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1.  長距離パートチーフ展望 
霜寒の候、俄に冷え込む日が増えて参りました。蒼穹会の皆様におかれま

しては益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。さて来る 11 月 19 日(土)、丹

後の地浜公園より宮津市役所前を終着とする全 8 区間計 84.1km のコースに

て丹後大学駅伝第 76 回関西学生対校駅伝競走大会が開催されます。関西の

駅伝ナンバーワンを決めるこの大会、関西学院大学の出場辞退を受け京都大

学は 3 位に目標を上げて臨みます。 

 6 月に行われました伊勢予選では各々が力不足を痛感し、一人ひとりが決

意を改めてこの関西学生駅伝での雪辱を誓いました。それ以降 4 回生を中心

に、成長著しい 3 年生、着実に力をつけつつある 1・2 年生、さらには経験

豊富な院生の力を加え、七大戦・東大戦を乗り越えて、個人として、チーム

として成長を遂げたと感じております。 

 先日の全日本大学駅伝、京都大学からは柴田(3)・尾﨑(3)が全日本大学選抜

として、関西地区からは 4 大学が地区代表として出場しましたが、関東の大

学との実力差を見せつけられる結果となりました。次年度の全日本大学駅伝

における関西出場枠は 3 枠へと減り、これまで以上に厳しい戦いになること

が予想されます。このことからも今回の駅伝で関西大学・大阪経済大学に負

けるわけにはゆきません。選手・サポート・応援・運営に携わる全員がそれ

ぞれ自分の仕事を果たし、“全員駅伝”で 3 位争いを制します。 

 当日は非常に朝が早く、また交通の便も悪い遠方でのレースとなりますが、

駅伝において声援ほど力になるものはありません。蒼穹会の皆様におかれま

してはご多忙の中とは存じますが、ぜひ現地へと足をお運びいただいてのご

声援をよろしくお願いいたします。 

京都大学陸上競技部長距離パートチーフ 高石 雅貴 

2.  監督挨拶 

今年の関西学生駅伝は 11 月 19 日(土)に京都丹後半島にて行われます。 

6 月の全日本大学駅伝予選会では惨敗し、出場枠を逃し、悔しい想いをした

メンバー達が再び関西の強豪に挑みます。 

 一時代を築いたメンバーが卒業しましたが、4 回生を中心に新たにチーム

をつくり直しまた強い京大長距離が帰ってきました。さて近年では実力があ

りながら 5 位の壁をなかなか越えることができていません。来年の伊勢予選

を見据える意味でも 4 位以上という結果が大事になってきます。当日はそこ

を意識しながら見て頂けたらと思っております。 

 交通の便が悪く、また寒い中での応援となると思われますが、当日は是非



とも沿道まで足を運んでいただきご声援をいただければと思います。 

京都大学陸上競技部監督 西村 優汰 

3.  関西学生駅伝要綱 

丹後大学駅伝 第 76 回関西学生対校駅伝競走大会 

平成 28 年 11 月 19 日（土）午前 7 時 45 分 スタート 

 

※第3・第4・第5中継所で先頭走者の通過15分後、第6・第7中継所で先頭走者の通過 

10 分後に審判長、または中継所主任の判断により、次の走者の繰り上げ出発を行う。 

4. 出場校紹介 

1.京都産業大学 

2.立命館大学 

4.大阪経済大学 

5.京都大学 

6.関西大学 

7.龍谷大学 

8.近畿大学 

9.同志社大学 

10.大阪学院大学 

11.大阪体育大学 

12.甲南大学 

13.佛教大学 

14.神戸大学 

15.大阪大学 

16.奈良学院大学 

17.びわこ学院大学 

18.京都教育大学 

19.兵庫県立大学 

20.大阪市立大学 

21.滋賀大学 

22.大阪教育大学 

以上・21 校 



 

