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1. 長距離 PC・監督挨拶 

長距離パートチーフ挨拶 

晩秋の候、陽だまりが恋しい季節となってまいりました。皆様におかれましてはご健勝に

お過ごしのことと存じます。 

さて、来る 11 月 18 日（土）、7 時 45 分より久美浜浜公園を出走し、七竜峠や名所天橋

立、さらに終着点である宮津市役所を目指す全長 84.4km、丹後大学駅伝第 79 回関西学生

対校駅伝競走大会が開催されます。関西学生の頂上を争うこの大会で我々京都大学の目指

す順位は 6 位です。 

昨年は関西学院大学の欠場もあって 3 位を目標とし、前半は順調だったものの後半失速

して 6 位、今年の 6 月に行われた全日本大学駅伝選考会においても主力の不発もあり 7 位

に沈んでいます。数年前の、間違いなく史上最強と謳われたメンバーも徐々に減っていく中、

今後も関西の舞台では苦戦を強いられることが容易に予想されます。今回も優勝を争うで

あろう関学大、立命館、京産大に加え、続く関西大や大経大にも実力では差をつけられてい

ます。しかしそれらの 5 チームに勝てずとも終盤までは拮抗し、入賞圏内、来年の全日本大

学駅伝選考会のシード権が与えられる 6 位を必ずや獲得したいと考えております。 

今年のチームはメンバー8 人が 4 回生以上と、過去を見渡す限りでもほとんど例を見ない

非常に経験豊富な構成となっています。しかも、その大半がこの秋シーズンに入って自己ベ

ストを次々と更新しており、勢いの面でも最高の状態にあると自負しています。実力が並ん

でおり当日 6 位を争うであろう龍谷大、近畿大には必ず先着し、選手として出場する、しな

い関係なくチーム一丸となってここ 5 年続いている入賞をさらに更新いたします。蒼穹会

の皆様におかれましてはご多忙のことと存じますが、沿道でご声援いただけましたら幸い

でございます。 

京都大学陸上競技部長距離パートチーフ 柴田 裕平 

監督挨拶 

来る、11 月 18 日（土）。関西学生駅伝が丹後の地にて行われます。 

今年の長距離パートは苦しい時も多かったものの、みなここまでよく頑張ってきました。

６月の全日本大学駅伝予選会で味わった悔しさを晴らすべく関西の強豪に挑みます。 

丹後に向けての記録会でベストを出した選手も多く、チーム全体の調子は確実に上向い

ていると思います。後は、全員が力を出し切れば目標である 6 位、さらにはその上位以上と

いう結果も狙えます。当日は交通の便が悪く、また寒い中での応援となると思われますが、

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 紀平 直人 



 

2. 関西学生駅伝要綱 

第 79 回関西学生対校駅伝競走大会 

平成 29 年 11 月 18 日(土) 午前 7 時 45 分スタート 

 
※第 3,4,5 中継所で 15 分以上、第 6,7 中継所で 10 分以上先頭から遅れたチームを対象に

繰り上げ出発が行われます。繰り上げ出発の場合は白と黒のストライプのタスキでスター

トします。 

 

 

【出場校】 

 

立命館大学 

京都産業大学 

関西大学 

大阪経済大学 

大阪体育大学 

京都大学 

龍谷大学 

近畿大学 

神戸大学 

大阪大学 

 

 

 

 

 

関西学院大学 

同志社大学 

佛教大学 

びわこ学院大学 

大阪学院大学 

奈良学園大学 

甲南大学 

京都教育大学 

兵庫県立大学 

大阪教育大学 

大阪市立大学 

大阪府立大学 

 
 

 

 



 

 

 

【出場選手紹介】 
＊公式オーダー発表前に区間情報の漏えいがないようくれぐれもお気を付けくださ

い。 

(タイムは自己ベスト) 

1 区(9.0km)  岡野 颯斗  (M1) 5000m:14.36.13 10000m:31.47.68 

 

2 区(8.0km)  稲垣 達也  (M1) 5000m:14.56.40 10000m:31.01.66 

 

