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1.  主将挨拶・監督挨拶・長距離パートチーフ挨拶 

主将挨拶 

先日 6 月 18 日に全日本大学駅伝予選会が西京極にて行われました。京都大学は昨年の悔

しさを晴らすべく、4 位獲得、全日本大学駅伝出場を目標に臨みました。しかし結果は 6 位

となり、4 位 5 位とはそれぞれ 5 分、4 分もの差をつけられる完敗でした。 

京都大学も強い先輩方が抜け、厳しい状況ではありましたが、長距離チーフの高石(4)を中

心に必ず全日本大学駅伝に出場するという強い気持ちは見せてくれました。しかしまだま

だ実力不足であることを突きつけられる結果となりました。 

 関西のレベルは、大阪経済大学が 3 位に食い込むなど、確実に上がっています。そこに取

り残されることなく、今回好走し、全日本選抜チームに選ばれた柴田(3)、尾崎(3)を中心に

秋の関西学生駅伝では関西 4 位の座を勝ち取りたいと思います。 

次の対校戦は七大戦となります。私たちはここまで関西インカレ、伊勢予選といずれも目標

を達成することはできませんでした。七大戦では必ず男女総合優勝し、全員で喜びたいと思

います。 

  最後になりましたが、蒼穹会の皆様におかれましては、この度多くの方に足を運んでいた

だき、ご声援をくださいましたことを感謝申し上げます。今後も変わらぬご支援・ご声援の

程をよろしくお願い致します。 

京都大学陸上競技部主将 足立 涼 

監督挨拶 

去る 6 月 18 日、西京極陸上競技場にて全日本大学駅伝予選会が開催され、京都大学は 6

位に終わり 2 年ぶりの全日本大学駅伝出場はなりませんでした。4 位という出場枠までは

5 分以上の差をつけられ、完全な力負けでした。1 組の選手から難しいレースが続き、悪

い流れを変えることができませんでした。しかし選手達は決して諦めることなく、粘り強

い走りを見せてくれました。特に 4 組の久米（4）の走りは思いの強さを感じることがで

きました。また今大会では柴田（3）と尾崎（3）が学連選抜の関西代表として選ばれまし

た。当日は少なくともどちらか一人は走ることになると思います。そちらの応援も宜しく

お願い致します。 

この敗戦を胸に、次の目標とする七大戦へと向かいます。この悔しさを忘れることなく

練習に打ち込み、次こそは部員一同最高の笑顔で終われるように日々頑張って参ります。 

最後になりましたが、多くの蒼穹会員の皆様に競技場に足を運んでいただき、ご声援を

いただきましてありがとうございました。今後ともどうか変わらぬご支援、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監督 西村 優汰 



長距離パートチーフ挨拶 

平素は京都大学陸上競技部に格別のご支援を賜り心から御礼申し上げます。 

先日の全日本大学駅伝関西支部予選におきまして私たち京都大学は 4 位 立命館大学

と 5 分 25 秒、5 位 関西大学と 4 分 17 秒の 6 位となり、念願であった全日本大学駅伝

への出場を果たすことはできませんでした。 

“4 位と大きく差のついた 6 位”、これが関西の中での現在の私たちの立ち位置です。 

僅差で 5 位となった昨年のこの大会、そして同じく 5 位となった昨秋の関西学生駅伝。 

「今年こそ伊勢に」。チーム発足当初より、長距離チームの最大目標として「4 時間 08

分、総合 4 位」を掲げて取り組んで参りました。 

力をもった選手が卒業し、若手の台頭・中堅層の底上げが求められたこの大会であり

ましたが、その道程がまだまだ途上にあることを痛感させられる結果となりました。 

当日の目算、練習計画、パート運営どれをとっても上位校を上回ることができなかった

のはひとえに私の力不足・努力不足以外の何物でもありません。 

西京極まで遠路遥々足を運んでくださった蒼穹会の皆さま、また、結果を心待ちにし

ていてくださった蒼穹会の皆さまにおかれましては厚く感謝の意を表するとともに、京

都大学を伊勢へと導くことができなかったことに対し深くお詫び申し上げます。 

ただそうした中、柴田(3)・尾崎(3)が粘りの走りを見せ、全日本大学選抜に選出され

ました。 

この二名には関西の代表として存分に活躍し、選抜チームで得たものをチームに還元し

てより強いチームを作り上げるために大いに貢献してくれることを期待したいと思い

ます。 

この予選会に 2 度目はありませんが、幸いにもリベンジのチャンスは残されていま

す。 

七大戦・東大戦、そして関西学生駅伝に向け、選手一同より一層精進して参ります。 

蒼穹会の皆様におかれましては変わらぬご支援を何卒よろしくお願い致します。 

 

