -1.0 

▼走幅跳 

石田 真也 決 6m37  +0.7 

牧川 真央 決 6m15  -1.4 

 

奈良県国体選考会(8/9  鴻池) 

▼100m 

眞武 俊輔 予 10.67  +1.6  PB 

      決 10.87  -0.3  3 位 

同志社戦ＯＰ(8/15  太陽が丘) 

▼400m 

佐藤 優斗 50.49 

東海選手権(8/22,23  松本平) 

▼110mH 

佐藤 優斗 予 15.54  +0.3 

▼400mH 

佐藤 優斗 予 54.12 

近畿選手権(8/30,31  鴻池) 

▼200m 

眞武 俊輔 予 21.94  +0.4 

      決 22.19  -0.7  7 位 

▼800m 

見鳥 大樹 予 2.04.18 

▼走幅跳 

西村 優汰 決 7m25  +1.3  2 位 

石田 真也 決 6m69  -1.1 

▼三段跳 

山岡 隆央 決 14m14  +0.1 

強化普及記録会(9/6  鴻池) 

▼100m 

金澤 和生 11.23  +1.1  CB 

眞杉 陸  11.94  +0.9 

▼400m 

眞杉 陸  52.05 

▼走幅跳 

林  大祐 6m62  +0.8 

▼三段跳 

田中 智章 13m44  +1.2 

▼女子 100m 

藤森 光世 13.17  -0.1   CB 

小野 萌子 13.80  +0.8 

山中 遥加 13.92  +0.8 

▼女子 200m 

山中 遥加 28.27  +1.5 

▼女子走幅跳 

古矢 真莉奈 4m38  +1.1 

▼女子砲丸投 

横山 優花 8m35 

▼女子円盤投 

横山 優花 31m07 

▼女子やり投 

横山 優花 21m30  PB 



宇治市選手権(9/6  太陽が丘) 

▼200m 

梶原 諒一 予 24.30  +0.5 

全日本インカレ(9/11,12,13  長居第一) 

▼100m 

石田 真也 予 10.91  +0.0 

▼800m 

櫻井 大介 予 1.51.08 

      準 1.54.38 

山崎 貴史 予 1.54.38 

▼1500m 

足立 涼  予  3.56.46 

▼10000m 

平井 健太郎 決 29.04.57  11 位 

▼10000mW 

山西 利和 決 39.28.63  2 位 

   PB  蒼穹新 関西学生新 

▼4×100mR 

眞武 俊輔 予 40.50 

石田 真也 

牧川 真央 

土屋 佑太 

▼4×400mR 

紀平 直人 予 3.13.83 

土屋 佑太 

岡部 龍樹 

庄司 真  

関西学生新人(9/16,17  長居第二) 

▼100m 

澤  薫  予 11.01  +3.6 

岡本 和也 予 11.33  +0.5 

▼200m 

岡本 和也 予 22.58  -1.3 

▼800m 

宮崎 奨之  予 2.00.37 PB 

立花 孝裕  予 2.00.62 

友田 浩平  予 2.01.46 

田中 達也  予 2.02.74 

永岡 源太郎 予 2.07.81 

▼1500m 

土田 侑秀 予 4.14.76 

▼110mH 

田中 伸幸 予 16.54  +0.7 

▼走高跳 

竹田 風馬 決 NM 

▼円盤投 

金子 渓人 決 NM 

▼女子 400m 

小野 萌子 予 62.24 

▼女子 800m 

岸本 絵理 予 2.22.41 

      決  2.25.54  7 位 

▼女子走高跳 

林  玲美 決 1m50  8 位 

▼女子円盤投 

横山 優花 決 31m20  7 位 

びわスポ記録会(9/19,20  びわスポ大) 

▼100ｍ 

小野坂 健 Ⅰ 12.01  -0.3 

▼200m 

梶原 諒一 Ⅰ 24.52  -1.1 

      Ⅱ 24.64  -1.3 

豊本 竜希 Ⅰ 24.78  -1.1  PB 

      Ⅱ  24.82  -1.3 

▼400m 

澤  薫  52.23  ♪ 

宮崎 奨之 52.86 

山下 拓輝 53.01  CB 

▼1500m 

川岸 亮平 4.31.84 

河村 一輝 4.39.44  CB  

▼5000mW 

海老原 脩 21.47.03  PB 

高野 圭太 21.53.43  PB 

大本 康平 22.22.40 

秋本 啓太 22.22.43  CB 

田中 雄也 22.34.99  CB 

▼棒高跳 

小野坂 健 3m40 

豊本 竜希 NM 

▼砲丸投 

山本 裕太 10m22 

▼十種競技 

安達 真武 4536 点 PB 

(12.19(+1.1),5m77(+2.8),7m68,1m55, 

55.33,19.26(+0.4),21m20,3m10,36m59, 

5.02.17) 

