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1.  主将挨拶・女子主将挨拶・監督挨拶 

主将挨拶 

今年の七大戦は 7 月 30、31 日に東京の大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場にて

開催されます。 

 今年のチームは関西インカレ、伊勢予選と目標を達成することができず、大変

悔しい想いをしてきました。今回の七大戦では必ず優勝し、目標を達成したいと

部員も奮い立っております。 

 昨年は見事、事前予想を覆しての逆転勝利を収めましたが、今年も同じように

阪大、東大にランキング上では負けている状況です。しかし、私たちもこの七大

戦に向けて全力で取り組んで参りました。当日は全部員が志を一つにし、全力を

出し尽くして、必ず優勝を勝ち取ってみせます。 

 当日は猛暑が予想されますが、蒼穹会の皆様にはぜひ大井陸上競技場まで足

を運んでいただき、いつもと変わらぬ熱きご声援のほど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 

 

女子主将挨拶 

昨年の七大戦はチーム一丸となって優勝をめざして戦ったにもかかわらず、

多種目であと一歩といった結果になり成果を得られない悔しい結果となりまし

た。あの日来年こそはと個々の選手が心に誓って一年、日々努力を重ねてまいり

ました。 

本年は、他大学に優勝候補となるような有力選手の情報も多々入り、想像以上に

ハイレベルな戦いとなりそうですが、私たちはどの種目も得点争いに絡めるバ

ランスの良いチームであり、多くの種目で優勝を狙う熱い戦いを繰り広げる予

定です。 

最後のリレーまで本当に勝敗がわからない混戦となりそうですが、各々がベス

トのパフォーマンスを見せれば多種目での１点ずつを積み重ね必ずや優勝へ手

が届くと信じております。 

今年は東京で行われます。いつも試合に来てくださる蒼穹会員の方々はもち

ろんのこと、女子部卒の蒼穹会員にも足を運んでいただきご声援を頂けると幸

いです。 

京都大学陸上競技部女子主将 金澤 和寿美 

 



 

 

 

監督挨拶 

いよいよ七大戦です。今年は 7 月 30、31 日、東京大井ふ頭中央海浜公園陸

上競技場で行われます。男女ともに優勝を狙います。 

 男子は事前予想では東京大学、大阪大学が優勢だという事ですが、勝てる実

力は十分にある位置にいます。昨年も東京大学優勢の中、事前予想を覆して優

勝したことを考えてみてください。今年も京大が一番だということを証明して

きて参ります。 

男子は 4 回生を中心に注目選手が非常に多いです。主将の足立(4)、今シーズン

蒼穹記録を更新した 400m の紀平(4)、1 回生以来の活躍を狙う走幅跳、三段跳

の松下(4)などここには書き切れないほどの選手がいます。4 回生が背中でチー

ムを引っ張り、そして優勝に導いてくれることを信じています。 

 女子は例年通りの混戦になることが予想されています。4 点制ということか

ら各大学のエース次第で優勝がどこに転ぶかわかりません。女子主将の金澤(4)

は昨年の悔しさを晴らし、表彰台、そして優勝に手が届くか。また優勝を狙え

る走高跳の林(2)、砲丸投の横山(2)は確実に 4 点を取りたいところです。絶対

的なエースのいない京大が勝つためには各種目で確実に点数を積み重ねること

が絶対条件です。1 点の重みを意識して、自信を持って勝負して欲しいと思い

ます。 

 蒼穹会の皆様方、今年も暑い中での試合になると思われますが、是非とも会

場までお越し頂き、ご声援を頂きますようどうぞ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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 七大戦競技日程 

7 月 30 日(土) オープンの部 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森 

7 月 31 日(日) 対校の部    大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 七大戦展望 

<短距離> 

100m 

澤  薫 (3)  10.88 

備藤 翼 (4)  11.20 

安藤 滉一(2)  10.69 

100mは、7 月の試合で 10.43 の好タイム

をマークしている東北大の宮崎の優勝はほ

ぼ確実となっている。ランキング 2 位は安

藤だが、阪大の小口も 10.71 という自己ベ

ストを持っており、油断は許されない状況

である。ランキングでは 6 位圏内の澤は、

棒高跳び、走り幅跳びと種目を兼ねている

が、決勝にはかなりの確率で残れるため、そ

こからの粘りに期待したい。備藤も自己ベ

ストは 10 秒台を持っているため、ベスト付

近で走れれば決勝、そして得点も大いにあ

り得る。3 人で決勝に残って勝負してきて

欲しい。 

 