5. 京都大学・出場選手紹介 

(注意！) 公式エントリー発表以前に区間情報が漏洩しないよう、ご協力お願い致し

ます。 

（タイムは今季ベスト） 

1 区 岡野 颯斗(4)  10000m  31’47”68  5000m  14’55”23 

1 区を務めるのは中距離出身の岡野颯斗。この数年、京都大学の 1 区は不動のスターター

として久好さん（OB,今春より社会人）が務めてきたが、彼も久好さんと同様この 7.9 ㎞と

いう距離に強さを見せる。彼の最大の武器は中距離種目で培ったスピードであり、また

5000m でも京大歴代 8 位の記録をもつ。例年通りの牽制、スローな流れからの終盤ペース

アップという展開に持ち込めれば上位での襷リレーが期待できる。強い走りで京大を勢い

づけてほしい。 

2 区  稲垣 達也(4)  10000m  31’17”41  5000m  15’02”27 

2 区を務めるのは稲垣達也。後半 2 ㎞の高低差が 140m というこのコースでは後半の失

速が後半区間に重くのしかかり、チームの勝敗に直結する。そんな 2 区に彼を抜擢したの

は、彼が狙った試合で絶対に外さない安定感をもった選手だからである。彼の強みは厳しい

峠道をものともしない下半身の強さであり、気持ちの強さである。例年各校のエース級の選

手が集まるが、自分の強みが充分活かせるこの区間で存分に存在感を放ってきてほしい。 

3 区  谷口 博紀(2)  10000m  32’03”10  5000m  15’28”45 

最短区間 7.0km の 3 区を任されたのは 2 年生の谷口博紀。3 区は山下り、とのイメージ

が先行するが、実際には下りの間に点在する上り坂や下りきってからの残り 1.4 ㎞の平地部

分がタイム差を生む。持ちタイムで勝る選手を相手に彼が駅伝メンバーに割って入ること

ができたのは彼が常に自分の最大のパフォーマンスを出す術を身に着けているから。自分

の力を出し切れれば自ずと結果はついてくる。自分を信じて思い切り走ってほしい。 

4 区  下迫田 啓太(M1)  10000m  31’13”34  5000m  14’56”89 

前半区間の要となる 4 区は昨年に引き続き下迫田啓太が務める。学業が忙しい中、院生

という立場で長距離チームを支えてきた。4 区は前半アップダウンが続き、後半は日差しと

潮風が選手を苦しめる、9.8km という距離とは裏腹に文字通り「山あり谷あり」のタフなコ

ースである。どのような展開で襷が回ってきたとても、経験豊かな彼には様々なレース展開

に対応する力がある。彼にとって 5 度目の関西学生駅伝。百戦錬磨の彼の走りに期待した



い。 

5 区  尾﨑 拓(3)  10000m  30’02”43  5000m  14’35”26 

5 区を務めるのは尾﨑拓。起伏が多く距離も比較的短い前半区間から打って変わって、起

伏のほとんどない平坦な長距離区間である 5 区は尾﨑の最も得意とするコースである。見

通しの良いこの区間、前に目標が見えてくれば彼の持ち味である強気な走りが一層勢いを

増すだろう。柴田とともに京大長距離のエースとして関西の強豪たちを相手に十分渡り合

えるだけの実力はつけてきた。この 5 区で一気に流れを引き寄せてほしい。 

6 区  柴田 裕平(3)  10000m  29’58”19  5000m  14’40”69 

6 区を務めるのは今や押しも押されぬ京大長距離のエース、柴田裕平。今年からコースが

一部変更となったこの 6 区。7 区とともに最長区間となる 13.2km という距離に加え、残り

1 ㎞からの急激な上りが新たに付け加わり、全区間中最もハードと言っても過言ではない。

前を走る尾﨑とともに彼に求められることは至ってシンプル。前との差を詰めること、そし

て、後ろとの差を広げること、である。真に関西トップの仲間入りを果たすためにも、この

駅伝で圧倒的な実力を見せつけてほしい。 

7 区 久米 祐輔(4)  10000m  30’57”59  5000m  14’59”21 

7 区を務めるのは久米祐輔。全体的に下りの多いこの 7 区では前半から恐れることなくハ

イペースで押していくことが求められるが、まさにそれは彼が得意とするところである。昨

年は 3 区を走り、下りきってからの平地に苦しんだが、この 7 区終盤の平地、上りで 1 年

間の成長を見せてくれるはずである。4 年間の集大成となるこの駅伝で快走を見せ、尾﨑・

柴田の作ったリードをさらに広げてアンカーにつなぎたい。 

8 区  高石 雅貴(4)  10000m  31’06”93  5000m  15’11”86 

最終区となる 8 区を務めるのは駅伝主将・高石雅貴。チームの最終順位を決めるこの 8

区、スタート直後のアップダウン以降は平坦な道が続くが、強い潮風が行く手を阻む。2 年

前のこの大会でも 8 区を任されたが、思うように力が出せず今回はそのリベンジを期す。

始めから終わりまで何が起こるかわからないのが駅伝。どのような位置で襷が渡っても最

後まであきらめずに前を追っていきたい。自身の 4 年間の集大成、また、長距離パートチー

フとしてチームの 1 年間の集大成を最高の結果で示したい。 

 

