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1.  主将挨拶・女子主将挨拶・監督挨拶 

主将挨拶 

10 月 1 日、山城総合運動公園にて東大戦が開催されます。私たち 4 回生にとっては最後

の対校戦となります。 

 ここまで、関西インカレ、伊勢予選、七大戦といずれも目標を達成することができません

でした。しかし、その悔しさをバネに、七大戦以降も気持ちを緩めずに練習してきました。

部員一同、東大戦こそは必ず勝とうと奮起しております。 

 今年の東大は男女ともに近年最強のチームになっておりますが、京大も互角に戦える力

は十分にあります。男子は 3 連敗を阻止、女子は 11 連覇を成し遂げられるよう、部員一同

全力で戦いますので、蒼穹会の皆様におかれましては、是非とも競技場まで足を運んでいた

だき、熱い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 足立 涼 

女子主将挨拶 

本年度の東大戦は 10 月 1 日、山城総合運動公園にて行われます。今年は 11 連覇がかか

っており、女子選手それぞれが緊張感を持って試合に備えております。しかし、今年は例年

になく実力が拮抗しており、実力派揃いの東大 VS バランスのとれた京大、といった構図で

最後のリレーにまでもつれこむ大接戦となると思われます。そのような状況ではあります

が、選手一人一人が勝利にこだわって練習してきており、七大戦で目標を達成できなかった

悔しさを晴らして東大戦では笑顔で終われるよう、日々準備している所存です。 

当日はこの 1 年の成長を結果として表すことができるよう、チーム一丸となって最後ま

で全力で果敢に戦います。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します。 

京都大学陸上競技部女子主将 金澤 和寿美 

監督挨拶 

来たる 10 月 1 日、山城総合運動公園におきまして、東大戦が行われます。男女アベック

優勝を狙います。 

 男子は今シーズン、思うような結果を残せていません。関西インカレでは一部残留を果た

すも目標に及ばず 8 位。伊勢予選では 6 位で本選出場を逃し、七大戦では男女共に実力差

を見せ付けられ敗戦。この結果に選手が奮起しない訳がありません。夏の対校戦、秋の記録

会では多くの自己新が生まれ、良い練習ができていることがわかります。相手となる東大は



力のあるチームですから厳しい戦いになると思いますが、3 年ぶりの優勝に向けて強い覚悟

を持って臨み、勝利を手にして欲しいと思います。 

 女子は現在 10 連覇中ですが、やや劣勢が予想されています。そんな状況ですがやるべき

ことは変わりません。女子は達成しなければいけない順位がより明確です。それだけを意識

して、自信を持って勝負して欲しいと思います。そして 11 連覇という新たな歴史を作りま

しょう。 

 この試合は京大陸上部にとって非常に大事な一戦となります。来年、再来年と強い京大陸

上部であり続けるためにも絶対に落とせない試合だと思っております。 

 蒼穹会の皆様方、御多忙かとは存じますが、是非とも会場までお越し頂き、御声援を頂き

ますよう御願い致します。 

京都大学陸上競技部監督 西村 優汰 

 

2. 東大戦タイムテーブル（10 月 1 日（土） 太陽が丘） 

 



3. 東大戦展望 

＜短距離＞ 

100ｍ 

備藤 翼    (4)  11.20 

澤   薫    (3)  10.81 

安藤 滉一  (2)  10.69 

 

100m は、10.66 の自己ベストを持つ東大の西村

がランキングトップとなっている。力のある選手

ではあるが、安藤には彼に食らいついていってほ

しい。澤は七大戦で、多種目出場にも関わらず自己

ベストをマークするという素晴らしい活躍を見せ

てくれた。今回もリレー、100m、棒高跳と種目を

兼ねることになるが、安藤や西村に負けない走り

を期待する。備藤はランキング上 6 位で、他の選

手は全員 10 秒台とレベルは高いものの、彼は普段

の練習から 10秒台の選手にも引けを取らない走り

は出来ている。4 回生の意地を見せて 5 位以上に飛

び込んでもらいたい。 

 

 100ｍ、200ｍ、4 継に出場する安藤(2)。今年は

京大短短の柱として大車輪の活躍を見せてきた。

東大戦でもその実力を発揮することはできるか。 

 

 

200ｍ 

庄司 渓    (3)  22.10 

安藤 滉一  (2)  21.76 

岡本 和也  (2)  22.31 

 

200m も 100m と同様、東大の西村が頭一つ抜

けている。また、東大の稲葉も 21.44 という自己ベ

ストを持っているが、これは去年の七大戦のタイ

ムであり、そこからは練習量も落ちているという

ことだ。安藤にはまず確実に稲葉を倒して 2 位に

入って欲しい。庄司は、21 秒台はまだ出していな

いものの、着実に力をつけており、21.90 のベスト

を持つ東大の松本とも十分に戦える実力はある。

稲葉、松本に勝ち、上位を狙っていって欲しい。岡

本は夏後半の練習ではかなり良い走りをしており、

200m では自己ベストの更新も期待できる。東大の

稲葉がどのくらいのタイムで走ってくるかは予想

がつかないが、勝てる可能性は十分にあるため、積

極的な走りを期待する。 

400ｍ 

紀平 直人  (4)  47.27 

岡部 龍樹  (4)  49.43 

小原 幹太  (1)  49.90 

 

