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No.1 



1. 主将・監督挨拶 

主将挨拶 

5 月 10 日から 13 日に行われる、関西インカレトラック＆フィールドの部が

いよいよ目前に迫っております。近年の京都大学陸上競技部における最高得点

である、2014 年の「男女合計 84 点超え」をチーム目標に掲げてから丸一年、

この試合で結果を残すべく、部員一同強い気持ちを持って精進を重ねて参りま

した。 

このチームが今後も関西で、さらには全国で戦っていくステップアップを遂

げるために、この関西インカレは非常に重要な試合と考えております。3 年前

のような、大量得点を見込める大エースが何名もいる状況でなくとも、関西の

上位校の選手に勝負を挑み、そして勝つことが、京都大学陸上競技部が「強い

選手のいる」チームから「強い」チームとなるためには必要です。 

先日 4 月 20 日に行われたロードの部では、柴田(4)が万全ではない状態なが

らも 5 位に食い込み、4 点を獲得することができました。院生も含めたチーム

全員が一つとなり、ここから 84 点を超える得点を積み上げ、新しい京都大学

陸上競技部への第一歩を踏み出して参ります。 

4 日間の長い戦いであり、うち 3 日間が平日開催という日程ではございます

が、蒼穹会の皆様には是非とも長居まで足を運んでいただき、近年最強のチー

ムを創るべく取り組んできた成果をご覧いただければと思っております。ご声

援のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

 

京都大学陸上競技部主将  浅野 智司 

 

監督挨拶 

ついに関西インカレを迎えることになりました。4 月 20 日(木)に行われたロ

ードの部では、柴田(4)が去年からの成長を感じさせる走りで 5 位入賞を果た

し、幸先のいいスタートを切ることができました。 

今回は、男女合わせて 84 点を目指しての戦いになります。事前ランキング

から見ると厳しい目標にも思えますが、この目標は現チーム体制発足当初から

常に掲げてきた目標でありそのために厳しい冬季練習もチーム一丸となって乗

り越えてきました。今大会ではその初心を忘れることなく最後までひたむきに

一つ上の順位を目指していきたいと考えています。今大会は石田(M2)と山西(4)

らランキング上位の選手以外がどこまで結果を残せるかに尽きると思います。 



来年を見据えれば、100ｍ、200m の安藤(3)、三段跳の三神(2)、10000mW

の高野圭(3)ら、3 回生以下の選手にはぜひとも奮闘してほしいところです。ま

た、3000mSC や走幅跳、10000mW といった去年結果の出た種目でも大量得

点を期待できます。 

女子は主将岸本(4)を中心に個々の力を着実に伸ばしてきました。関西女子の

レベルは高く、上位入賞は難しいですが、自分のベストを尽くしてきてほしい

と思っています。 

蒼穹会の皆様には、日頃より多大なるご支援、ご声援を頂き誠にありがとう

ございます。ご多忙とは存じますが、ぜひ競技場にて直接選手へ声をかけてく

ださるとうれしく思います。よろしくお願いします。 

 

京都大学陸上競技部監督 紀平 直人 

 

 

 

 

 

2. 関西インカレロードの部結果 

(4/21  ヤンマーフィールド長居周回コース) 

 

 