 

 

 



6. コースの紹介 

 

↑コース全体のマップ（全長約 84.1km） 

 

 

↑第一区・7.9km 

 
↑第二区・8.8km(昨年からコース変更

有り) 



 

↑第三区・7.0km 

 

↑第四区・9.8km 

 

↑第五区・12.3km 

↑第六区・13.3km(昨年からコース変

更有り) 



 

↑第七区・13.3km(昨年からコース変

更有り) 

 

 

↑第八区・11.7km 

 

 

 

 

 

 

 

7. 京阪神新人戦結果 

第 52 回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 

第 23 回女子陸上競技大会 

（2016/10/29 服部緑地） 

・男子の部総合成績 

1 位 大阪大学 129 点(優勝種目 10・T54 点 F75 点) 

2 位 京都大学 129 点(優勝種目 5・T77 点 F52 点) 

3 位 神戸大学 94 点 (優勝種目 3・T55 点 F39 点） 

・女子の部総合成績 

1 位 神戸大学 44.5 点(T27 点 F17.5 点) 

2 位 大阪大学 17.5 点(T9 点 F8.5 点) 

3 位 京都大学 17 点(T13 点 F4 点)    

 

 



対校の部・男子 

 

▼100m（+2.8） 

安藤 滉一  優勝 10.71  

岡本 和也  4 位 11.12  

▼200m（+1.9） 

安藤 滉一  優勝 21.72 PB 

岡本 和也  3 位 22.36 

▼400m 

小原 幹太  優勝 50.09 

神先 宏樹  2 位 50.17 

▼800m 

土屋 維智彦 2 位 1.59.39 

田中 達也  4 位 2.01.09 

▼1500m 

土田 侑秀  2 位 4.14.09 

大前 晃一  5 位 4.20.56 

▼5000m 

谷口 博紀  3 位 15.28.45  PB 

原田 麟太郎 5 位 15.36.65 

▼110mH（+2.1） 

福島 理   優勝 15.46 

黒瀬 慶   4 位 16.00 

▼400mH 

平田 泰行  2 位 56.63     PB 

松井 そら  4 位 58.13 

▼4×100mR 

安藤－岡本－西脇－小谷 

       2 位 42.67 

▼4×400mR 

小谷－神先－茂森－小原 

       優勝 3.22.66 

▼走高跳 

五十嵐 隆皓 3 位 1.80 

平島 敬也  4 位 1.70 

▼棒高跳 

五十嵐 隆皓 2 位 3.40 

平島 敬也  4 位 2.80        ♪ 

▼走幅跳 

本居 和弘  3 位 6.79 +1.0 

小野 貴裕  4 位 6.79 +2.2 

       公認 6.49 +1.1 

▼三段跳 

三神 惇志  3 位 14.63 +1.5 PB 

五十嵐 隆皓 5 位 13.30 +1.1  PB 

▼砲丸投 

大橋 悟   5 位 9.22 

中山 奎吾  6 位 8.70        ♪ 

▼円盤投 

大橋 悟   3 位 32.55  

中山 奎吾  5 位 27.30      PB 

▼ハンマー投 

大橋 悟   2 位 29.18      CB 

中山 奎吾  4 位 21.96      CB 

▼やり投 

中山 奎吾  2 位 50.42 

松井 そら  5 位 45.34 

 

対校の部・女子 

▼100m（+1.7） 

小野 萌子  3 位 13.06    PB 

完山 聖奈  5 位 13.29    CB 

▼400m 

小野 萌子  2 位 1.01.80 

後藤 加奈  3 位 1.03.31 

▼800m 

岸本 絵理  2 位 2.22.29 

▼3000m 

増田 茄也子 2 位 10.24.72  PB 

岡本 萌巴美 5 位 10.57.62 

▼4×100mR 

完山－小野－後藤－林 

       3 位 52.65 

▼走高跳 

林 玲美   2 位 1.45 

完山 聖奈  5 位 1.35        ♪ 

▼走幅跳 

完山 聖奈  5 位 4.88 +1.9 

林 玲美   6 位 4.41 +0.6  ♪ 

▼やり投 

横山 優花  4 位 28.89       PB 

川崎 仁美  5 位 26.85 

 