▼女子 100m 

金澤 和寿美 Ⅰ 13.45  -0.2 

       Ⅱ 13.44  +1.3 

菅野 紗希  Ⅰ 13.77  -0.2 

       Ⅱ 13.62  +1.1 

▼女子走幅跳 

金澤 和寿美 4m99  -0.5 

▼女子砲丸投 

横山 優花  8m95 



金澤 和寿美  7m91 

▼女子やり投 

横山 優花 22m06 

丹後 100km ウルトラマラソン(9/20  丹後) 

▼100km マラソン 

安邊 啓明 13.32.47 

奈良市記録会(9/23  鴻池) 

▼100m 

山木田 雅 Ⅰ 11.38  +0.9 

      Ⅱ 11.77  -3.6 

佐藤 優斗 Ⅰ 11.48  +0.9 

      Ⅱ 11.86  -3.6 

西田 光治 Ⅰ 11.68  +0.9 

      Ⅱ 11.96  -1.1 

佐藤 啓太 Ⅰ 11.68  -0.7 

      Ⅱ 11.62  -1.1 

林  聖也 Ⅰ 11.85  -2.7 

      Ⅱ 11.88  -1.4 

平田 泰行 Ⅰ 11.91  -2.7  ♪ 

森田 悠也 Ⅰ 12.02  -1.1 

眞杉 陸  Ⅰ 12.09  -1.1 

珍坂 涼太 Ⅰ 12.14  -4.9 

梶原 諒一 Ⅰ 12.31  -1.1 

清水 良輔 Ⅰ 12.42  -1.4 

福島 理  Ⅰ 12.64  -4.9 

▼200m 

山木田 雅 22.19  +1.6  CB 

長崎 裕貴 23.20  -0.8  PB 

佐藤 啓太 23.40  -2.3 

森田 悠也 23.92  -0.8  PB 

梶原 諒一 24.49  -2.8 

▼400m 

眞杉 陸  50.84  CB 

神先 宏樹 51.47  CB 

加藤 陸至 52.30 CB 

金子 渓人 53.30 

平田 奉行 54.15  ♪ 

▼800m 

猪原 章  2.01.62 

松田 優拓 2.05.86 

▼110mH 

佐藤 優斗 15.48  -0.8 

西田 光治 15.84  -0.8 

長崎 裕貴 16.12  -1.8 

福島 理  16.40  -0.8 

黒瀬 慶  16.95  -1.8 

 

 

▼走高跳 

五十嵐 隆皓 Ⅰ  1m75 

       Ⅱ  1m85  PB 

▼棒高跳 

珍坂 涼太 3m80 

岡田 洋  3m80 

▼走幅跳 

澤  薫   6m93  +0.6 

長崎 裕貴  6m90  +1.6 

松下 隼人  6m42  -1.2 

山田 健太郎 NM 

▼三段跳 

松下 隼人 13m47  +0.5 

伊東 悠希 12m99  +1.1 

▼やり投 

神野 洋介 47m74 

浅野 智司  41m95 

▼女子 100m 

藤森 光世 Ⅰ 13.48  -2.0 

      Ⅱ 13.35 -2.5 

山中 遥加 Ⅰ 13.98  -2.0 

      Ⅱ 14.07  -0.2 

宮崎 伶菜 Ⅰ 14.54  -2.0 

▼女子 200m 

藤森 光世 26.72  ♪ 

▼女子走幅跳 

古矢 真莉奈 4m54  +2.8 

    (公認) 4m27  -0.2 

宮崎 伶菜  3m40  -1.4 

京産大記録会(9/26  京産大グラウンド) 

▼5000m 

平井 幹  14.31.35 

尾﨑 拓  14.44.88  PB 

高石 雅貴 14.54.65  PB 

久好 哲郎 15.09.12 

稲垣 達也 15.09.93 

久米 祐輔 15.13.93  PB 

横山 裕樹 15.15.51 

長谷川大智 15.19.47  CB 

松葉 悠剛 15.23.73  PB 

新田 一樹 15.26.28 

川井 拓哉 15.35.92  CB 

辻田 智宏 15.36.44 

我妻 総  15.48.11  PB 

寶  雄也 15.53.05 

足立 大宜 15.54.09 

永井健太郎 16.00.40 

山下 弘輝 16.03.13 
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