長距離パートチーフ 高石 雅貴 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 伊勢予選結果・詳細 

伊勢予選結果 

第47回全日本大学駅伝対校選手権大会 

関西地区予選会 

 

1位 関西学院大 4:05:59.08 

2位 京都産業大 4:06:57.35 

3位 大阪経済大 4:07:03.30 

4位 立命館大   4:07:03.81 

(以上４校が全日本出場権獲得) 

5 位 関西大    4:08:11.52 

6 位 京都大    4:12:28.71 

7 位 近畿大    4:16:28.54 

 

また、柴田 裕平(3)、尾崎 拓(3)が学連選

抜のメンバーに関西学生陸上競技連盟から

推薦されることが決定しました。 

伊勢予選詳細 

 

6 月 18 日(土) 

西京極総合運動公園陸上競技場 

 

10000m 第 1 組 

 

1着 米澤  玲(関西大    4) 31.15.94 

2着 中谷 一平(関西学院大1) 31.18.53 

3着 日下 聖也(関西学院大2) 31.20.28 

12着 谷口 博紀(京都大 2) 32.38.38 ♪ 

21着 寶  雄也(京都大 M1) 33.44.52 

 

気温湿度が共に高い中、1 組には寶と谷口

が出場した。寶は、下迫田が怪我による不出

場のため、直前に出場することが決まった。

谷口は部内選考会から上がり調子できてい

て、初の伊勢予選に臨んだ。序盤は例年通り

のスローペースで、京大 2 人は集団内に位

置取り。しかし、寶は 4000 付近で集団から

離れ、走りも苦しくなり、後半も巻き返せず

にゴール。一方の谷口は 5000 付近から徐々

に離れ、後半はビルドダウンしてしまった

が、ラストはスパートしてゴール。伊勢予選

での京大の流れを決める 1 組であったが、

悔やまれる結果となった。（小柴） 

 

10000m 第 2 組 

1着 小嶋 一魁(関西学院大2) 31.05.02 

2着 石井 優樹(関西学院大1) 31.11.03 

3着 古井 雅也(大阪経済大2) 31.12.57 

14着 新田 一樹(京都大 5)  32.04.34 

15着 高石 雅貴(京都大 4)  32.12.23 

23着 辻田 智宏(京都大 4)  32.56.11 

 

日が沈み始め涼しいコンディションの

中、2 組目がスタート。序盤は予想通り

3'12/km のスローペースで、集団は団子状

態だった。3000m 付近でペースが少し上

がり、ここで辻田(4)が先頭集団から遅れて

しまった。レースが大きく動いたのは、

5000m 通過後だった。先頭のペースが一

気に 3'03/km まで上がり、新田(5)と高石

(4)は第２集団に。6000m まで新田と高石

の 2 人は目標に近い 3'10/km のペースで安

定していたが、先頭の揺さぶりが効いたの

かペースが落ちてしまった。そのまま 2 人

はずるずる行ってしまい、ラスト 1000m

はペースを上げたものの 32'10 付近でフィ

ニッシュ。辻田も先頭集団から遅れてから



徐々に離されていき、ペースを立て直すこ

ともできず、32'56 でフィニッシュ。3 人

とも目標の 31'20 には及ばず、伊勢予選突

破の流れをつくることはできなかった。

（小林） 

 

10000m 第 3 組 

1着 藤田 孝介(立命館大  1) 30.46.62 

2着 山口 周平(大阪経済大4) 30.48.85 

3着 土井 政人(立命館大  4) 30.49.69 

15着 岡野 颯斗(京都大 4) 31.47.68 PB 

17着 稲垣 達也(京都大 4) 31.48.40 

 