オープンの部・男子 

▼100m 

土屋 佑太    10.80 +3.0 



庄司 渓   10.90 +2.2 

林 大祐   10.97 +3.0 

備藤 翼   11.17 +2.2 

西村 優汰  11.23 +1.2 

岡田 洋   11.31 +0.4 

岡部 龍樹  11.48 +1.3 

坂口 雄太  11.50 +1.5 

庄司 真   11.50 +3.0 

庄司 真   11.52 +0.4 

内田 隆介  11.62 +1.6 

清水 良輔  11.74 +1.5 

佐藤 啓太  11.78 +0.9 

小野坂 健  11.82 +1.5 

西田 光治  11.83 +1.3 

田中 智也  11.91 +2.3 

川本 雅人  12.17 +3.0 

足立 涼   12.42 +1.4 

永岡 源太郎 12.44 +1.7 

安達 真武  12.67 +3.0 

杉本 祥馬  12.71 +3.0 

▼200m 

土屋 佑太  21.63 +2.2 

岡部 龍樹  22.83 +2.2 

水野 廉也  23.09 +2.4 

清水 良輔  23.96 +1.6 

金子 渓人  24.03 +3.0 

佐藤 啓太  24.06 +2.2 

▼400m 

田中 智也  51.63  CB 

水野 廉也    51.69 

川﨑 皓斗  54.39 

坂口 雄太  54.61 

天野 康平  55.33 

小野坂 健  57.05 

▼800m 

友田 浩平  1.59.40 

宮崎 奨之  2.00.79 

加藤 陸至  2.01.26 

立花 孝裕  2.07.39 

▼1500m 

下迫田 啓太 4.04.87 

川岸 亮平  4.32.02 

河合 裕太  4.34.69 

足立 大宜  NM(手元 4.50.2) 

▼5000m 

岡野 颯斗  14.55.23 

下迫田 啓太 14.56.89 

久米 祐輔  14.59.21 

稲垣 達也  15.02.27 

辻田 智宏  15.16.77    PB 

田中 仁   15.46.17 

新田 一樹  15.53.36 

岡本 和晃  16.33.61 

永岡 源太郎 18.30.77 

▼110mH 

西田 光治  15.82 +1.6 

長﨑 裕貴  16.70 +2.4 

吉川 広祐  16.83 +1.6 

金子 渓人  17.44 +2.4 

▼400mH 

川﨑 皓斗  57.81 

吉川 広祐  57.99    PB 

長﨑 裕貴  58.99 

永岡 源太郎 60.36 

▼4×400mR 

眞杉－加藤－川﨑－広兼 

       3.30.37 

足立涼－石田－庄司真－西村 

       3.30.40 

小野坂－岡部－新村－天野 

       3.31.25 

宮崎奨－田中達－土田－川岸 

       3.35.35 

備藤－佐藤啓－杉本－安藤滉 

       3.41.76 

安達真－森田悠－日浦－西田 

       3.42.05 

河合－土屋維－平中－水野 

       3.45.74 

友田－立花－永岡－河村 

       3.46.41 

澤－金子－浅野－竹田 

       3.58.44 

▼走高跳 

竹田 風馬  1.85 

森田 悠也  1.70 



足立 涼   1.40 

▼棒高跳 

岡田 洋   4.00 

金子 渓人  2.60         PB 

▼走幅跳  

日浦 幹   6.66 +2.5 

林 大祐   6.55 +1.3 

西村 優汰  6.46 ±0.0 

南井 航太  6.26 +2.8 

竹田 風馬  5.69 +0.4 

足立 涼   5.47 +0.7 

永岡 源太郎 5.13 +2.1 

森田 悠也  4.82 －1.1 

安達 真武  3.91 +1.7 

▼砲丸投 

金子 渓人  9.87        PB 

石田 真也  9.76 

若園 直樹  9.45 

松井 そら  8.29        ♪ 

庄司 真   7.65 

澤  薫   7.25 

安達 真武  5.95 

足立 涼   5.79 

▼ハンマー投 

若園 直樹  43.10 

浅野 智司  41.23 

林 大祐   36.57       PB 

▼円盤投 

澤  薫   27.83       PB 

足立 涼   18.28 

▼やり投 

林 大祐   28.05 

西村 優汰  26.16 

永岡 源太郎 21.09 

足立 涼   19.77 

 