200m 

山木田 雅(4)  22.09 

安藤 滉一(2)  21.90 

庄司 渓 (3)  22.19 

200mは、上位 3 人が 21.3 台を持ってお

り、上位争いはかなりレベルが高いと予想

される。一方決勝ラインは 22.00 と、例年

と変わらない水準になっている。安藤は記

録こそ 21.90 だが、100m は 10.69 という

記録を持っており、普段の練習を見ていて

も 21 秒中盤は期待出来る。上位の選手と競

る中で、1点でも多くもぎ取っていきたい。

僕山木田はランキング 9 位ではあるが、7

位、8 位との差はほぼ無い。まずはこの二人

に確実に勝ち、その上の選手と勝負してく

る。庄司は腰の怪我がまだ残っているよう

だが、練習では非常にいい走りを見せてい

る。決勝、得点と積極的に狙っていって欲し

い。 

 

400m 

神先  宏樹  (2)  49.50 

紀平  直人  (4)  47.82 

岡部 龍樹 (4) 49.44 

400m には紀平、岡部、神先が出場する。

紀平は先日の大阪選手権で 47”27 の蒼穹

新、全日本インカレ B 標準突破と勢いがあ

る。実力は抜け出しており、ミスなくレース

を進めれば優勝は間違いない。岡部と神先

は決勝進出のボーダーライン上にいる。上

位 6 人は 48 秒台を複数回マークしており、

得点するには決勝での PB 更新が求められ

る。暑さの中厳しい戦いになるが、１点でも

多く得点したい。 

 

今シーズン確実に力をつけてきた紀平(4)。

昨年は大活躍を見せたこの七大戦、今年は

チームの主力として更なる活躍が期待され

る。 

 

 



110mH 

福島  理    (2)  15.30 

田中  伸幸  (3)  15.47 

黒瀬  慶    (2)  16.16 

110mHには田中、福島、黒瀬が出場する。

この種目での得点には 15”1～2 程度が求め

られる。福島は今シーズン 15”30 をマーク

しその後も順調に練習を積めており、京大

の 3 選手の中でも最も得点に近い存在だ。

田中は今シーズンこの種目を練習の面でも

引っ張ってきた。去年この種目で得点でき

なかった悔しさを誰よりも感じており、こ

の七大戦での飛躍を期待したい。黒瀬はま

ず 15 秒台をマークし、今後のステップとし

たい。 

 

400mH 

川崎  皓斗  (3)  56.64 

五十嵐  隆皓(2)  56.77 

新村  航輝  (4)  52.44 

ランキング上位 2 名は 50 秒台をマーク

し、例年にも増してハイレベルな戦いが予

想される。新村はまずは 3 位をしっかり確

保し上位を窺いたい。決勝進出ラインは

54 秒半ば程度と予想され、川崎、五十嵐

ともに成長途中ではあるものの走力不足は

否めない。しかし、この種目は最後まで何

が起こるか分からない。万全の準備をし、

前半から上位陣にプレッシャーをかけ、善

戦したい。 

 

400ｍH と 4×400ｍR に出場する新村

(4)。400mH、マイル共に混戦が予想され

るが、持ち前の粘りで堅実に得点を重ねて

いってほしい。 

 

4×100mR 

備藤 翼  (4) 

山木田 雅(4) 

土屋 佑太(4) 

澤  薫  (3) 

安藤 滉一(2)  

岡本 和也(2) 

4×100mR は、関西インカレで大阪大新

記録を出した阪大がタイム的には抜けてい

る。他の大学は個々の力を見ても 4 人全員

が 10 秒台の選手でそろえられている大学

は無いため、京大と阪大の一騎打ちが予想

される。 

阪大は関カレでは 4 走に M1 の和田さん

を置いていたが、七大戦では 4 回生の井面

に変わると思われる。よって予想されるオ

－ダーは、 

小口 (10.71) -藤原 (10.79 21.56) -高塚 

(21.5 48.8) -井面(21.37) 

である。一方の京大は、 



澤 (10.88) -山木田 (10.94 22.09) -安藤 

(10.69) –岡本(11.03 22.31) 

でのオーダーを予定している。 

タイムを見る限りでは阪大に少し負けて

いる。ただ、多種目を兼ねる七大戦では何

が起こるか分からない。最後まであきらめ

ず、優勝を狙う。 

 

100ｍ、200ｍ、4×100mR に出場する安藤

(2)。昨年大車輪の活躍を見せた石田のよう

な多種目出場となるが、何とか踏ん張って

大量得点をもぎ取って来てほしい。 

 