400ｍには紀平、岡部、小原が出場する。紀平

は本調子ではないものの負けていい相手は一人も

いない。油断することなく確実に 1 位を獲っても

らいたい。岡部は最近好調であり、太陽が丘は昨

年、今年と自己ベストをマークしている競技場で

あり相性もいい。東大の 1 番手の森本に勝つのは

もちろん、紀平の背中に迫りたい。小原は 1 回生

ながら 49 秒台で走る逸材である。初対校戦とな

るが、気負わず自分のレースをしてほしい。 



 

400ｍ、マイルに出場する岡部(4)。最近の好調

を維持したまま東大戦本番で最高のパフォーマン

スを見せ、京大の勝利に貢献したいところ。 

4×100ｍR 

佐藤 啓太 (4) 

備藤 翼  (4) 

山木田 雅 (4) 

澤  薫  (3) 

庄司 渓  (3) 

安藤 滉一 (2) 

岡本 和也 (2) 

 

4×100mR の京大のオーダーは、澤―安藤―備

藤―庄司 を予定している。一方の東大は、泉―

西村―稲葉―松本 を予想するが、5 回生の稲葉、

泉を出してくるかは分からない。5 回生を出して

きた場合、力的には東大が一枚上手となる。しか

し、単純な力の差では測れないのがリレーであ

る。大きな差は無いため、ここで勝ってしっかり

得点に差をつける。 

4×400ｍR 

紀平 直人 (4) 

岡部 龍樹 (4) 

新村 航輝 (4) 

加藤 陸至 (3) 

小原 幹太 (1) 

小谷 哲  (1) 

茂森 勇人 (1) 

 

オーダーは岡部-新村-小谷-紀平。七大戦では惨

敗したこの種目。舞台は違うがリベンジに燃えて

いる。勝負に徹して確実に勝利を収め、強さを見

せつけたい。 

女子 100ｍ 

完山 聖奈 (2)  13.39 

小野 萌子  (2)  NR 

 

女子 100mは、申請記録上は東大の 2人が 1位、

2 位となっている。しかし、完山は申請記録を上回

る実力はつけており、小野も専門は 400 ながら力

強い走りのできる選手である。また、京大は 2 人

とも 2 回生で、まだ来年、再来年と数々の対校戦

を戦うことになる。ここで格上の選手に競り勝つ

ことで得られるものは多いと思うため、まずは 2人

ともランキング 2 位の白形に勝ち、12 秒台を持つ

内山に食らいついていきたい。 

女子 400ｍ 

小野 萌子  (2)  1.00.49 

(山中 遥加 (4)  1.01.54) 

(後藤 加奈 (1)  1.03.19) 

 

 小野は怪我の影響が心配されるものの、地力は

着いてきている。2 位を確保することはもちろ

ん、持ち味の積極的なレースで貪欲に上を目指し

てほしい。もう一人は山中か後藤か未定だが、い

ずれにしても、3 位を死守するために最後まで粘

り強く走ってほしい。 

女子 4×100ｍR 

金澤 和寿美(4) 

山中 遥加 (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。一方の東大は、高橋－白形－笠村－坪浦で

来るという予想である。チームの申請タイムは

0.23 秒差で東大が上であるが、ほぼ拮抗している。

女子 4 継は最終種目であり、ここで勝負が決まる

可能性も大きいため、確実に勝って総合での勝利

につなげる。 

＜ハードル＞ 

110ｍH 

福島 理  (2)  15.30 

田中 伸幸 (3)  15.38 

黒瀬 慶  (2)  15.86 

 

110mH には田中、福島、黒瀬が出場する。田

中と福島はともに優勝する力がある。田中は京大

の 110mH を引っ張る存在として、順位、記録と

もに満足のいく成績を残したい。福島は一時期調

子を落としていたが、状態は上がってきており、

その実力を東大戦の舞台で証明してほしい。黒瀬

は東大の 2、3 番手と実力が拮抗している。黒瀬

の活躍で京大の勢いを加速させたい。 

 

 110mH に出場する黒瀬(2)。今年は初の 15 秒

台を出し勢いに乗っている。東大の 2、3 番手に

食らいついて一点でも多く得点を重ねてほしい。 

400ｍH 

新村 航輝 (4)  52.44 

平田 泰行 (2)  57.36 

松井 そら  (1)  57.70 

 

400ｍH には新村、平田、松井が出場する。新

村は実力は頭一つ抜けており調子も今季一番い

い。平田と松井は選考で対校選手の座を勝ち取っ

た。3 位以下は非常に混戦になることが予想さ

れ、この 2 人の活躍次第で大きく点数が動くと思

われる。勝負強さを見せたい。最初の対校種目と

なるこの種目で、好記録を出し、流れを作りた

い。 

＜中距離＞ 

800ｍ 

足立 涼  (4)  1.54.45 

岡野 颯斗 (4)  1.56.60 

土屋 維智彦(1)  1.56.62 

 