3 組には稲垣(4)と岡野(4)が出場した。予

想されていたように、レースはペース変動

の激しい展開となる。岡野は先頭集団のす

ぐ後ろで落ち着いてレースを進めるが、後

半は離されてしまい単独で走ることとなる。

稲垣は先頭集団から少し遅れて、5 人ほど

の集団で走っていた。ラストスパートで追

い上げ、岡野と近いタイムまで上げてゴー

ルする。全力を出し切った二人の走りで先

行する大学との差は縮まり、一人あたり関

西大とは 47 秒差、大経大とは 49 秒差とな

った。(横山) 

 

10000m 第 4 組 

1着 野中 優志(関西学院大3) 29.49.27 

2着 高橋 流星(大阪経済大4) 29.58.51 

3着 奥村 杏平(京都産業大3) 30.03.59 

9着 柴田 裕平(京都大 3) 30.23.41 PB 

14着 尾崎  拓(京都大 3) 30.34.36 

19着 久米 祐輔(京都大 4) 30.59.36 PB 

 

 

 

4 組には久米(4)、尾崎(3)、柴田(3)が出場

した。レースは 3 組までとはうってかわっ

て序盤から 3’00/km 前後の安定したペース

で進んだ。1周目から縦長の集団になり 3人

ともその中程につくも直ぐに集団は崩れ始

める。3000m 付近で久米は先頭集団からは

少し遅れ、尾崎、柴田も 7000m 付近で先頭

のペースアップについていけず離されるも、

その後も粘り好タイムでゴールした。3 組

終了時点で 4 位と 4 分差という厳しい状況

の中健闘するもその差を縮めることはでき

なかった。（福島理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 選手からのコメント 

 

もう一度全日本の舞台に出るため頑張っ

てきましたが、不甲斐ない走りをしてしま

ったことを申し訳なく思うとともに、最後

まで応援をしていただいたことをありがた

く感じています。院生として何ができるか

を考え、今後チームに何か還元できるよう

努めていきます。（寶 M1） 

 

沢山の応援ありがとうございました。

5000m 過ぎに集団から離れてしまい、終盤

も大阪経済大学の選手が目の前にいながら

詰めきれませんでした。チームの力になれ

ずすみません。自らの未熟さを反省し、更な

る成長に努めます。（谷口 2） 

 

予想と反してスローペースでレースが始

まりましたが、5000m 手前で集団から離れ

てしまいその後ペースを維持することが出

来ませんでした。不甲斐ない走りとなり申

し訳ありませんでした。今後より強い選手

になれるよう努力していきます。（辻田 4） 

 



 

克服できていない苦手な展開になり臆病

なレースをしたように思う。前へ前へとい

う強い意識が必要である。沢山の応援に感

謝するとともに見せ場のないレースを二度

としないと決意する。（新田 5） 

 

スローな展開ながら激しいペースの上げ

下げに対応できず序盤で力を使ってしまい

ました。最後まで粘れなかったのは僕のせ

いですが、最後まで気持ちを切らさなかっ

たのは応援のお陰です。本当に申し訳あり

ません、そして有難うございました。 

（高石 4） 

 

3000m までは存外スローでしたが、3 分

/km に上がると全くついて行けず、再び先

頭が落ち着いた頃には既に余裕がありませ

んでした。他大と全く勝負できず情けない

限りです。秋には他大の 4、5 番手以上の選

手と競い合えるだけの力をつけます。ご声

援ありがとうございました。（稲垣 4） 



 

応援、サポート本当にありがとうござい

ました。31 分切りを目標としておりました

が達成はできず、チームも伊勢予選出場な

らなかったのは非常に悔しいです。ですが

去年と異なり来年もほぼ同じメンバーで挑

むことができるので、ここから自分自身に、

チームに何が足りなかったのかを常に自問

自答しつつ精進していきたいと思います。

（岡野 4） 

 

当日を含め、それまでの長い日々を多く

の方に応援・支援して頂き本当に感謝して

おります。４組を走らせて頂きましたが、個

人の結果はライバル校の大阪経済大の選手

と大きく離され、応援してくださった方に

は申し訳なく思います。この日味わった悔

しさは関西学生駅伝で必ず晴らしたいと思

います。温かな応援、本当にありがとうござ

いました。（久米 4） 

 

全日本を目標に練習してきましたが、上

位校との力の差を見せつけられました。ま

だまだ甘い部分が出てしまい、学連選抜に

は入ったものの目標を達成できず悔しいで

す。来年こそ京大で伊勢に行きます。応援あ

りがとうございました。（柴田 3） 



 