オープンの部・女子 

 

▼100m 

菅野 紗希  13.84 +1.3 

▼4×100mR  

菅野－広川－宮崎伶－泉 

       53.38 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜  2.60 

▼走幅跳 

広川 知佳  5.47 風不明 

    公認 5.08 +0.8 

▼やり投 

宮崎 伶菜  22.28 

8. 記録会等の結果 

(2016/9/24~2016/11/6) 

第 6 回京都陸協記録会(9/24  西京極) 

・男子の部 

▼100m 

平田 泰行  11.66 +0.6  CB 

西脇 友哉  11.74 ±0.0 

坂口 雄太  11.76 ±0.0 

伊東 悠希  11.80 ±0.0 

▼400m 

小原 幹太  49.67     CB 

▼110ｍH 

吉川 広祐  50.12     CB 

▼400mH 

川﨑 皓斗  59.30 

 

・女子の部 

▼800m 

岸本 絵理  2.18.75 

平成 28 年度第 5 回京都産業大学長距離競

技会(9/25  京産大) 

▼800m 

土屋 維智彦 1.54.94   CB 

立花 孝裕  2.02.87 

川岸 亮平  2.06.32      PB 

▼1500m   

平中 章貴  4.28.61 

河村 一輝  4.36.60      PB 

▼5000m 

下迫田 啓太 15.18.13 

稲垣 達也  15.28.75 

原田 麟太郎 15.30.61 

長谷川 大智 15.33.61 

谷口 博紀  15.38.27     PB 

我妻 総   15.57.89 

山下 弘輝  16.02.05 



田中 仁   16.04.44     CB 

大前 晃一  16.13.69     CB 

相澤 航   16.14.56     ♪ 

糠谷 充孝  16.15.34     CB 

谷川 尚希  16.16.89     CB 

寶 雄也   16.20.87 

森田 大地  16.25.68 

小柴 鷹介  16.27.52     PB 

大下 拓真  16.50.77     PB 

清水 秀広  17.15.34 

潮﨑 羽   17.53.89 

2016 関西学生新人陸上競技選手権大会兼

ディムライトリレーズ(10/8.9  ヤンマーフ

ィールド長居) 

・男子の部 

▼100m 

岡本 和也  予 11.42 +0.6 

▼200m 

岡本 和也  予 22.43 +2.0 

▼400m 

小谷 哲   予 51.20 

小原 幹太  予 51.20 

▼800m 

土屋 維智彦 予 2.00.27 

       準 1.59.29 

田中 達也  予 2.04.24 

▼1500m 

土田 侑秀  予 4.15.85 

▼110mH 

福島 理   予 15.59 －0.5 

▼4×100mR 

備藤－石田－牧川－安藤滉 

       予 40.74 

安藤滉－石田－牧川－林 

       A 決 2 位 40.40 蒼穹タイ 

▼4×400mR 

茂森－小谷－水野－小原 

       予 3.22.32 

小谷－小原－茂森－水野 

       B 決 3.21.26 

▼三段跳 

三神 惇志  決 13.64 －1.8 

伊東 悠希  決 NM 

▼円盤投げ 

大橋 悟   決 33.34 

▼走高跳 

五十嵐 隆皓 決 NM 

・女子の部 

▼400m 

小野 萌子  予 1.02.20 

▼走幅跳 

広川 知佳  決 5.13  +0.8 

▼砲丸投 

横山 優花  決 9.55 

▼円盤投 

横山 優花  決 34.66 

2016 年兵庫陸上競技秋季記録会 (10/8.9  

ユニバー) 

▼1500m 

足立  涼      3.58.57 

第 71 回国民体育大会希望郷いわて国体

(10/7~11  北上総合運動公園) 