男子 800m には足立、岡野、土屋が出場する。東

大は軽部が全日本インカレにも出ていて実力が抜

けていると思われるが、何としても 3 人で東大 2

番手の加藤に勝ち、勝ち越したい。軽部は 1500m

も兼ねているため、隙あらば 1 位も狙っていきた

いところ。土屋の試合強さと 4 回生二人の意地と

思いの強さでどこまで東京大学に喰ってかかれる

かが勝負の鍵となるだろう。 

1500ｍ 

足立 涼    (4)  3.51.67 

岡野 颯斗  (4)  3.52.87 

柴田 裕平  (3)  3.54.88 

 



 今年の 1500m は 6 番手で 3.55.72 と、史上稀に

見るハイレベルなレースが予想される。そのよう

な中、足立、岡野、柴田が出場する。岡野、足立は

昨年の東大戦、今年の七大戦共に近藤に敗北を喫

している。今回がラストチャンス。どれだけ近藤の

ペースに翻弄されずに自分たちのレースに持ち込

めるかで勝負が決まるだろう。2 番手以降も手強い

が、柴田はなんとか競り勝って 4 位に入ってほし

い。 

 

800ｍ、1500ｍに出場する足立(4)。主将とし

ての最後の戦い、特に 1500ｍは東大の近藤に昨

年度は敗れており、今年は意地でも勝利して有終

の美を飾りたい。 

女子 800ｍ 

坂上 小百合(4)  2.26.82 

岸本 絵理 (3)  2.17.33 

 

 女子 800m には岸本、坂上が出場する。東大に

は 2.13 を持つ強敵の高石がいるが、岸本は打倒高

石を掲げて練習を積み、走りも洗練されてきてお

り、かなり期待ができる。ここで勝てるかどうかが

女子総合優勝の鍵となる。坂上の役割は東大の 2番

手に確実に勝つこと。一時期は怪我に苦しんだが、

しっかりと合わせてきており二人で目標を達成し

て女子チームを優勝に導いてほしい。 

 

 800m に出場する岸本(3)。来年度の女子主将と

しては、ここで東大の高石に負けるわけにはいか

ない。今年の PB 連発の勢いそのままに勝利を掴

んでほしい。 

＜長距離＞ 

5000ｍ 

柴田 裕平  (3)  14.40.69 

尾﨑 拓    (3)  15.00.65 

久米 祐輔  (4)  14.55.89 

 

 男子 5000m には柴田・尾崎・久米の 3 名が出場

する。対する東大はエース近藤(2)に加え、福島(5)・

阿部(1)と油断のならない顔ぶれが揃っている。京

大の目標は、1,2,4 位を獲っての 14 点。柴田・尾崎

は先行逃げ切りを図る近藤に食らいつき、中盤以

降突き放すようなレースが期待される。一方の久

米は前半から我慢を強いられる展開になりそうだ

が、相手の出方を冷静に見極め、持ち前のスピード

で勝負を決めてきてもらいたい。 



 

5000m に出場する尾崎(3)。最近は柴田(3)にも

引けを取らない練習ができており、調子は万全と

思われる。七大戦のような積極的なレースで 1 位

を狙ってほしい。 

女子 3000ｍ 

岡本 萌巴美(3)  10.43.01 

増田 茄也子(2)  10.26.38 

 

 女子 3000m には七大戦に引き続いて岡本・増田

の 2 名が出場する。女子総合優勝に向けてはこの

種目がポイントとなる。岡本はこの夏競技面・精神

面において最も成長した選手の 1 人である。東大

の一番手・高石は手強い相手だが、最後まで食らい

付いてチャンスを窺いたい。一方の増田も七大戦

からさらにひと回り成長し、打倒高石に向けて準

備万端である。強気な走りで優勝を掴みとってほ

しい。 

 

女子 3000ｍに出場する増田(2)。東大の高石は

多種目出場のため、つけ入るチャンスは有る。ラ

ンキングを覆す快走を見せてほしい。 

5000ｍW 

山西 利和  (3)  19.40.00 

秋本 啓太  (2)  21.33.39 

高野 圭太  (2)  21.24.38 

男子 5000mW には山西、秋本、高野の 3 人が

出場する。 

 山西は昨日の全日本インカレで優勝し、実力は

相手より 2 枚も 3 枚も上手。優勝は間違いないだ

ろう。 

 秋本は夏以降好調を維持している。実力が一段

階上がったと言っていいだろう。七大戦でも見せ

た勝負強さをここでも発揮して欲しい。 

 高野は、これが初めての対校戦というのが不思

議なくらい安定して力を発揮している。持ち前の

安定感で確実に勝つべき相手に勝つことを期待し

たい。 

  目標は 1 位 3 位 4 位を確実に取ること。京大の

得点源としてこの種目で勢いをつけたい。 

＜跳躍種目＞ 

走高跳 

竹田  風馬  (3)  1m90 

五十嵐  隆皓(2)  1m85 

平島  敬也  (1)  1m80 

 

今シーズンのランキングでは 3,4,5 位である。竹

田はここで東大の木下に競り勝ち次期チーフとし

ての威厳と勝負強さを見せてほしい。五十嵐と平

島は今シーズン混成に重きを置いてきた選手で、

怪我等も重なり十分には練習が積めてこられなか

ったが、東大の 3 番手に勝つという最低限の仕事

はきっちりと果たしてくれるだろう。 

 