3 区(7.0km)  岡本 和晃  (M2) 5000m:15.16.53 10000m:31.37.64 

 

4 区(9.8km)  下迫田 啓太 (M2) 5000m:14.37.54 10000m:30.45.51 

 

5 区(12.3km)  柴田 裕平  (4)  5000m:14.27.15 10000m:29.58.19 

 

6 区(13.3km)  松葉 悠剛  (M2) 5000m:15.04.04 10000m:31.23.16 

 

7 区(13.3km)  尾崎 拓   (4)  5000m:14.35.26 10000m:30.02.43 

 

8 区(11.7km)  久米 祐輔  (M1) 5000m:14.48.77 10000m:30.57.59 

 

※追記：5 区の柴田と 7 区の尾崎が入れ替わる可能性あり 

 

【展望】 

1 区 

昨年この 1 区で区間賞を獲得した岡野。この秋には 1500m で全カレ A 標準を突破するな

ど勢いがあり、その後は駅伝に備えて距離を踏みながら昨年より長くなったこの区間に備

えてきた。展開によっては苦戦を強いられることも予想されるが、なんといっても駅伝の流

れを大きく左右するスタートダッシュである。関西 6 位に向け絶好の位置で襷を渡したい。 

 

2 区 

2 区も昨年と同じく稲垣が走る。秋には 2 年ぶりに 5000m、10000m で自己ベストを更新

しており、昨年は 1 位で岡野からもらった襷を 2 位で中継したが、今年はそれ以上の走り

が見込める。距離は短くなっているが勝負所はやはり後半の急な上り坂である。山登りの強

さに定評のある彼にはもってこいのこのコースで大暴れしてほしい。 

 

3 区 

2 区とは逆に山を下る、全区間中最短 7km のこの 3 区は岡本が担当する。これまでの競技

人生は 3000mSC 中心であり、トラックから出てこなかった彼が最初にして最後の丹後の



舞台に挑む。夏場からこのコースを走ることを想定しており、下りやその後の平地を走る練

習を繰り返してきた。調子が上がらない中でもベストを更新してきており、5000m の実力

は 14 分台とみてよい。例年苦戦するこの区間で他大との競り合いに期待したい。 

 

4 区 

3 年連続の 4 区を任されたのは下迫田。司法試験に向けた準備もある中でこの秋に大きく自

己ベストを更新しており、1 回生伊勢予選から様々な対校戦に出場してきた彼も最後の学年

にして過去最強と言える状態に仕上げてきた。距離が長く力の求められる後半区間に向け

ても慣れ親しんだこのコースで前半区間を締めくくり、引退に花を添えたい。 

 

5 区 

昨年から最長区間ではなくなったものの、後半の滑り出し、駅伝の流れに大きく関わる区間

として関西エース級のランナーが集まるこの 5 区には柴田を配置する。昨秋は期待されな

がらも関西学生駅伝では区間 8 位、全日本でも実力を発揮できないなど低調に終わり、今

年も思うような結果が出せず苦しんだ。1 年間チーフとしてチームを引っ張ってきて最後と

なる節目のこの大会で今度こそ結果を残したい。 

 

6 区 

全区間中 7 区と並び最長 13.3km、後半 2km には厳しい上り坂の待ち受けるこの 6 区を走

るのは最終学年 M2 にして初出場の松葉。昨年 1 年間はチームから離れていながらも今年

になり復帰し、5000m、10000m では見事に自己記録を更新した。この区間の長さ、特徴か

らも実力はもちろん、一人でも淡々と走ることが要求される難しい区間であるが、ペースに

気を付け第 6 中継ではライバル校に先着したい。 

 

7 区 

5 区に同じくエース級ランナーの集う 7 区には 4 回生尾﨑で上位校にくらいつく。この大

会では過去出場の 3 回とも好走しており、今年の夏以降は一時調子を落としたものの秋に

入り見事立て直しを見せてきた。前半は下り基調、後半は単調な平地とリズムを刻んで走る

彼にはうってつけのコースであり、区間賞も視野にライバル校への大幅リードを確保して

最終区へ繋げたい。 

 