4×400mR 

新村 航輝 (4)   

岡部 龍樹 (4)  

紀平 直人 (4)  

眞杉 陸  (3)  

神先 宏樹 (2)  

山下 拓輝 (2)  

走順は紀平-神先-新村-岡部を予定してい

る。名大、阪大が走力的にはやや上手ではあ

るが、各大学複数のレースの後になり混戦

が予想される。こちらは 1 走の紀平から先

頭に立って優位にレースを進め、逃げ切り、

優勝したい。 

 

女子 100m 

金澤 和寿美(4)  13.18 

完山 聖奈 (2)  13.64 

 女子 100mは資格記録 12秒台の選手は 2

名のみで、3 位、4 位争いは 13 秒 0~1 の中

で混戦となりそうである。持ちタイムで

13.1 台の金澤はもちろんその争いに絡んで、

4 回生の維持で得点をもぎ取ってきて欲し

い。完山はランキングは上位ではないが、高

校時代リレーでインターハイ出場という実

績を持っており、大きい試合の経験は積ん

できている。この七大戦という舞台で力を

発揮することは、今後に大きく生きると思

うので、ぜひ格上の選手相手に堂々とした

レースをして欲しい。 

 

女子 400m 

山中  遥加  (4)  1.02.12 

小野  萌子  (2)  1.00.85 

女子 400m には山中と小野が出場。山中

は七大戦のために苦しみながらも 400m の

練習を積んできた。決勝圏内にはいるもの

の混戦が予想される。まずは確実に決勝に

残り、決勝の舞台で PB を更新したい。小

野は春先の怪我の影響で 400m のレースか

ら遠ざかっている点が不安ではあるが、実

力的には十分得点が狙える位置にいる。余

裕をもって予選を通過し、決勝で上位を狙

って勝負したい。 

 

女子 4×100mR 

金澤 和寿美(4) 

山中 遥加  (4) 

坂上 小百合(4) 

小野 萌子  (2) 

完山 聖奈  (2) 

後藤 加奈  (1) 

 



 オーダーは、金澤- 完山- 小野- 山中を予

定している。全員が複数種目の兼ね合いと

なるが、それは他大学も同様である。その分

何が起こるか分からないため、貪欲に順位

を狙っていきたいところだ。女子 4 継の申

請記録は、阪大が 49 秒台、東北、九州が 50

秒前半となっている。京大も走力的には 50

秒台中盤を狙えるメンバーだと思うので、

50.5 前後を狙って東北、九州のどちらかで

も倒し、3 位以内を目指して欲しい。 

<中距離> 

800m 

岡野  颯斗  (4)  1.56.95 

足立  涼    (4)  1.55.93 

土屋  維智彦(1)  1.59.16 

男子 800m には岡野、足立、土屋が出場

する。3 連覇した櫻井が抜け優勝争いは軽

部(東京・4)と渡辺(大阪・3)の争いになる

と予想される。足立、岡野はともに決勝で

勝負する力は十分にあると思われる。1500

の後ではあるがなんとか決勝で上位と勝負

をして一つでも上の順位を取りたい。1 回

生の土屋は 1.53.8 の自己ベストを持って

おり、部内選考でも熱い想いをみせ、枠を

勝ち取ってくれた。力はある選手なので、

レースでその力を存分に見せてほしい。 

 

1500m 

足立  涼    (4)  3.55.90 

柴田  裕平  (3)  3.54.88 

岡野  颯斗  (4)  3.52.87 

この種目は 3 大会連続で京都大学が優勝

している。今年は西尾(名古屋・4)が全カレ

標準切りの自己ベストでランキングトップ、

日本学生個人、西日本インカレと決勝に残

っており絶好調であるが岡野、足立はその

西尾と近藤(東京・2)を倒してなんとしても

ワンツーでゴールしたい。表彰台争いは岡

野、足立、西尾、近藤の四人の勝負になると

思われるが今期絶好調の柴田もその勝負に

割って入れる実力はあると思われる。スコ

ンクをも視野に入れたレースをしていきた

い。 

 

800ｍ、1500ｍに出場する岡野(4)。今年は

中距離種目に的を絞り、得意の 1500ｍだ

けでなく、800ｍでも得点を狙いに行く。 

 