棒高跳 

小野坂  健  (4)  4m20 

澤    薫    (3)  4m60 

珍坂  涼太  (3)  4m20 

 

東大の三宅に悔しくも１位をわたすことになり

そうだ。澤は七大戦や同志社戦に続いての多種目

で、今回も難しい試合運びとなることが予想され

るが２位を死守してきてほしい。小野坂と珍坂は

東大の松下と競る展開に持ち込みたいところであ

る。相手は記録的にも経験的にも格上だがしっか

りと喰らいつき隙あらば倒してきてほしい。 

 

100ｍ、4 継、棒高跳に出場する澤(3)。いずれの

種目もランキングを覆すチャンスが有るため、苦

しい戦いになることは間違いないが、最後まで集

中を切らさず戦ってきてほしい。 

走幅跳 

松下  隼人  (4)  7m18 

小野  貴裕  (1)  6m53 

本居  和弘  (1)  6m89 

 

今シーズンのランキングでは 3,5,6 位である。松

下と本居はそれぞれ相手と僅差で、競り勝つこと

ができるかが重要なポイントになる。記録では離

れた場所にいる小野だが、大学から幅跳びを始め

たばかりでまだまだ伸び盛りである。大幅 PB を期

待したい。 

 

走幅跳、三段跳に出場する松下(4)。格上相手に

どこまで勝負できるかが京大の勝利に大きく関わ

ってくることになるだろう。 

三段跳 

松下  隼人  (4)  14m20 

伊東  悠希  (2)  14m29 

三神  惇志  (1)  13m73 

 

ランキングでは 3,4,5 位であるが、松下と伊東は

今シーズン PB を連発しまだまだ成長途中で 1 位

すら射程圏内である。ここで良い記録を出しもう

ワンステップ上の舞台に上がってほしい。三神も

高校時代は 14ｍ30 の記録を持っていた選手で十

分に上位陣と戦えるポテンシャルがある。3 人で刺

激し合い良い結果を納めてほしい。 

 

女子走幅跳 

完山 聖奈 (2)  4m89 

金澤 和寿美(4)  5m24 

 

持ち記録では相手に分があるが、お互い多種目

出場となるためどのような試合展開になるか予想

が難しい。集中力と体力が物を言う試合になるだ

ろう。そんな中で金澤は 1本目に良い記録を残し、



後 5 本でしっかりと勝負をかけたい。自分の展開

に持ち込めると 1 位も大いにあるだろう。完山は

上位 3 人とは離れた位置にいるため、まずは 5ｍを

跳び上位陣に少しでも近づきたい。 

 

100ｍ、4 継、走幅跳に出場する完山(2)。100ｍ

と走幅跳ではランキングを覆す結果が求められ

る。多種目出場の中で疲労も出ると思われるが、

最後まで諦めないで戦ってきてほしい。 

＜投擲種目＞ 

砲丸投 

浅野  智司  (3)  9m32 

金子  渓人  (3)  9m50   

大橋  悟    (1)  9m62 

 

男子砲丸投には、浅野、金子、大橋が出場する。

東大の一番手が 11m、二、三番手が 10m30 前後で

あり、ランキング上ではリードされている。しかし、

浅野は立ち投げで 10m 近く投げ、2 位を取る実力

は十分にある。金子も力をつけていて、練習で 10m

を超えておりランキングを覆す投擲に期待したい。

大橋はなかなか伸び悩んでいるが、ポテンシャル

は高い選手なので、まだまだ記録を伸ばせるだろ

う。 

 

円盤投 

山下  圭二  (4)  33m38 

金子  渓人  (3)  31m87 

大橋  悟    (1)  36m63 

 

男子円盤投には、山下、金子、大橋が出場する。

持ち記録トップの東大の奥村は補欠でエントリー

しており、当初の想定よりも得点できそうな種目

である。大橋は安定して 35m を投げられ、優勝は

確実と言える。山下、金子が東大の選手にどれだけ

勝てるかが重要であるが、二人共試合に向けて調

子を上げており、東大の正選手は安定感を欠く選

手が多く、大量得点に期待が掛かる。 

 

円盤投に出場する山下(4)。最後の東大戦で納得

の投げを見せて京大に勢いをつけてほしい。 

ハンマー投 

若園  直樹  (5)  45m46 

佐藤  啓太  (4)  24m85 

浅野  智司  (3)  43m13 

 

男子ハンマー投には、若園、佐藤、浅野が出場す

る。東大のエース、鍵本は安定して 44m を投げる

選手であるが、若園は練習での投擲の大半を 45m

近く飛ばすほどの安定感が有り、まず優勝するだ

ろう。佐藤は以前からハンマー投の練習をしてお

り、30mも見えてきている。落ち着いて投げて 4位

を取り、自己記録にチャレンジしていってほしい。



浅野は七大以降、体作りとともにターン技術の向

上にも力を注いでおり、45m を超える投擲で優勝

争いに加わるだろう。 

やり投 

若園  直樹  (5)  55m38 

浅野  智司  (3)  52m31 

松井  そら  (1)  44m00 

 