8 区 

最終8区はM1の久米で勝負を決める。10月中は研究のためタンザニアに渡航していたが、

練習を維持するのが難しい環境でも時間を見つけて走り込んでこの駅伝に備えてきた。年

を追うごとに安定感も増してきており、確実に走り、かつラスト勝負になっても競り勝てる

人材としてこのアンカーはまさにうってつけであろう。昨年後半失速した悔しい思いを今



年 6 位のゴールテープを切ることで晴らしたい。 

 

 

 

 

 

 

【コースマップ】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 京阪神新人戦の結果 
 

第 53 回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 

第 23 回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 
 

(2017/11/03 山城総合運動公園陸上競技場) 

男子総合結果 

1 位 京都大学 140 点 

2 位 大阪大学 121 点 

3 位 神戸大学  93 点 

 

女子総合結果 

1 位 神戸大学 38 点 

2 位 大阪大学 37 点 

3 位 京都大学 24 点 

 

 

 

・男子対校の部 
 

▼100ｍ（-1.1） 

加藤 寿昂  10.98 2位 

小野 貴裕  11.09 4位 

▼200ｍ（-1.3） 

小谷 哲   22.43 2位   CB 

加藤 寿昂  22.73 6位 

▼400ｍ 

浅井 良   48.81 2位     CB 

小原 幹太  49.15 4位     PB 

▼800ｍ 

土屋維智彦  1.54.85 1位 

木村 佑   1.55.27 2位 

▼1500ｍ 

清原 陸   4.02.57 1位 

平中 章貴  4.11.70 3位    PB 

▼5000ｍ 

原田麟太郎  15.12.86 3位 

久田 雅人  15.25.19 5位   CB 

▼110ｍH（-0.8） 

小野 貴裕  15.37 1位 

吉川 広祐  15.77 4位   PB 

▼400ｍH 

長谷川 隼  55.88 3位 

平野 亘   56.50 4位   CB 

▼4×100ｍR 

平島－小野－小谷－加藤 

  41.82  1位 

▼4×400ｍR 

小谷－浅井－田中－小原 

  3.14.44 2位 

 

▼走高跳 

吉川 樹  1.86 3位    CB 

平島 敬也 1.65 6位 

▼棒高跳 

平島 敬也  4.00 3位 

松井 そら  2.80 5位 

▼走幅跳  

本居 和弘  6.58 -0.3 3位 

南井 航太  6.39 -0.4 4位 



▼三段跳 

三神 惇志  14.52 ±0.0 1位 

松井 そら  13.13 -1.3   5位 ♪ 

▼砲丸投  

松井 そら  9.84 2位   

平島 敬也  8.30 6位 

▼ハンマー投 

三谷 圭   39.42 1位  PB 

大橋 悟   32.46 2位   

▼円盤投 

大橋 悟   39.29 1位 

平島 敬也  31.27 3位 

▼やり投 

澤田 剛  49.47 1位 

松井 そら 47.99 2位 

 

・女子対校の部 
 

▼100ｍ（-1.4） 

川崎 仁美  13.30 3位 

小野 萌子  13.33 4位 

▼400ｍ 

小野 萌子  1.00.03  3位 

後藤 加奈  1.00.90  4位 

▼800ｍ 

川崎 仁美  2.24.10  1位    PB 

安藤 百香  2.24.10  1位  ♪ 

▼3000ｍ 

安藤 百香  11.45.90  5位  ♪ 

▼100ｍH（-0.7）   

川崎 仁美  16.25 3位    CB 

花房柚衣香  19.05 5位 

▼4×100ｍR 

花房－小野－後藤－林 

  52.70 3位 

▼走高跳 

林 玲美   1.66 2位    

花房柚衣香  1.20 5位    ♪ 

▼走幅跳  

林 玲美   4.53 -1.2 4位 

小野 萌子  4.03 -1.3 6位 ♪ 

▼砲丸投  

横山 優花  10.49 2位   

中野 水貴  9.08  4位   PB 

▼やり投 

中野 水貴  43.56 ２位 PB 蒼穹新 

横山 優花  29.25 ４位 

 