女子 800m 

坂上  小百合(4)  2.21.84 

岸本  絵理  (3)  2.18.28 

女子 800m には岸本、坂上の二人が出場

する。ランキングトップの高石(東京・4)が

2.13 と抜け出しており岸本がランキング 2

番手、坂上が 4 番手とどちらも得点圏内。

岸本は今期順調にベスト記録を伸ばしてき

ているが、ここで高石に食らいつき、一皮

剥けてほしい。坂上は今期苦しい時期が続

いているが幹部学年として、一旦節目とな



るレース。なんとか得点してチームに勢い

をつけたいところだ。 

<長距離> 

5000m 

柴田  裕平  (3)  14.37.42 

尾崎  拓    (3)  14.44.88 

高石  雅貴  (4)  14.54.65 

最後の個人トラック種目となる男子

5000m、京大からは柴田(3)・尾崎(3)・高石

(4)の 3 名が出場する。例年酷暑の中でのレ

ースとなりエントリータイム通りにいかな

いのが七大戦5000mである。柴田は1500m

を兼ねての出場となるが、複数種目でもし

っかりと走れるということは関西インカ

レ・西日本インカレで既に証明済みである。

また尾崎も非常に状態が良く、さらに多種

目と兼ねる他大学のライバルに対しフレッ

シュな状態で臨めるというアドバンテージ

もある。今シーズン今一つ調子の上がらな

い東大・近藤を差し置いて二人で優勝争い

をすることが期待される。また、高石は春先

から伊勢予選まで苦しい走りが続いたがこ

こにきてようやく調子を上げてきた。自力

では負けていない相手、持てる力を充分に

発揮して貴重な 1 点をもぎ取ってくること

が期待される。 

 

1500ｍ、5000ｍに出場する柴田(3)。関西

インカレではハーフ、5000ｍ、10000ｍと

多種目出場したがどれも素晴らしい結果を

残しており、多種目出場でも勝てる実力は

ついている。今回の七大戦でも大量得点が

期待される。 

 

3000mSC 

久米 祐輔  (4)  9.42.83 

稲垣  達也  (4)  9.25.30 

田中  仁    (1)  NR 

七大戦 2 日目の最初の競技となる男子

3000m 障害、京大からは稲垣(4)・久米(4)・

田中(1)の 3 名が出場する。昨年の七大戦で

はこの種目で勢いに乗り、優勝することが

できた。稲垣は春先からこの 3000mSC で

着実に実績を重ねてきた。また久米は

1500m からハーフマラソンまであらゆる

距離で強さを見せ、その走力の高さは出場

選手中でもトップクラスである。4 回生の

トップバッターとして京大に勢いをもたら

してほしい。田中は春先から急速に力を付

け、伸び盛りの選手である。ハードリングの

上手さは上回生に引けを取らないので、自

信をもって走れば結果は自ずとついてくる

はずである。一年生らしい積極的な走りに

期待したい。 

 

5000mW 

山西  利和  (3)  19.40.48 

秋本  啓太  (2)  21.33.39 

男子 5000mW には山西、秋本が出場す

る。山西の優勝はまず間違いないだろう。

秋本はランキング通りの 4 着を取りにい

く。これまで山西、秋本共に持っている力

を試合で安定して出しているので心配は無



い。1 日目のこの種目で確実に 5 点を取

り、京大を勢い付けたいところだ。 

 

女子 3000m 

増田  茄也子(2)  10.38.48 

岡本  萌巴美(3)  10.54.46 

女子 3000m には増田(2)・岡本(3)の 2 名

が出場する。増田は今シーズン非常に好調

であり、1500m を中心に記録を着実に伸ば

してきた。ランキング 1 位の東大・高石は

同学年でこれから常に勝負していくことに

なる相手、負けられない相手だからこそレ

ースを「楽しむ」余裕をもって臨んでもらい

たい。岡本も最近非常に力を付けてきた選

手。入賞ラインにはライバルがひしめき合

っておりほぼ横一線であるため、勝負を決

めるのは、最後は気持ちの強さである。自分

が女子チームの主力であるという自覚が芽

生えた今、この舞台で大きく飛躍を遂げて

ほしい。 

<跳躍> 

走幅跳 

本居 和弘  (1)  6.45 

松下 隼人  (4)  6.91 

澤    薫   (3)  6.94 

得点ラインは 7m 前後か。松下は気合十

分、大阪大会のような大ジャンプを期待す

る。澤は棒高跳びとの兼ね合いで難しい試

合運びとなるだろうがきっちり記録を残し

決勝進出し得点を狙いに行ってほしい。本

居は期待の新星で、この大会で大化けする

か楽しみである。 

 

 

 