男子やり投には、若園、浅野、松井が出場する。

若園は、あまりやり投の練習はしてきていないが、

本人は好調で 50m は投げられると言っており、自

己記録に迫る投擲を見せてほしい。浅野は投げを

一から見直している最中であるが、東大戦までに

仕上げ、東大の奥村に競り勝って優勝を掴み取っ

てほしい。松井は肘が少し痛むため投擲練習は控

えているが、高校時代に 47m を投げている選手で

あり、東大の格上の選手と競り合う可能性は十分

ある。 

 

女子砲丸投 

横山 優花  (2)  9m93 

福井 優輝  (1)  7m92 

 

女子砲丸投には、横山、福井が出場する。東大の

内山は 7m台前半で、京大の優位の種目である。優

勝確実な横山は、しっかりと 1位を取った上で、大

台である 10m を投げることを目標に頑張ってほし

い。福井は練習で 8mを超えることもしばしばあり、

本人の目標である 8m を試合で投げて、京大で 1,2

位を取ってきてほしい。 

 

女子砲丸投に出場する横山(2)。女子の部での勝

利のためには 1 位が絶対条件となるが、その中で

PB をマークして蒼穹記録を塗り替えることはで

きるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 近国結果 

第53回近畿地区国立大学体育大会陸上競技 

(2016/8/11  西京極) 

総合成績 

男子の部 

1 位 大阪大学   143 点（T65 点 F78 点） 

2 位 京都教育大学 141 点（T80 点 F61 点） 

3 位 大阪教育大学 126 点（T72 点 F54 点） 

4 位 京都大学  113.5 点（T56 点 F57.5 点） 

 

女子の部 

1 位 京都教育大学 161.5 点（T93 点 F68.5 点） 

2 位 神戸大学     116 点（T65 点 F51 点） 

3 位 大阪教育大学    51 点（T35 点 F16 点） 

4 位 京都大学      34 点（T21 点 F13 点） 

・男子の部 

▼100ｍ 

澤  薫  予 10.88 -0.9 

      決 10.97 -2.0 3 位 

安藤 滉一 予 10.95 -1.9 

      決 10.86 -2.0 2 位 

林 大祐  予 11.12 -1.1    PB 

      決 11.12 -2.0 6 位 

▼200m 

安藤 滉一 予 22.12 -3.1 

      決 21.76 -0.8 2 位 PB 

牧川 真央 予 22.30 -0.7 

      決 22.23 -0.8 5 位 

岡本 和也 予 22.51 ±0.0 

▼400ｍ 

山下 拓輝 予 52.13 

▼800ｍ 

田中 達也 予 2.00.42 

橋本 宏平 予 2.01.78 

立花 孝裕 予 2.03.20 

▼1500ｍ 

岡野 颯斗 予 4.03.90 

      決 4.00.44 2 位 

寶 雄也  予 4.05.90 

      決 4.10.21 7 位 

我妻 総  予 4.13.73 

▼5000ｍ 

下迫田啓太 決 15.33.93 4 位 

川井 拓哉 決 15.38.85 5 位 

谷口 博紀 決 15.56.39 8 位 

▼110ｍH 

田中 伸幸 予 15.50 +0.2 

福島 理  予 15.86 -0.7 

黒瀬 慶  予 16.13 -0.1   CB 

▼400ｍH 

新村 航輝 予 55.10 

      決 53.22 1 位 

川﨑 皓斗 予 57.94 

長﨑 裕貴 予 1.00.51 

▼3000ｍSC 

田中 仁  決 9.56.74 8 位 

岡本 和晃 決 10.06.42 

山下 弘輝 決 10.15.22 

▼スウェーデンリレー 

澤－安藤－岡本－山下 

      決 1.59.89 8 位 

▼走高跳 

竹田 風馬 1.85 4 位 

山岡 隆央 1.85 7 位 

森田 悠也 1.65 

▼棒高跳 

岡田 洋  決 4.20 4 位 

澤  薫  決 4.20 4 位 

珍坂 涼太 決 4.20 6 位 

▼走幅跳 

渡辺 祥  決 7.31 +0.8 1 位 



西村 優汰 決 5.27 

▼三段跳 

渡辺 祥  決 15.23 +0.7 1 位 

日浦 幹  決 13.44 +1.3 

▼砲丸投 

山本 裕太 決 11.33 4 位 

金子 渓人 決 8.83 

▼ハンマー投 

若園 直樹 決 45.42 2 位 

浅野 智司 決 37.32 7 位 

▼円盤投 

大橋 悟  決 34.96 7 位 

金子 渓人 決 27.97 

▼やり投 

山本 裕太 決 52.65 5 位 

浅野 智司 決 52.31 6 位  PB 

 