ハーフ終了時の対校得点順位 

1 位 京都産業大学 16 点 

2 位 関西学院大学 13 点 

3 位 京都大学   ４点 

4 位 同志社大学  ２点 

１位 奥村　杏平　 京都産業大 1:05:07

２位 坂東　　剛 関西学院大 1:05:42

３位 野中　優志 関西学院大 1:06:01

４位 元木　駿介 京都産業大 1:06:32

５位 柴田　裕平 京都大 1:06:36

６位 久保　拓海　 京都産業大 1:06:42

７位 宇野　幹也　 同志社大 1:06:49

８位 山口　晃平　 関西大 1:06:59

１４位 原田　麟太郎 京都大 1:09:19

１５位 下迫田　啓太 京都大 1:09:30



全種目の口火を切り 4 月 20 日行われたハーフマラソンには、下迫田(M2)、柴田(4)、原田(2)の

3 名が出場した。 

先頭集団は周回コースに入り 1 周目まではゆったりとしたペースになった。柴田と下迫田はこ

こにつけ、原田はその後ろの集団で落ちついて入る。先頭集団はその後ペースアップし、5-

10km が 15 分 10 秒となったところで柴田は先頭から少し離れての単独 4 位、下迫田は 8 位入

賞圏内となる 5 位集団からは遅れをとった。その後も柴田は自分のペースを守り、一時は 3 位

の関学野中と 20 秒弱となるまで詰めた。しかしラスト 2km で足を攣りかけた影響もあって最

後は失速し、1 人に抜かれて 5 位でのゴールとなった。下迫田は 8 位入賞を狙った積極的なレ

ースであったが後半は苦しみ 15 位、後方集団から粘りを見せ前に上がってきた原田が自己ベ

ストを更新して 14 位でゴールした。チーム目標の男女総合 84 点に向け、まずは 4 点を確保で

きた。 

   

左から下迫田(M2)、柴田(4)、原田(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 関西インカレ展望 

～短距離～ 
100m 

石田 真也 (M2) 10.41 

庄司  渓 (4)  10.99 

安藤 滉一 (3)  10.69 

 

ラストシーズンとなる石田。去年は怪我の影

響もあり思うような結果を残せなかったが、

今年は大きな怪我はなく準備を整えてきてい

る。やはり最大の敵は関学の多田になるが、

ここで彼を倒して蒼穹記録の更新、そして優

勝を掴み取ってきて欲しい。庄司は標準突破

期間ギリギリで標準を切るという勝負強さを

見せてくれた。後半の伸びは申し分ないの

で、スタートで出遅れても落ち着いた走りを

して欲しい。準決を狙うのは中々厳しいが、

まずは大舞台を活かしてベストを更新してき

てもらいたい。安藤は個人での関カレは初め

てとなる。今年は 100m のレースの組み立て

に苦戦しているが、そこがはまれば十分に勝

負できる力は持っている。経験豊富な選手で

あり、またベストを更新する走りができれば

上が見えるので、自分の走りをしてきてほし

い。 

 
100m のみならず多種目に出場する石田

(M2)。得点を多くもぎ取ってきてほしい。 

 

200m 

石田 真也 (M2) 21.65 

土屋 佑太 (M1) 21.91 

安藤 滉一 (3)  21.61 

 

石田は順当に進んだ場合、決勝では幅跳びに

加え 8 本目のレースとなりここで勝負強さを

試される。100m よりも苦戦を強いられるこ

とになるだろうが、持ち前のスピードを活か

したレースに期待したい。個人で 20 点獲得

という目標を掲げているので、ぜひそれを決

めてきてもらいたい。土屋は冬から少し足に

異常があったがその中で出場した京カレで怪

我をしてしまい、回復してきているとは言え

不安の残る中での関カレとなる。ベストな走

りができれば決勝も十分に見えてくるので、

何よりも当日までにコンディションをどこま

で整えられるかが問われる。そしてまたレー

ス間に彼を支える周りのサポートも重要にな

る。安藤も多種目での出場となる。京カレで

はベストを更新して A 標を切ってくれた。

200m の方が上手くレースを組み立てること

ができているので、準決勝進出には期待がか

かる。そしてその上の決勝も狙ってきてほし

い。 

 

400m 

紀平 直人 (M1) 47.27 

 