・オープンの部 
 

〇男子 

▼100ｍ 

坂口 雄太  11.66 +0.1 

▼400ｍ 

水野 廉也  51.41        

▼800ｍ 

飯田 駿介  2.17.38       CB 

▼110ｍH   

田中 伸幸  15.36 -0.5 

長﨑 裕貴  17.09  -0.7 

▼400ｍH 

長﨑 裕貴  59.45  

▼4×400ｍR 

安藤－石田－浅野－庄司 

  3.26.12 

〇女子 

▼4×100ｍR 

宮崎－広川－川崎－菅野 

51.66 

▼円盤投 

横山 優花  35.00 

▼砲丸投 

福井 優輝  8.36 

▼ハンマー投 

横山 優花  29.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 記録会等の結果 

(9/15～11/10) 
 

平成 29年度第 4回奈良市記録会（9/23 鴻

ノ池） 

・男子の部 

▼100m 

土屋 佑太  11.14 -0.9 

加藤 寿昂  11.16 -0.1 

紀平 直人  11.21 -2.0 

備藤 翼   11.50 -0.9 

岡本 和也  11.68 -0.9 

平島 敬也  11.77 -2.0 

珍坂 涼太  11.80 -1.2 

坂口 雄太  11.96 -1.2 

西脇 友哉  12.07 -0.4 

芦田 開   12.39 -1.1 

数多 伸紀  12.78 -2.0 

▼200m 

紀平 直人  22.03 +1.3 

林  大祐  22.22 +1.3 

梶原 隆真  23.22 -0.4 

岡本 和也  23.45 +1.2 

西脇 友哉  23.66 +1.3 

▼400m 

田中 智也  50.04     PB 

眞杉 陸   50.35 

▼走高跳 

五十嵐 隆皓 1.75 

平島 敬也  1.70 

▼走幅跳 

横山 寛樹  NM 

▼円盤投 

平島 敬也  32.77     PB 

金子 渓人  NM 

▼砲丸投 

金子 渓人  10.04 

▼やり投 

澤田 剛   45.84     ♪ 

松井 そら  43.84 

藤田 歩   41.70     PB 

 

・女子の部 

▼100m 

後藤 加奈  14.01 -2.1 

▼200m 

後藤 加奈  28.35 -0.2 

▼4×100mR 

川崎－小野－後藤－林 玲美 

        52.04 

▼砲丸投 

中野 水貴  8.06 

▼やり投 

中野 水貴  43.10 CB 蒼穹新 

 

平成 29 年度第 5 回京都産業大学長距離競

技会(9/23  京産大) 

▼800m 

友田 浩平  1.56.68 

田中 達也  1.58.60 

立花 孝裕  2.02.68 

▼1500m 

土田 侑秀  4.01.90 

宇佐美 岳良 4.23.84   CB 

▼5000m 

下迫田 啓太 14.37.54     PB 

稲垣 達也  14.56.40     PB 

松葉 悠剛  15.04.04     PB 

岡本 和晃  15.16.53     PB 

久田 雅人  15.46.20   ♪ 

津吉 順平  18.45.04 

▼1500m 

上島 ほのか 5.03.22      PB 

 

平成 29 年度第 6 回京都陸協記録会(8/4.5  

万博記念陸上競技場) 

▼100m 

梶原 隆真  11.73 -0.6 

平田 泰行  11.81 -1.1 

▼400mH 

平田 泰行  58.11  

川﨑 皓斗  1.00.60 

▼棒高跳 

平島 敬也  4.00      PB 



珍坂 涼太  NM 

▼円盤投 

金子 渓人  33.58 

平島 敬也  33.34     PB 

 

第 258 回日本体育大学長距離競技会(9/23  

日体大) 

▼1500m 

岡野 颯斗   3.48.43   PB  蒼穹新 

 

第 4 回滋賀陸上競技協会記録会(9/24  布

引運動公園) 

▼ハンマー投 

三谷 圭   NM 

 

第 72 回国民体育大会えひめ国体(10/6～10 

愛媛県総合運動公園陸上競技場) 