・女子の部 

▼100ｍ 

完山 聖奈 予 13.57 -0.7 

▼200ｍ 

完山 聖奈 予 27.52 -1.0 

      決 27.38 -1.5 5 位 CB 

小野 萌子 予 27.56 -2.3 

後藤 加奈 予 28.89 -1.6 

▼400ｍ 

小野 萌子 予 1.01.30 

後藤 加奈 予 1.03.19           CB 

▼800ｍ 

岸本 絵理 予 2.22.71 

      決 2.18.47 4 位 

▼1500ｍ 

増田茄也子  決 4.50.07 2 位 

岡本萌巴美  決 4.59.64 4 位 

▼走幅跳 

完山 聖奈 決 4.32 +1.6 

▼砲丸投 

横山 優花 決 9.53 3 位 

▼円盤投 

横山 優花 決 34.18 2 位 

▼やり投 

横山 優花 決 25.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 同志社戦結果 

第 86 回同志社大学対京都大学陸上競技大会 

（2016/8/14 山城総合運動公園陸上競技場） 

総合成績 

同志社大学 76 点 

京都大学  28 点 

 

・対校の部 
 

▼100ｍ（-2.7） 

澤 薫    11.17 4 位 

安藤 滉一  11.26 5 位 

岡本 和也  11.47 6 位 

▼200ｍ（+1.7） 

安藤 滉一  21.98 3 位 

庄司 渓   22.30 5 位 

小谷 哲   22.67 6 位   CB 

▼400ｍ 

岡部 龍樹  49.43 3 位    PB 

眞杉 陸   50.27 5 位    CB 

加藤 陸至  50.81 6 位    CB 

▼800ｍ 

土屋 維智彦 1.56.75  2 位 

友田 浩平  1.57.54 3 位 

田中 達也  2.01.04 6 位 

▼1500ｍ 

足立 涼   3.57.93 1 位 

尾崎 拓   4.02.24 4 位   PB 

柴田 裕平  4.05.87 6 位 

▼5000ｍ 

柴田 裕平  15.10.74 1 位 

尾崎 拓   15.15.51 2 位 

原田 麟太郎 15.51.49 4 位 

▼110ｍH（+1.7） 

田中 伸幸  15.38 4 位   PB 

福島 理   15.61 5 位 

黒瀬 慶   15.86 6 位  CB  

 

▼400ｍH 

新村 航輝  52.94 2 位 

五十嵐 隆皓 57.61 5 位 

松井 そら  57.70 6 位  ♪ 

▼4×100ｍR 

澤－庄司－安藤－岡本 

  49.31 2 位 

▼4×400ｍR 

眞杉－庄司－小谷－加藤 

       NM 

(計測ミスのため。3.21 程度) 

▼走高跳 

竹田 風馬  1.90 3 位 

五十嵐 隆皓 1.85 5 位 

平島 敬也  NM 

▼棒高跳 

珍坂 涼太  4.00 3 位 

五十嵐 隆皓 3.20 5 位 

▼走幅跳  

松下 隼人  7.18 +0.6 2 位 PB 

本居 和弘  6.79 +1.3 4 位 

澤 薫    6.51 +0.9 5 位 

▼三段跳 

伊東 悠希  14.05 +0.2 4 位 

三神 惇志  13.73 +0.1 5 位 CB 

松下 隼人  13.21 ±0.0 6 位 

▼砲丸投  

大橋 悟   9.62 4 位  ♪ 

金子 渓人  9.50 5 位  PB 

浅野 智司  9.32 6 位  PB 

▼ハンマー投 



浅野 智司  42.65 1 位 

若園 直樹  42.59 2 位 

大橋 悟   24.12 4 位  ♪ 

▼円盤投 

大橋 悟   36.63 3 位  PB 

金子 渓人  28.16 5 位 

中山 奎吾  26.75 6 位 

▼やり投 

浅野 智司  50.74 3 位 

松井 そら  44.00 5 位  ♪ 

平島 敬也  41.14 6 位  ♪ 

 

・オープンの部 

 

〇男子 

▼100ｍ 

庄司 真   11.51 +0.2 

坂口 雄太  11.78 -1.9 

内田 隆介  11.88 +0.2  CB 

珍坂 涼太  11.92 -1.9 

▼200ｍ 

庄司 真   23.34 -2.4 

清水 利宇  23.43 -2.4  ♪ 

清水 良輔  24.46 -2.4 

小林 直礼  25.68 -2.4 

▼400ｍ 

茂森 勇人  50.98        CB 

水野 廉也  52.14        CB 

▼800ｍ 

立花 孝裕  2.04.3 

平中 章貴  2.05.9       ♪ 

永岡 源太郎 2.06.59 

川岸 亮平  2.10.1 

▼1500ｍ 

土田 侑秀  4.09.84 

渡邊 康介  4.14.20      CB 

小柴 鷹介  4.16.24      PB 

長谷川 大智 4.16.57      ♪ 

大前 晃一  4.19.74      CB 

谷川 尚希  4.22.96 

森田 大地  4.24.96 

清水 秀広  4.25.69      CB 

河合 裕太  4.27.19      CB 

大下 拓真  4.36.88 

河村 一輝  4.42.44 

▼5000ｍ   

長谷川 大智 16.03.36 

渡邊 康介  16.37.75 

森田 大地  16.45.24 

里美 音実  16.47.80      PB 

小柴 鷹介  16.55.82 

谷川 尚希  17.10.99      CB 

清水 秀広  17.14.85 

大下 拓真  17.27.52      CB 

糠谷 充孝  17.54.19      ♪ 

 