三段跳 

三神  惇志  (1)  13.60 

伊東  悠希  (2)  14.16 

松下  隼人  (4)  14.18 

この種目は 2 回生伊東と 1 回生三神の成

長が著しく、この若手二人が大舞台でどこ

までいけるのかが非常に見どころである。

ここできっちり結果を残し今後に繋げて欲

しい。松下はパートチーフの意地で点数を

もぎとってくるだろう。得点ラインは

14m40 辺りか。 

 

走高跳 

平島  敬也  (1)  1.80 

五十嵐  隆皓(2)  1.85 

竹田  風馬  (3)  1.90 

得点の分かれ目となる 190cm の高さを

いかに少ない本数で跳べるかが鍵になって

くる。出場する竹田、五十嵐、平嶋ともに

190 を跳ぶ力は十分に秘めているので、そ

の力を七大戦の舞台で発揮してほしい。竹

田はそこからさらに抜け出し 195cm を跳

べれば今後が非常に楽しみになってくる。 

 

棒高跳 

珍坂  涼太  (3)  3.80 

小野坂  健  (4)  4.00 

澤    薫    (3)  4.60 

非常にハイレベルな戦いが予想され、得

点ラインは 4m60 になるだろう。澤はこの

記録を一本目で跳び、次の 4m70 の蒼穹記

録に備えたい。小野坂、珍坂ともに得点ライ

ンまでは少し遠いが、上位選手のミスや不

調の隙を突き、入賞を果たしたいところで

ある。 



 

100m、走幅跳、棒高跳に出場する澤(3)。得

意の棒高跳では得点ボーダーに選手が多く、

厳しい戦いが予想されるが、何とか得点を

もぎ取ってほしい。 

 

女子走幅跳 

完山 聖奈 (2) 4.89 

金澤 和寿美(4) 5.24 

混戦が予想される中、金澤は早々と決勝

進出を決め、記録を出すことに専念したい。

5m30を跳べば得点にグッと近づくだろう。

完山は日頃の練習から良い跳躍を見せてお

り、大幅な自己ベスト更新が期待できる。 

 

女子走高跳 

林  玲美    (2)  1.60 

林は昨年のチャンピオンであり、今年も

順当にいけば勝てるだろう。四連覇という

金字塔を打ち立てるためにも、まずは今年

しっかり優勝したい。 

<投擲> 

円盤投 

山下 圭二 (4) 33m38 

大橋 悟  (1) 35m75 

男子円盤投には山下(圭)、大橋が出場する。

この種目は昨年よりもレベルが上がり、得

点には 34ｍ程度必要と予想される。山下は

今期不調が続いているが、得点が可能な位

置につけているので、四回生の意地をみせ

て入賞して欲しい。大橋は持ち記録以上の

強さを持つ選手で、自分の力を出し切って

2 位争いを制し、あわよくば優勝も狙って

いって欲しい。 

 

ハンマー投 

若園 直樹 (5) 45m46 

浅野 智司 (3) 39m30 

男子ハンマー投には若園、浅野が出場す

る。今年は、男子ハンマー投げは競歩と同じ

く一日目の対校種目である。若園は今期ベ

ストを大幅に更新して勢いのある選手で、

ランキング上で優勝はほぼ確実である。七

大戦という舞台でのベスト更新に期待した

い。浅野は伸び盛りの選手で、混戦が予想さ

れる 2 位争いを抜け出す実力は十分にある

ので、ランキングを覆して京大の流れを作

って欲しい。 

 

 



やり投、ハンマー投に出場する浅野(3)。次

期主将としてはこの七大戦という舞台で活

躍し、後半シーズンに向けて弾みをつけて

おきたいところ。 

やり投 

浅野 智司 (3) 49m76 

男子やり投には浅野が出場する。この種

目の得点ラインは 55m 程と予想される。浅

野は肘を痛めて試合に出ていなかったため

持ち記録は 50ｍ弱だが、昨年よりも一回り

以上強くなっており、大ベストは確実と思

われる。ランキングでは得点が厳しい位置

だが、上の選手には今期不調な選手も多い。

プレッシャーのかかる試合だが、練習以上

の力を出して上位陣に食らいついていって

欲しい。 

 