応援ありがとうございました。個人とし

ては先頭から大きく離されましたが、これ

が今の実力です。チームとしても今回は非

常に情けない結果となりましたが、必ず強

くなりこの舞台へ戻ってきます。今後とも

よろしくお願いします。(尾崎 3) 

 

 

 

 

 

 

 

4. 記録会等の結果 

（2016/5/1～2016/6/11） 

第 21 回富山カップ陸上競技大会兼第 71 回

国民体育大会１次予選会(5/3.4  富山県総

合運動公園富山県陸上競技場) 

▼400m 

豊本 竜希 予 56.44 

第 2 回滋賀県高校記録会(5/3.4  皇子山総

合運動公園)   

▼ハンマー投 

浅野 智司   35.12 

平成 28 年度奈良県陸上競技選手権大会

(5/4.5  鴻ノ池) 

・男子の部 

▼800m 

見鳥 大樹  予 2.14.53 

▼110mH 

福島 理   予 15.55  -2.0 

▼3000mSC 

岡本 和晃  決 1 位 9.35.08 

▼走幅跳 

西村 優汰  決 3 位 7.12  +0.6 

渡辺 祥   決 6 位 6.98  -0.2 

▼三段跳 

渡辺 祥   決 1 位 15.13  -0.1 

・女子の部 

▼円盤投 

横山 優花  決 5 位 36.65 PB 蒼穹新 

▼ハンマー投 

横山 優花  決    13.43 

第 3 回木南道孝記念陸上競技大会(5/8  ヤ

ンマースタジアム) 

▼110mH 

田中 伸幸  予 15.87  +1.1 

第 55回福井県陸上競技選手権大会(5/8  福

井県営) 

▼400mH 

長﨑 裕貴  予      57.32 

       決 7 位 58.28 

第 3 回京都陸協記録会(5/8  西京極) 

▼100m 

金子 渓人  11.94 +1.0  CB 

▼1500m 

渡邊 康介  4.19.07   CB 

小柴 鷹介  4.19.41   PB 

冨永 貴弘  4.22.09   CB 

森田 大地  4.27.88    

▼5000m 

足立 大宜  16.42.69 

▼棒高跳 

小野坂 健  4.00      PB 

第４回強化･普及記録会(5/21  鴻ノ池) 

・男子の部 

 



▼100m 

安藤 滉一 Ⅰ 10.69 +1.1 PB 

            Ⅱ 10.74 +1.6 

備藤 翼    11.35 +0.1 

岡本 和也   11.38 +0.1 

福島 理    11.61 +1.0  PB 

清水 良輔   11.74 +1.0  PB 

佐藤 啓太   11.74 -1.8 

珍坂 涼太   11.81 -1.6 

小野坂 健   11.81 -1.2 

八木 孝憲   12.05 -1.5 

杉本 祥馬   12.84 +0.6  PB 

▼200m 

佐藤 啓太   23.25 +2.0 

清水 良輔   23.40 +2.0  PB 

▼110mH 

福島 理    15.46 +1.7 

▼円盤投 

大橋 悟    35.75       CB 

・女子の部 

▼100m 

山中 遥加   13.61 -1.6  CB 

▼200m 

山中 遥加   27.33 -0.3  CB 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜   2.40 

▼円盤投 

横山 優花   34.85 

第 1回宇治市陸上競技協会記録会(5/21  太

陽が丘) 

▼800m 

橋本 浩法   2.09..46 

第 43 回びわスポ記録会(5/22  びわ湖成蹊

スポーツ大) 

▼円盤投  

横山 優花   34.27 

第 70 回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技

大会(OP 参加)(5/28  服部緑地) 