▼400ｍH 

平田 泰行  58.36       PB 

▼走幅跳 

小野 貴裕  6.85 +3.2 

    公認 6.53 +1.4  ♪ 

南井 航太  6.34 +.2.9 

    公認 NM 

三谷 圭   6.08 ±0.0  CB 
柴田 星斗  5.98 ±0.0  PB 

山田 健太郎 NM 

 

〇女子 

▼100ｍ 

宮崎 伶菜  14.12  -1.0 

▼4×100ｍR 

菅野－小野－後藤－広川 

       52.02 

▼100ｍ 

広川 知佳  5.47  +2.0  CB 

宮崎 伶菜  4.56  +1.0 

 

 

 

 

 

 



6. 記録会等の結果 

(2016/7/23～2016/9/22） 

平成 28 年度 第 4 回京都産業大学長距離競

技会（7/23 京産大） 

▼1500m 

寶 雄也    4.10.94 

▼5000m 

原田 麟太郎  15.24.89 

平成 28 年度第 2 回宇治市陸上競技協会記

録会(7/23  太陽が丘) 

▼200m 

西脇 友哉   23.59 +0.8 ♪ 

▼砲丸投 

福井 優輝   7.47     CB 

平成 28 年度第 1 回学連競技会(8/4.5  万博

記念陸上競技場) 

▼200m 

平田 泰行   23.43 +1.1 PB 

▼4×100mR 

備藤－林－牧川－安藤 

        40.67 

第 4 回中京大学土曜競技会(8/6.7  中京大

学梅村陸上競技場) 

▼1500m 

岡野 颯斗   3.56.37 

▼走幅跳 

渡辺 祥    7.43 +2.8 

     公認 6.95 +1.1 

西村 優汰   6.92  －0.3 

▼十種競技 

金子 渓人   3789        PB 

12.13(-0.1) 5.15(+0.5) 8.64 NM 53.79 

20.95(-1.1)  27.13  2.40  25.52  5.00.41 

五十嵐 隆皓  DNF 

12.12(-0.2) 5.81(+0.1) 7.79 1.83 53.64 

16.85(+0.6)  20.98  3.40  以降棄権 

第 69回滋賀県民体育大会(8/7  甲賀市水口

スポーツの森陸上競技場) 

▼100m 

澤  薫  予 11.06 －1.2 

      決 11.11 －0.8 

 

▼走幅跳 

澤  薫    決 6.79 ±0.0 

平成 28 年度大阪府民体育大会陸上競技の

部兼第 71 回国民体育大会大阪府代表選手

最終選考会(8/11  ヤンマーフィールド長

居) 

▼400m 

庄司 真    49.89 

平成 28 年度第 3 回奈良市記録会(8/25  鴻

ノ池) 

▼100m 

石田 真也  Ⅰ 10.84  －1.2 

林 大祐   Ⅰ 10.99  －1.2   PB 

       Ⅱ 11.15  +0.6 

備藤 翼   Ⅰ 11.20  +1.2 

       Ⅱ 11.27  －0.3 

▼400m 

庄司 真   49.64 

▼110mH 

西田 光治  15.89 

第 84 回近畿陸上競技選手権大会(8/27.28 

皇子山) 

・男子の部 

▼3000mSC 

岡本 和晃   10.06.94 

▼ハンマー投 

浅野 智司   NM 

・女子の部 

▼円盤投 

横山 優花   34.38 

▼ハンマー投 

横山 優花   21.66 

第 59 回東海陸上競技選手権大会(8/27.28  

瑞穂) 

▼走幅跳 

渡辺 祥    決 6 位 7.35 +1.6 

▼三段跳 

渡辺 祥    決 2/位 15.13 +0.1 

第 45 回びわスポ記録会(8/28  びわスポ大) 

・男子の部 

▼200m 

松下 隼人   23.57 －0.6 

 



▼走幅跳 

松下 隼人   6.47 +0.6 

・女子の部 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜   2.50 

▼走幅跳 

宮崎 伶菜   4.26 －0.1 

 

天皇賜盃第 85 回日本学生陸上競技対

校選手権大会(日本インカレ・9/2.3.4  

熊谷) 

▼100m 

石田 真也   予 10.64 -0.3 

▼400m 

紀平 直人   予 48.38 

▼1500m 

足立 涼    予 4.00.39 

▼10000mW 

山西 利和   決 優勝 40.38.01 

▼4×100mR 

安藤－石田－牧川－林   

              予 40.49 

▼4×400m 

紀平－新村－岡部－庄司 

          予 3.14.57 

平成 28年度第 6回強化普及記録会(9/3  鴻

ノ池) 

・男子の部 

▼100m 

佐藤 啓太   11.88 －1.5 

▼400m 

眞杉 陸    51.11 

水野 廉也   51.89 

▼110mH 

小野 貴裕   16.04 +1.9 

▼三 段跳 

松下 隼人   14.20 +0.5  PB 

・女子の部  

▼400m 

後藤 加奈   63.61   

第 36回宇治市陸上競技選手権大会(9/4  太

陽が丘) 

・男子の部 

▼100m 

坂口 雄太   11.82 ±0.0 

・女子の部 

▼砲丸投 

福井 優輝   7.92    PB 

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(9/8.9  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 