▼10000mW 

山西  利和  決 4 位 39.55.80 

平成 28年度第5回奈良市記録会(10/10  鴻

ノ池 

・男子の部 

▼100m（Ⅰ） 

石田 真也  10.43 +1.4 PB 蒼穹新 

岡田 洋   11.37 －0.1 

平島 敬也  11.47 +1.1 PB タイ 

坂口 雄太  11.67 ±0.0 PB 

珍坂 涼太  11.69 +1.6 

清水 良輔  11.69 ±0.0 PB 

三神 惇志  11.76 +1.1 PB 

西脇 友哉  11.79 +1.3 

福島 理   11.88 －0.1 

金子 渓人  11.89 +1.2 PB 

森田 悠也  11.92 +3.1 

田中 智也  11.94 +0.9  ♪ 

山下 拓輝  14.58 +0.9 

▼100m（Ⅱ） 

石田 真也  10.41 +1.6 PB 蒼穹新 

▼200m 

西脇 友哉  23.40 +0.5 

南井 航太  23.74 +0.6  ♪ 



清水 良輔  24.16 +0.5 

山下 拓輝  DNF 

▼400m 

田中 智也  53.57        ♪ 

 

▼110mH 

牧川 真央  15.14  +1.1 

福島 理   15.61  +1.1 

吉川 広祐  16.06  +1.8 CB 

西田 光治  16.15 +1.1 

黒瀬 慶   16.22 +1.1 

平島 敬也  16.57 +1.8 CB 

金子 渓人  17.57 +1.8 PB 

▼走高跳（Ⅰ） 

竹田 風馬  1.85 

森田 悠也  1.65 

▼走高跳（Ⅱ） 

竹田 風馬  1.90 

▼走幅跳 

本居 和弘  6.81 +2.0 

三神 惇志  6.55 +1.2 PB 

牧川 真央  6.41 +2.2 

    公認 6.27 －1.2 

南井 航太  6.38 +2.0 

石田 真也  NM 

▼三段跳 

五十嵐 隆皓 13.04 +3.0 

    公認 無し 

・女子の部 

▼走幅跳 

広川 知佳  5.23 +5.3 

    公認 5.21 +0.6 

2016 名古屋地区選手権大会兼第６回名古

屋地区競技会(10/15.16  瑞穂北) 

▼110mH 

金子 渓人  予 17.81 +0.7 

▼円盤投 

金子 渓人  決 6 位 30.80 

平成 28年度第3回強化長距離記録会(10/15  

橿原公苑) 

▼5000m 

糠谷 充孝  15.34.10 PB 

大前 晃一  15.41.40 PB 

相澤 航   15.43.79 PB 

小柴 鷹介  15.57.11 PB 

森田 大地  16.14.92 PB 

里美 音実  16.15.34 PB 

潮﨑 羽   16.36.33 PB 

大下 拓真  16.44.09 PB 

清水 秀広  17.07.36 

▼10000m 

谷口 博紀  32.03.10 PB 

田中 仁   32.26.26  ♪ 

第 69回新潟県縦断駅伝 2016(10/15.16  妙

高市新潟市間) 

原田 麟太郎 17 区(12.1km)2 位  38.49 

第 33 回大町アルプスマラソン(10/16  大

町市運動公園) 

▼マラソン 

山中 遥加  5.30.57 

2016 関西学生陸上競技種目別選手権大会

兼第 38 回関西学生混成選手権大会

(10/18~21  ヤンマーフィールド長居) 

・男子の部 

▼100m 

石田 真也  予 10.50 －0.4 

       準 10.63 －0.3 

       決 優勝 10.45 +1.4 

土屋 佑太  予 11.01 +1.3 

▼400m 

小原 幹太  予 49.70 

小谷 哲   予 50.60 

庄司 真   予 50.81 

加藤 陸至  予 51.13 

茂森 勇人  予 51.38 

 