女子砲丸投 

横山 優花 (2) 9m93 

福井 優輝 (1) 7m29 

女子砲丸投には横山と福井が出場する。横

山はランキング三位で、上は 10m 半ばと少

し離れていて、すぐ下には 2 人いるという

非常にプレッシャーのかかる状況である。

しかし、かなり力のある選手で上位入賞も

十分狙えるので、緊張せずにどんどん攻め

ていって欲しい。福井は砲丸投経験者で投

げの基礎はできており、まだまだ伸び代が

ある。8ｍ超えの投擲に期待したい。対校戦

で戦うという事を肌で感じて、東大戦への

練習に生かして欲しい。 

 

4. 記録会等の結果 

（2016/6/10～2016/7/17） 

 

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 

第 5 回強化･普及記録会(6/25  鴻ノ池) 

・男子の部 

▼400m 

岡部 龍樹   49.68 

眞杉 陸    51.10 

・女子の部 

▼100m 

山中 遥加   13.80  +0.1 

▼400m 

山中 遥加   62.12        PB 

▼砲丸投  

横山 優花   9.85 

▼円盤投 

横山 優花   34.20 

▼ハンマー投 

横山 優花   21.29 

第 1 回長距離強化記録会(6/25  鴻ノ池) 

▼3000m 

長谷川 大智  9.10.76 

第 44 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会

(6/26  びわこフィールド) 

・男子の部 

▼100m 

安藤 滉一   11.07 -1.0 

備藤 翼    11.38 -1.0 

岡本 和也   11.46 -1.0 

坂口 雄太   11.69 +0.9  PB 

伊東 悠希   11.70  -0.5 

佐藤 啓太   11.72  -1.0 

小野坂 健   11.75  +0.1 

平島 敬也   11.86  +2.0    ♪ 

森田 悠也   12.01  ±0.0 

清水 良輔   12.07 -0.1 

八木 孝憲   12.20 -1.0 



▼200m 

小谷 哲    23.15  -0.2 ♪ 

▼400m 

天野 康平   55.28 

▼800m 

岡野 颯斗   1.56.95 

友田 浩平   1.58.11 

土屋 維智彦  1.59.16     CB 

田中 達也   2.00.30     CB 

川岸 亮平   2.07.73 

▼1500m 

土田 侑秀   4.07.21     PB 

田中 仁    4.14.82  ♪ PB 

大前 晃一   4.25.84     ♪ 

清水 秀広   4.26.71     ♪ 

里美 音実   4.27.05     ♪ 

平中 章貴   4.30.89     ♪ 

潮﨑 羽    4.31.37  ♪ PB 

大下 拓真   4.32.28  ♪ PB 

河合 祐太   4.32.76     ♪ 

▼110mH 

五十嵐 隆皓  16.80  -0.1  CB 

▼400mH 

川﨑 皓斗   56.64       PB 

五十嵐 隆皓  56.77       PB 

平田 泰行   59.48 

▼走高跳 

平島 敬也   1.80         ♪ 

森田 悠也   NM 

▼棒高跳 

小野坂 健   4.00 

珍坂 涼太   3.80 

五十嵐 隆皓  3.20       PB 

▼走幅跳 

澤 薫     6.80  -1.4 

本居 和弘   6.59  +2.9 

公認 6.45  +1.0  ♪ PB 

松下 隼人   6.46  +2.1 

      公認 6.25  -1.1 

南井 航太   6.41  +2.2 

      公認 6.15  -1.1  ♪ 

三谷 圭    5.98  +1.8  ♪ 

福島 快    5.92 

柴田 星斗   5.39  +3.1 

      公認 5.08  +0.4  ♪ 

▼三段跳 

伊東 悠希   14.16  +1.2    PB 

三神 惇志   13.60  +1.3    ♪ 

松下 隼人   13.52  +1.1 

▼ハンマー投 

若園 直樹   45.46    PB 

浅野 智司   39.30 

▼円盤投 

山下 圭二   32.09 

・女子の部 

▼100m 

菅野 紗希   13.33  +1.1  CB 

金澤 和寿美  13.53  +1.1 

宮崎 伶菜   14.25  +0.8 

▼400m 

後藤 加奈   65.59        ♪ 

▼棒高跳   

宮崎 伶菜   2.50 

▼走幅跳 

広川 知佳   5.14  +0.4   ♪ 

金澤 和寿美  4.99  ±0.0 

宮崎 伶菜   4.46 +1.1 

▼砲丸投 

福井 優輝   7.29      ♪ 

第 62 回岡山県陸上競技選手権大会

(6/24,25,26,27  岡山県陸上競技場) 

▼800m 

橋本 宏平   予 2.05.23 

▼110mH 

黒瀬 慶    予 16.48  -0.9 

第 81 回岐阜県選手権(6/25,7/2,3) 