小原 幹太  予 51.20 

小谷 哲   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 

       予 40.74 

       決 2位 40.40 蒼穹タイ 

▼4×400ｍR 

小谷－小原－茂森－水野 

         3.21.26 

茂森－小谷－水野－小原 

       予 3.22.32 

▼三段跳 

三神 惇志  決 13.64 －1.8 

伊東 悠希  決 NM 

▼円盤投 

大橋 悟   決 33.34 

・女子の部 

▼400m 

小野 萌子  予 62.20 

▼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 

第 97 回日本体育大学陸上競技会(9/10.11  

日体大) 

▼走高跳 

竹田 風馬  決 1.80 

第 23 回関西医歯薬科学生対校陸上競技大

会(9/18  万博) 

▼800m 

田中 達也  決 1.59.37  CB 

▼110mH 

吉川 広祐  16.31  －2.6 

▼400mH 

吉川 広祐  58.98          ♪ 

第 46 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会

(9/18  びわこフィールド) 

・男子の部 

▼100m 

佐藤 啓太  11.98 －1.9 

清水 良輔  12.31 －1.2 

金子 渓人  12.40 －2.3 

▼200m 

清水 良輔  24.12 +0.4 

▼400m 

茂森 勇人  50.69     CB 

眞杉 陸   51.52 

▼400mH 

平田 泰行  57.36     PB 

松井 そら  58.88 

▼5000mW 

秋本 啓太  21.37.06 

高野 圭太  21.47.69 

大本 康平  22.51.13 

海老原 脩  23.38.15 

田中 雄也  23.40.35 

亀田 孝太郎 23.57.12 

▼走幅跳 

福島 快   5.61 +0.7 

▼砲丸投 

金子 渓人  9.37 

▼円盤投 

金子 渓人  29.33 

・女子の部 

▼100m 

完山 聖奈  14.32 －1.4 

▼走幅跳 

完山 聖奈  4.74 +1.8 

平成 28 年度第 4 回奈良市記録会(9/22 鴻

ノ池) 

・男子の部 

▼100m 

石田 真也  Ⅰ10.60  +2.4 

備藤 翼   Ⅰ 11.14 +2.1 

       Ⅱ 11.25 +1.3 

庄司 渓   Ⅰ 11.19 +1.5 

土屋 佑太  Ⅰ 11.23 +1.9 

岡本 和也  Ⅰ 11.24 +1.8 

岡部 龍樹  Ⅰ 11.40 +2.0    PB 

小野 貴裕  Ⅰ 11.59 +1.4 

西脇 友哉  Ⅰ 11.60 +1.8    PB 

清水 良輔  Ⅰ 11.76 +1.9 

森田 悠也  Ⅰ 11.97 +1.1 

豊本 竜希  Ⅰ 12.35 +1.5 

▼200m 

庄司 渓   22.39 ±0.0 

岡本 和也  22.74 ±0.0 

西脇 友哉  23.08 +0.5    PB 

清水 良輔  23.67 +2.8 

▼400m 

岡部 龍樹  49.94 

水野 廉也  51.47 

加藤 陸至  51.49 

豊本 竜希  55.51 

▼110mH 

牧川 真央  15.14 +3.1 

福島 理   15.68 +1.8 

田中 伸幸  15.69 +1.7 

小野 貴裕  15.98 +3.1 

黒瀬 慶   16.06 +1.8 

西田 光治  16.10 +1.8 

平島 敬也  17.02 +3.1 

▼走幅跳 

渡辺 祥   7.35 +1.4 

西村 優汰  6.82 +1.1 



牧川 真央  6.77 －0.4    PB 

小野 貴裕  6.48 －0.1 

南井 航太  6.41 +0.4    PB 

平島 敬也  6.18 +0.6 

松井 そら  6.07 +0.2 

三谷 圭   NM 

石田 真也  NM 

▼砲丸投   

金子 渓人  9.50          PB 

▼円盤投 

金子 渓人  30.10 

・女子の部 

▼100m 

小野 萌子  Ⅰ 13.51 +1.6 CB 

後藤 加奈  Ⅰ 13.89 +2.3 

山中 遥加  Ⅰ 14.12 +3.1 

宮崎 伶菜  Ⅰ 14.35 +2.8 

▼400m 

後藤 加奈  1.04.05 

▼走幅跳 

宮崎 伶菜  3.33 -0.8 

▼砲丸投 

福井 優輝  7.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山中 遥加  1.04.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒼穹ニュース 平成28年度 第5号 

平成28年9月26日発行 

 

       発行所：京都大学体育会陸上競技部 

       編集者：土田侑秀・小柴鷹介・黒瀬慶（副務） 

     特別協力：阿邊啓明・宮垣寛之・山内美佳・秋本啓太・三田村侑紀（学連員） 

               谷口博紀・冨永貴弘（記録係）・清水良輔（HP係） 

    写真担当：五十嵐隆皓・川岸亮平・林玲美  

 

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

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

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

     メールアドレス   roppe.0406@gmail.com（黒瀬） 

http://gold.jaic.org/jaic/icaak/index.htm