▼10000mW 

山西 利和 決 40.58.20 3位  

 

平成 29年度第 5回奈良市記録会(10/9  鴻

ノ池) 

・男子の部 

▼100m 

坂口 雄太  11.64 -0.2 

南井 航太  11.65 ±0.0  PB 

福島 理   12.00 +0.3 

清水 利宇  12.03 -0.3 

芦田 開   12.26 -1.1 

黒瀬 慶   12.51 -0.8 

▼400m 

飯田 駿介  1.00.21     ♪  

▼110mH 

吉川 広祐    15.78 -0.1 

福島 理   16.04 -0.4 

黒瀬 慶   16.90 -0.4 

大和 祐己  17.24 -0.4 

▼走幅跳 

南井 航太  6.13 +2.4 

    認定 NM 

横山 寛樹  6.11 +0.5   PB 

・女子の部 

▼100m 

横山 優花    15.04 +1.7 

▼円盤投 

横山 優花  34.45 

 

2017 年兵庫陸上競技秋季記録会(10/14.15  

ユニバー) 

▼800m 

岡本 郁翔  2.05.90 

 

平成 29 年度大阪陸協長距離第 1 回記録会

(10/15  ヤンマースタジアム) 

▼5000m 

山下 弘輝  16.23.57 

清水 秀広  16.25.02  PB 

津吉 順平  17.37.85  PB 

▼10000m 

下迫田 啓太 30.15.51  PB 

稲垣 達也  31.01.66  PB 

松葉 悠剛  31.23.16  PB 

岡本 和晃  31.37.64  PB 

岡野 颯斗  32.11.65 

渡邊 康介  32.20.92  ♪ 

寶 雄也   32.25.92 

長谷川 大智 32.30.59 

川井 拓哉  32.55.60 

谷川 尚希  33.43.42  PB 

原田 麟太郎 DNF 

 

2017年第 3回宇治市記録会(10/21  太陽ヶ

丘) 

▼100ｍ 

備藤 翼   11.30 +1.6 

坂口 雄太  11.68 +1.6 

加藤 陸至  12.04 +1.6    ♪ 

 

第 70回新潟県縦断駅伝 2017(10/21.22  妙

高市新潟市間) 

▼17区 12.1km 

原田 麟太郎 38.20 

 

2017関西学生陸上競技種目別選手権大会兼

第 39 回関西学生混成選手権大会(10/17～

20  ヤンマーフィールド長居) 