男子 400m には紀平(M1)が出場する。決勝

進出には 47 秒 8 は必要であろう。紀平はこ

の冬、けがや体調不良に苦しみ、思うように

練習が積めていない。しかし、資格記録にお

けるランキングは 6 位であり、決勝進出にむ

けて最大限の努力をして挑む。紀平は相手に

合わせたスピードコントロールを得意として

おり、最も内側である 3 レーンでの出走が有

利に働くだろう。体力面はかなり回復してお

り、短短として培ってきたスプリント力含

め、紀平の地力に期待したい。 

 

110mH 

田中 伸幸 (4) 15.15 

 

男子 110mH には田中伸(4)が出場する。田中

伸は京都インカレ OP で自己記録を更新して



おり調子が良い。決勝進出ラインは日本イン

カレ B 標準(14"35)付近と非常にハイレベル

な試合が予想される。周りの選手に喰らいつ

いて自己記録の更新や 14 秒台はもちろん、

蒼穹記録(14"67)の更新まで期待したい。 

 

400mH 

新村 航輝 (M1) 52.44 

 

男子 400mH には新村(M1)が出場する。新村

は去年の関西インカレで自己記録を更新して

おり関西インカレと相性が良い。決勝進出ラ

インは 51"50 付近が予想される。この冬足首

の違和感や卒論の影響もあり思うように練習

を積めていないが、徐々に復調している。相

性の良い関西インカレの舞台で自己記録の更

新や決勝進出を期待したい。 

 

4×100mR 

石田 真也 (M2)  40.69 

林  大祐 (M2) 

土屋 佑太 (M1) 

庄司 渓  (4) 

林  聖也 (4) 

安藤 滉一 (3) 

 

予選のオーダーは安藤-石田-庄司-林大祐を予

定しており、決勝では状態を見て 4 走を土屋

に変更する可能性もある。まずは確実にバト

ンを繋ぎ予選を通過すること、ここで近大に

先着できればなお良い。そして決勝では関学

や体大を始めとした強豪がおり厳しい勝負に

なることは間違いないが、表彰台を目指して

勝負してきたい。 

 

4×400mR 

庄司 真  (M2)  3.14.57 

紀平 直人 (M1) 

加藤 陸至 (4) 

眞杉 陸  (4) 

安藤 滉一 (3) 

小谷 哲  (2) 

 

走順は未定。5 月第 1 週の試合結果及び紀平

の 400m 予選を踏まえて決定する。ここ数年

決勝のラインが上がっているこの種目。個人

としては上位校には劣るもののメンバー全員

が決勝進出にむけて冬季から練習してきた。

決勝進出には前半から勝負に食らいつくこと

が不可欠であるが、自分の力を最大限に発揮

できるレースをすることを意識する。全員が

完璧に調子を合わせ、意地でも得点する。 

 

女子 400m 

小野 萌子 (3) 60.35 

 

女子 400m には小野(3)が出場する。昨年は

けがにより出場を断念したが、今年は万全の

状態で臨む。この冬、スピード強化を中心に

大きなけがなく順調に練習ができている。決

勝進出には 56 秒台が必要でありかなり厳し

いが、1 つ外側のレーンには 59 秒半ばの選

手がおり、その選手を目標としてレース展開

ができる。当日に向けてしっかり調子を上

げ、59 秒台また A 標準である 59.5 を目指し

チームに勢いをもたらしてほしい。 

 

女子 400mH 

川崎 仁美 (4) 1.06.58 

 

女子 400mH には川崎仁(4)が出場する。川崎

仁は 400mH を始めて 1 ヶ月程度で関西イン

カレ B 標準を突破した。非常に潜在能力が高

く、まだまだ伸び代も大きい。関西インカレ

の大舞台では伸び伸びと走って自己記録の更

新はもちろん、目標の 65 秒切りを期待した

い。 

 

女子 4×400mR 

川崎 仁美 (4)  4.14.80 

岸本 絵理 (4) 

小野 萌子 (3) 

林  玲美 (3) 

後藤 加奈 (2) 

 