・男子の部 

▼100m 

安藤 滉一  10.93 -0.6 

岡本 和也  11.44  ±0.0 

渡辺 祥   11.48 +0.1 

庄司 真   11.68 +0.5 

山下 拓輝  11.89 -0.2 

市川 和也  11.92 ±0.0 

福島 快   12.03 -0.1 

森田 悠也  12.11 -0.9 

天野 康平  12.20 ±0.0 

▼200m 

安藤 滉一  22.06 -0.1 

岡本 和也  22.65 ±0.0 

渡辺 祥   23.07 ±0.0 

山下 拓輝  23.79 -0.1 

森田 悠也  24.64 -0.2 

豊本 竜希  25.14 -0.2 

▼400m 

岡本 和也  51.64  

田中 達也  52.52 

山下 拓輝  52.61 

坂口 雄太  53.01   CB 

天野 康平  54.68   CB 

▼800m 

足立 涼   1.57.07 

友田 浩平  1.58.85 

加藤 陸至  1.59.46    PB 

▼1500m 

谷川 尚希  4.20.92 

相澤 航   4.22.80    ♪ 

川岸 亮平  4.25.44    ♪ 

▼400mH 

新村 航輝  53.99 

長﨑 裕貴  56.48 

川﨑 皓斗  57.50 

豊本 竜希  1.03.40 

▼走幅跳 

山田 健太郎 6.56  ±0.0 

松下 隼人  6.31 -0.2 

庄司 真   5.86 -0.3 

福島 快   5.60 -0.4 

▼三段跳 

伊東 悠希  13.46 -0.1 

庄司 真   11.62 ±0.0 

▼砲丸投 

金子 渓人  8.61 

澤 薫    8.60 

庄司 真   7.24      PB 

▼円盤投 

大橋 悟   34.39 

金子 渓人  28.31 

澤 薫    27.38       PB 

▼やり投 

山本 裕太  47.36 

澤 薫    37.28       PB 

渡辺 祥   31.82 

山田 健太郎 31.24 



庄司 真   24.95 

▼ハンマー投 

若園 直樹  NM 

・女子の部 

▼100m 

完山 聖奈  13.64 -0.2 

山中 遥加  13.79 -0.4 

宮崎 伶菜  14.64 -0.5 

▼走幅跳 

完山 聖奈  4.64 ±0.0 

宮崎 伶菜  NM 

▼やり投 

宮崎 伶菜  20.59 

▼円盤投 

横山 優花  35.14 

第 2回京産大記録会(5/28  京産大総合グラ

ウンド) 

▼1500m 

土田 侑秀  4.09.70 

IAAF Race Walking Challenge ラ・コルー

ニャ大会(5/28  スペイン) 

▼20kmW 

山西 利和  8 位 1.20.50 PB 蒼穹新 

第 76 回愛知陸上競技選手権大会兼国体選

手選考会名古屋地区予選会(6/4.5  瑞穂) 

▼走幅跳 

福島 快   5.80 -0.6 

▼砲丸投 

金子 渓人  7 位 9.03 

▼円盤投 

金子 渓人  30.65 

▼やり投 

山本 裕太  7 位 52.27 

第３回国士舘大学競技会 

▼10000mW 

田中 雄也  47.41.50 

海老原 脩  48.26.51 

第 76 回愛知陸上競技選手権大会尾張予選

会(6/4  一宮) 

▼800m 

永岡 源太郎 2.07.05 

2016 日本学生陸上競技個人選手権

(6/10.11.12 Shonan BMW スタジアム平

塚) 

▼1500m 

足立 涼   4.02.12 

▼3000mSC 

岡本 和晃  9.29.24 

▼走幅跳 

渡辺 祥   7.19 +1.4 

平成 28 年度兵庫実業団記録会(6/11 ベイ

コム陸上競技場) 

・男子の部 

▼100m  

備藤 翼   11.20 ±0.0 

松下 隼人  11.59 -0.1 

▼200m 

備藤 翼   22.92 -0.8 

▼400m 

神先 宏樹  49.50    PB 

眞杉 陸   51.22 

坂口 雄太  53.61 

▼1500m 

足立 涼   3.57.21 

▼5000m  

原田 麟太郎 15.46.18     ♪ 

長谷川 大智 15.55.79 

渡邊 駿   16.06.74 

渡邊 康介  16.20.89     CB 

冨永 貴弘  16.38.88     CB 

森田 大地  17.19.81 

小柴 鷹介  17.25.08 

足立 大宜  17.34.60 

▼走高跳 

竹田 風馬  1.85 

・女子の部 

▼1500m 

岡本 萌巴美 5.20.75 

▼3000m 

増田 茄也子 10.38.48     PB 

小堂 夏希  11.20.40 

平成 28 年度第 3 回京都産業大学長距離競

技会(6/11  京産大総合グラウンド) 

▼800m 

友田 浩平  1.57.66 

土屋 維智彦 1.59.56      ♪ 

▼1500m 

河村 一輝  4.36.70   PB 
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