・男子の部 

▼100m 

安藤 滉一  予 11.09 ±0.0 

加藤 寿昂  予 11.20 -0.5 

小野 貴裕  予 11.26 -1.1 

土屋 佑太  予 11.28 -0.5 

珍坂 涼太  予 11.49 ±0.0 

岡本 和也  予 11.60 -0.2 

坂口 雄太  予 11.69 -0.6 

▼200m 

澤  薫   予 21.86 +1.9 

       準 21.88 +0.3 

安藤 滉一  予 21.90 +2.3 

       準 21.88 +0.9 

紀平 直人  予 22.28 +1.0 

西脇 友哉  予 22.97 +0.7   PB 

▼400m 

紀平 直人  予 49.50 

       準 48.79 

浅井 良   予 49.67 

       準 50.07 

小谷 哲   予 49.62 

小原 幹太  予 49.88 

田中 智也  予 50.82 

水野 廉也  予 51.60 

▼800m 

土屋 維智彦 予 1.58.85 

       準 1.57.95 

       B決 1.54.10 

田中 達也  予 1.58.92 

       準 2.01.66 

▼1500m 

清原 陸   予 4.00.38 

       決 4.02.09 6位 

平中 章貴  予 4.15.46 

宇佐美 岳良 予 4.21.16    CB 

▼110mH 

田中 伸幸  予 15.38 -0.2 

       準 15.17 +1.2 

福島 理   予 15.63 -0.5 

▼400mH   

五十嵐 隆皓 予 55.75 

       準 58.70 

長谷川 隼  予 56.26 

中野 克哉  予 57.50 

新村 航輝  予 57.77 

平田 泰行  予 58.93 

▼3000mSC 

岡本 和晃  タ決 9.26.45 

土田 侑秀  タ決 9.47.26 

▼10000mW 

大本 康平  決 47.14.87 

▼4×400m 

小谷－紀平－浅井－小原 

       予  3.15.29 

       B決 3.12.11 

平野－水野－田中智－平田 

       予  3.25.45 

▼三段跳 

三神 惇志  予 14.67 +0.6 

       決 14.55 +2.6 

       公認 14.38 +0.3 

伊東 悠希  予 NM 

▼円盤投 

大橋 悟   予 39.04 

       決 NM 

▼ハンマー投 

浅野 智司  予 40.54 

▼やり投 

中山 奎吾  予 52.99 

▼十種競技 

五十嵐 隆皓 決 5051 

11.94(-0.3) 5.97(-0.7) 7.84 1.80 51.44 

16.34 23.52 NM 32.50 4.35.89 

・女子の部 

▼100m 

菅野 紗希  予 13.94 -0.2 

▼200m 

小野 萌子  予 27.28 +3.8 

▼400m 

後藤 加奈  予 1.02.53 

▼5000mW 

高野 寛子  決 24.52.33 3位 CB 

▼走高跳 

林 玲美   決 1.50 

▼棒高跳 



宮崎 伶菜  決 2.40 

▼三段跳 

広川 知佳  予 11.02 +0.7 

▼砲丸投 

横山 優花  決 10.66 

▼ハンマー投 

横山 優花  決 28.92 

▼やり投 

中野 水貴  予 41.03 

▼七種競技 

川崎 仁美  決 DNF 

16.02(+2.2) 1.40 7.46 DNF 以降棄権 

 

第 33回 U20日本陸上競技選手権大会(10/20

～22  パロマ瑞穂) 

▼800ｍ 

木村 佑   予 1.55.68 

 

第 56 回全日本 50 ㎞競歩高畠大会兼ジャカ

ルタ 2018 アジア競技大会競歩日本代表選

手選考競技大会(10/22  高畠) 

▼10kmW 

亀田 孝太郎 決 45.55 

▼20kmW 

亀田 孝太郎 決 1.36.37  PB 

 

第 101 回日本陸上競技選手権リレー競技大

会(10/27  日産スタジアム) 

▼4×100mR 

安藤－石田－土屋－澤 

              予 41.06 

 

第 5 回大体大記録会兼第 1 回混成競技会

(11/4.5  大体大) 

▼110mH 

黒瀬 慶   16.59 ±0.0 

▼十種競技 

澤  薫   5974 

10.98(-0.2) 6.33(+1.9) 9.09 1.60 51.07 

16.71(+1.2) 27.40 4.10 39.60 4.46.70 

五十嵐 隆皓 5225 

11.87(-1.0) 6.20(+1.2) 8.19 1.85 52.09 

16.17(+0.4) 24.64 NM 35.96 4.38.31 

金子 渓人  4743 PB 

12.03(-1.0) 5.15(-0.7) 10.57 1.50 55.70 

17.72(+0.4) 32.30 2.80 32.57 5.10.38 

珍坂 涼太  4623  ♪ 

11.45(0.0) 5.41(+1.0) 6.54 1.60 54.15 

19.10(+2.6) 19.44 4.00 30.77 5.28.51 

広兼 浩二朗 4465  ♪ 

11.52(-1.0) 5.77(+1.5) 7.55 1.60 51.33 

16.40(+0.4) 21.39 NM NM 4.47.10 

▼七種競技 

川崎 仁美  3979  ♪ 

16.30(-0.2) 1.40 7.43 26.86(+3.3)  

4.74(+2.9) 28.76 2.24.53 

宮崎 伶菜  2806 

19.19(+1.3) 1.25 5.97 29.59(+3.0) 

4.41(+1.9) 22.17 2.41.22 

菅野 紗希  2406  ♪ 

20.05(+0.7) 1.15 5.24 28.36(+3.3)  

3.81(-1.2) 15.32 2.42.06 
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