▼100m 

山木田 雅   予  11.05  +1.5 

        準  11.16  +0.4 

▼200m 

山木田 雅   予  22.23  +0.5 

         準  22.09  +1.0 

      決 6 位  22.35  -0.6 

▼3000mSC 

久米 祐輔   9.42.83 

第 70回広島県陸上競技選手権大会(6/25,26  

コカコーラウェスト広島スタジアム) 

▼400mH 

新村 航輝   予 57.78 

      決 2 位 54.15 

 

秩父宮賜杯第 69 回西日本学生陸上競技

対校選手権大会[西日本インカレ](7/1,2,3  

西京極) 

 

・男子の部 



▼100m 

牧川 真央   予 11.32 -3.2 

▼1500m  

柴田 裕平   予 3.54.88   PB 

        決 4.00.66 

岡野 颯斗   予 3.59.14 

足立 涼    予 3.59.20 

▼5000m 

柴田 裕平   決 4 位 14.40.69 

▼10000m 

尾崎 拓    決     31.33.81 

▼400mH  

新村 航輝   予 53.68 

長﨑 裕貴   予 58.39 

▼3000mSC 

稲垣 達也   決 9.29.08 

岡本 和晃   決 9.42.87 

▼10000mW 

秋本 啓太   決 46.08.39 

田中 雄也   決 49.54.16 

海老原 脩   NM 

▼走幅跳 

渡辺 祥    決 7.39  +1.3 

西村 優汰   決 7.00  +2.0 

▼三段跳 

渡辺 祥    決 6 位 15.30  +3.0 

        公認  15.21  +1.6 

山岡 隆央   決      14.09  +3.0 

      公認  無し 

・女子の部 

▼800m 

岸本 絵理   予 2.18.28      PB 

                準 2.20.88 

▼1500m 

増田 茄也子  予 4.47.64      PB 

▼4×100mR 

金澤－完山－小野－山中 

                   52.23 

第 84 回大阪陸上競技選手権大会(7/8,9,10  

ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィー

ルド長居) 

・男子の部 

▼200m 

岡本 和也   予 22.31  +0.5  PB 

▼400m 

紀平 直人   予 48.12 

        準 47.86 

        決 3 位  47.27   

 PB  蒼穹新

庄司 真    予 50.58 

▼800m 

足立 涼    予 1.57.12 

        準 1.54.45  PB 

        決 8 位  1.56.95 

▼1500m 

足立 涼    予 3.55.67 

        決 8 位  3.57.59 

▼5000m 

高石 雅貴   決 15.22.15 

▼110mH 

田中 伸幸   予 15.53  +0.2 

▼走幅跳  

林 大祐    決 6.47  ±0.0 

・女子の部 

▼800m 

岸本 絵理   予 2.19.63 

▼走高跳 

林 玲美    決 1.55 

・オープン男子の部 

▼400m 

岡部 龍樹     50.64 

▼4×100ｍR 

牧川－安藤－林－山木田 

          41.36 

第 75 回滋賀県陸上競技選手権大会(7/9,10  

皇子山) 

・男子の部 

▼100m 

澤 薫     予 10.92  +1.2 

        準 10.91  +0.4 

備藤 翼    予 11.20  +2.5 

岡本 和也   予 11.24  +1.1 

▼200m 

茂森 勇人   予 23.52  +0.9   ♪ 

清水 良輔   予 23.71  +1.2 

▼400m 

加藤 陸至   予 51.26 

茂森 勇人   予 51.94         ♪ 

坂口 雄太   予 52.92 

        準 52.97 

▼800m 

田中 達也   予 2.01.00 

吉川 慶    予 2.05.74 

橋本 宏平   予 2.07.10 

▼5000m 

谷川 尚希   DNF 



▼400mH 

川﨑 皓斗   予 58.52 

        準 57.35 

        決 59.39 

▼5000mW 

亀田 孝太郎  決 25.03.96   ♪ 

▼走高跳 

平島 敬也   決 1.75 

▼走幅跳 

山田 健太郎  決 6.74  ±0.0 

澤 薫     決 6.46  -0.1 

南井 航太   決 6.29  +0.3 

▼三段跳 

三神 惇志   決 13.62  +1.0 

▼ハンマー投 

浅野 智司   決 39.37      PB 

▼やり投 

浅野 智司   決 49.99      PB 

▼十種競技 

五十嵐 隆皓  決 5188      PB 

11.94(+1.6) 6.07(+1.1) 1.75 7.88 54.69 

16.62(+0.8) 2.80  36.94  21.68  4.38.20 

・女子の部 

▼走幅跳 

完山 聖奈   決 4.78  +1.8 

第 84 回兵庫陸上競技選手権大会(7/9,10  

ユニバー) 