▼800m 

橋本 宏平  予 2.01.15 

▼1500m 

足立 涼   予 3.58.02 

         決 2 位 3.56.02 

▼110mH 

西田 光治  予 16.16 +0.8 

▼400mH 

長﨑 裕貴  予 59.16 

▼10000mW 



大本 康平  決 2 位 44.20.09 

高野 圭太  決 3 位 44.23.94 

秋本 啓太  決 4 位 44.45.23 

田中 雄也  決    46.36.65 

亀田 孝太郎 決    47.39.96 ♪ 

▼4×400mR 

小谷－小原－眞杉－庄司真 

       予 3.21.05 

加藤－水野－西脇－田中智 

       予 3.24.21 

▼走高跳 

竹田 風馬  決 1.85 

▼棒高跳 

岡田 洋   決 4.20      PB タイ  

小野坂 健  決 3.60 

▼走幅跳 

西村 優汰  予 6.95  +0.9 

石田 真也  予 6.95  +1.5 

本居 和弘  予 6.78  +1.7 

林 大祐   予 6.70  +2.2 

       公認 5.22 +1.1 

平島 敬也  予 6.24 +2.1 

      公認 5.79 +0.8 

▼三段跳 

三神 惇志  予 13.73 ±0.0 

▼円盤投 

大橋 悟   決 NM 

▼ハンマー投 

若園 直樹  予 45.54     PB 

▼やり投げ 

浅野 智司  予 48.95 

▼十種競技 

澤  薫   決 5999 

11.05(+0.6) 6.40(+0.9) 8.57 1.65  51.85 

16.41(+2.5) 27.07  4.20  43.05 4.55.46 

・女子の部 

▼400m 

後藤 加奈  予 63.41 

▼800m 

岸本 絵理  予 2.20.83 

▼3000mSC 

岡本 萌巴美 決 3 位 11.51.51   ♪ 

▼走高跳 

林 玲美   決 1.50 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜  決 2.40 

▼円盤投 

横山 優花  決 36.80   PB 蒼穹新 

▼ハンマー投 

横山 優花  決 27.23   PB 蒼穹新 

第 253 回日本体育大学長距離競技会

(10/22.23  日体大) 

▼10000m 

柴田 裕平  29.58.19   PB 

尾崎 拓   30.02.43   PB 

久米 祐輔  30.57.59   PB 

高石 雅貴  31.06.93   PB 

下迫田 啓太 31.13.34   PB 

辻田 智宏  31.13.84   PB 

稲垣 達也  31.17.41 

山下 弘輝  33.07.83   PB 

川井 拓哉  33.11.22 

我妻 総   33.57.89 

2016年第 3回宇治市記録会(10/22  太陽ヶ

丘) 

▼100m 

林 聖也   11.64 +0.7 

坂口 雄太  11.68 +0.7 

▼1500m 

河村 一輝  4.37.24 

第 13 回田島直人記念陸上競技大会(10/23  

維新百年記念公園陸上競技場) 

・男子の部 

▼100m 

石田 真也  予 10.81  －1.3 

      A 決 4 位 10.67 －1.0 

安藤 滉一  予 11.14 +0.2 

      B 決 11.19 +0.5 

澤  薫   予 11.28 +0.2 

牧川 真央  予 11.43 －1.3 

▼走幅跳 

松下 隼人  決 8 位 6.97 +0.1 

西村 優汰  決    6.94 －0.2 

石田 真也  決       NM 

第 55 回全日本 50 ㎞競歩高畠大会(10/23  

高畠) 



▼男子 20kmW 

山西 利和  決 2 位 1.22.14 

▼女子 20kmW 

高野 寛子  決    1.52.31 

第 4 回大体大競技会兼第 1 回大体大混成競

技会(11/5.6  大体大) 

▼300m 

小谷 哲   35.94  ♪ 

▼十種競技 

五十嵐 隆皓 5344  PB 

12.06(+0.8) 5.79(±0.0)  8.09  1.80 52.83 

16.53(+1.8) 20.80 3.60 31.91 4.40.17 

松井 そら  5303  ♪ 

11.85(+1.3) 6.35(+1.9)  8.49  1.65 54.12 

16.35(+1.7) 23.91 2.80 41.76 4.51.96 

平島 敬也  4551    ♪ 

11.71(+0.6) 6.25(-0.5) 7.58 1.70 54.05 

17.14(+1.7) 20.29  NM  35.65 5.27.54 

金子 渓人  4075  PB 

11.90(+1.3) 5.62(+0.3) 9.21 NM 54.12 

17.41(+1.8) 30.92 NM 24.83 5.04.69 

第 6 回奈良市記録会(11/6  鴻ノ池) 

・男子の部 

▼100m 

柴田 星斗  11.77 +2.5 

▼800m 

宮崎 奨之  2.05.99  

▼走幅跳 

柴田 星斗  5.54 +2.8 

    公認 5.49 +1.0 

・女子の部 

▼三段跳 

広川 知佳  10.56 +1.4 ♪ PB タイ 

秩父宮賜杯 第 48 回全日本大学駅伝対校

選手権大会(11/6  熱田神宮伊勢神宮間) 

・オープンの部 

尾崎 拓   3 区 9.5km  29.12 

柴田 裕平  4 区 14.0km  44.17 
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