メンバーの個人種目との兼ね合いにより出場

を断念することとなった。しかし、出場しな

い分個人種目へ全力を注げるため、出場する

メンバーには個人種目での活躍に期待した

い。 

 

 



～中距離～ 
800m 

友田 浩平  (4)  1.57.29 

土屋 維智彦 (2)  1.54.94 

木村 佑   (1)  1.52.27 

 

今年度の本種目は、飛び抜けた選手はいない

ものの、昨年優勝の同志社木原が残るなど平

均してレベルが高く、決勝進出には 1 分 52

秒前半の実力が必要になると考えられる。決

勝進出は決して簡単ではないが、友田はチー

フとして、そして土屋、木村は次世代のエー

スとして得点を狙う。 

 

1500m 

岡野 颯斗 (M1) 3.52.87 

土田 侑秀 (3)  4.03.57 

木村 佑  (1)  3.57.98 

 

本種目は昨年優勝の大教大森谷と関学 3 人が

強い。岡野は昨年度 3 位に入った実績もあ

り、今年も上位入賞が期待される。中距離エ

ースとしてのプライドを見せられるか。土

田、木村は厳しい戦いが予想されるがとにか

く粘り強く前に食らいつき、決勝進出へのチ

ャンスをうかがうしかない。 

 

女子 800m 

岸本 絵理 (4)  2.17.33 

 

昨年本種目で準決勝に進出した岸本。今年度

の目標はもちろん決勝進出しかない。冬季、

故障もありながらも誰よりも強い気持ちで練

習に取り組んで来た。関西インカレという大

舞台で思う存分実力を発揮してほしい。 

 

女子 1500m 

岸本 絵理  (4)  4.43.58 

増田 茄也子 (3)  4.47.64 

 

本種目は上位層のレベルが高く、得点を取る

には 4 分 30 秒あたりの実力が必要になる。

今年度 1500m にも積極的に取り組んでいる

岸本はまだまだ伸び代がある。京都インカレ

から更にタイムを伸ばせるか。増田はこれか

ら京大中長距離を引っ張る立場として見応え

のあるレースに期待する。 

 

～長距離～ 
5000m 

久米 祐輔 (M1) 14.48.77 

柴田 裕平 (4)  14.27.45 

尾﨑 拓  (4)  14.35.26 

 

この種目は得点が期待できる。昨年 3 位の柴

田は冬場順調に練習を積み、先日行われたハ

ーフでも膝の不安がありながら 5 位でまとめ

てきた。今年も上位入賞したいところ。尾﨑

は大腿部の疲労骨折から復帰して 2 ヶ月ほど

だが、いつも通りの戻りの早さを見せてお

り、得点する力は十分ある。昨年はこの試合

で走れなかった分、今年はその存在感を見せ

てほしい。久米は冬場から好調で、直前には

A 標準に迫る好タイムで自己記録を更新して

きた。展開次第では入賞が狙えるため、3 人

とも勝負にこだわった見所あるレースになる

だろう。 

 

10000m 

下迫田 啓太 (M2) 31.13.34 

柴田 裕平  (4)  29.58.19 

尾﨑 拓   (4)  30.02.43 

 

最終日も終盤にあるこの 10000m でも柴田、

尾﨑で得点を重ねたい。2 人とも 5000m を

走ってからの 2 種目目となり疲労がある中に

はなるが、力通りの走りをすれば確実に点を

取れる。落ち着いたレース運びを期待する。

下迫田はランキング上入賞ラインから少し遠

いが、先日の京都 IC では例年よりも良いシ

ーズン入りを果たしている。いつも通り虎視

眈々と走り、ラスト勝負に持ち込めば入賞も

不可能ではない。一点をもぎとる走りをした

い。 

 

3000mSC 

岡本 和晃 (M2) 9.23.36 

岡野 颯斗 (M1) 9.12.97 

田中 仁  (2)  9.36.95 



 