・男子の部 

▼400m 

神先 宏樹   50.29 

▼3000mSC 

岡本 和晃   9.23.36 

久米 祐輔   9.38.30 

長谷川 大智  10.12.38 

第 79 回三重県陸上競技選手権大会(7/9,10  

三重交通 G スポーツの杜 伊勢) 

・男子の部 

▼110mH 

佐藤 優斗   予 15.96  -1.6 

        準 15.82  -2.4 

▼3000mSC 

稲垣 達也   決 2 位 9.29.36 

・女子の部 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜   決 2.60 

第 89 回和歌山県陸上競技選手権大会

(7/9,10 紀三井寺公園陸上競技場 

▼400m 

小原 幹太   予 51.18     ♪ 

         決 51.20 

▼5000m 

谷口 博紀   決 9 位 15.53.84 

第 70 回宮崎県陸上選手権大会 (7/9,10  

KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公

園) 

▼400m 

山下 拓輝   予 52.34 

平成 28年度第 3回尼崎中長記録会(7/15 ベ

イコム陸上競技場) 

▼1500m 

岡本  萌巴美     5.05.24  CB 

第 3 回大阪体育大学競技会･中長競技会

(7/16  大体大) 

・男子の部 

▼100m 

庄司 渓    11.12  ±0.0  PB 

 

▼200m 

庄司 渓    22.54  0.5 

▼400m 

眞杉 陸    52.01 

天野 康平   55.32 

▼5000m 

渡邊 駿    16.02.28 

田中 仁    16.05.60    ♪ 

冨永 貴弘   16.23.74    CB 

森田 大地   16.27.16 

渡邊 康介   16.30.25 

小柴 鷹介   16.49.15    PB 

・女子の部 

▼砲丸投 

横山 優花   8.89 

福井 優輝   7.37 

▼ハンマー投 

横山 優花   27.03       PB 

第 71回京都陸上選手権大会(7/16,17  西京

極) 

・男子の部 

▼100m 

安藤 滉一   予 10.93  -1.1 

         決 6 位 10.90  -0.9 

▼3000mSC 

長谷川 大智  決 10.11.26 

▼10000mW 

山西 利和   決  優勝 41.47.16 

▼4×100mR 



牧川－安藤－林－山木田 雅 

        予 41.32 

        決 7 位 41.24 

▼棒高跳 

小野坂 健   決 4.20      PB 

岡田 洋    決 4.20      PB 

▼走高跳 

竹田 風馬   決 1.85 

▼走幅跳 

西村 優汰   決 2 位 7.31  +1.1 

渡辺 祥    決 3 位 7.28  +1.6 

▼三段跳 

渡辺 祥    決 5 位 15.00  -1.3 

伊東 悠希   決      14.01  +0.2 

山岡 隆央   決      13.71  -0.4 

▼円盤投 

大橋 悟    決 7 位 34.44 

・女子の部 

▼4×100mR 

金澤－完山－小野－山中 遥加 

        予 51.90 

▼走幅跳 

金澤 和寿美  決 4.98  +1.2 

第 76 回愛知陸上競技選手権大会(7/16,17  

パロマ瑞穂) 

▼やり投 

山本 裕太   決 50.71 

第 58回富山県陸上競技選手権大会(7/16,17  

富山県総合運動公園陸上競技場) 

▼100m 

吉川 広祐   予 11.97  -0.1   ♪ 

▼110mH 

吉川 広祐   予 16.16  +1.7  ♪ 

         準 16.45  +1.6 

第 70 回新潟県陸上競技選手権大会

(7/16,17,18  デンカビッグスワンスタジア

ム) 

▼走幅跳 

広川 知佳   決 5.11  +0.9 

第 71 回国民体育大会陸上競技島根県予選 

▼5000mW 

秋本 啓太   決 優勝 22.39.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜追記＞ 

なお、前回の伊勢予選号では記録でしかお伝えしておりませんでし

たが、5/28にスペインのラ・コルーニャで開催された IAAF Race 

Walking Challenge ラ・コルーニャ大会におきまして、山西利一選

手(3)が20kmW に出場し、自己新、蒼穹新となる1.20.50で総合8位の

日本人出場選手の中でトップの成績でゴールし、入賞を果たしまし

た。 
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