岡野は昨年 1500m の後に 5 位入賞してお

り、今年も条件は同じになる。冬場は貧血な

どの影響もあり思うような練習がこなせてこ

なかったが、このところ関カレに向けて調子

はうなぎのぼり。今年はこの種目でも表彰台

に乗りたいところだ。岡本は 8 位入賞した一

昨年以来の出場となる。時間をやりくりして

練習を積んできており、未だ健在の勝負強さ

で少しでも点を重ねたい。田中は冬場力をつ

けてきた 1 人で今後の成長も期待される選

手。3000mSC は 1 組で行われるため、少し

でも長く勝負のレースに加わっていきたい。 

 

女子 3000mSC 

岡本 萌巴美 (4) 11.43.19 

 
岡本は 4 年目にして関カレ初出場。昨年この

種目に参入したばかりで経験は浅いが、身長

を活かしたハードリング技術は女子選手の中

において特筆すべきものがある。エントリー

タイムでは最下位だが、幹部学年の意地で少

しでも先頭に近い位置でゴールしてほしい。 

 

～競歩～ 
10000mW 

山西 利和 (4) 39.55.80 

大本 康平 (4) 44.20.09 

高野 圭太 (3) 42.43.01 

 

男子 10000mW には、山西、大本、高野の 3

名が出場する。山西は、単独のレースの中で

も自己記録を更新するような強さを見せた

い。大本は、冬の怪我から状態を戻してき

た。同程度の力の選手の中から如何にして抜

け出すかが鍵となる。高野はこの冬に力をつ

け、20km では関東の選手にも引けを取らな

い結果を出した。同志社の持田と一騎打ちで

2 位を争う。２人とも後半に粘り、勝負所で

勝ち切るレースをしたい。 

 

女子 10000mW 

高野 寬子 (3) 49.37.47 

 

女子 10000mW には高野が出場する。昨年４

位に終わった悔しさを晴らしたい。着実に練

習を積み重ね、十分な力をつけてきている。

１年生に強い選手はいるが、暑さと試合運び

次第では十分に表彰台は見える。虎視眈々と

上位を窺い、粘り強くレースを進めたい。 

 
女子 10000mW に出場する高野(3)。この一

年間の成長を大舞台で見せつけてほしい。 

 

～跳躍～ 
走幅跳 

渡辺 祥  (M2) 7m39 

石田 真也 (M2) 7m29 

本居 和弘 (2)  6m91 

 

今年もレベルの高い試合となっており、事前

ランキングでは 3 人とも得点圏外。しかし渡

辺は冬に独自に練習を組み、大幅ベストへの

自信を覗かせている。石田はまだ踏切の精度

に難があるもののさらに強化されたトップク

ラスの助走スピードは大きな爆発力を秘めて

いる。院生の二人は最後の関西インカレとな

るため上位入賞を果たし有終の美を飾って欲

しい。二回生の本居は初出場でランキング上

は下位であるものの、下克上に気合十分。来

年以降の京大の幅跳びのエースとして上を目

指して頑張って欲しい。 



 
走幅跳と三段跳に出場する渡辺(M2)。走幅跳

では 7m60 超えの大ジャンプを見せることが

できるか。 

三段跳 

渡辺 祥  (M2) 15m26 

伊東 悠希 (3)  14m29 

三神 惇志 (2)  14m63 

 

渡辺は事前ランキングでは 4 位となってい

る。前日の幅跳びの疲労はあるものの、二種

目に出場する経験は豊富であり心配は無用だ

ろう。京都インカレでは調子の良さを見せて

おり、表彰台を目指す。伊東は昨シーズン大

きく記録を伸ばしたもののシーズン後半は怪

我が続き苦しい経験をした。しかしその中で

も練習を積み、怪我も回復に向かっている。

初出場となる関西インカレでさらに成長した

姿を見せてくれるはずだ。三神は 14ｍ後半

を跳びエイトに残るポテンシャルはあるもの

のファールが多いという不安がある。大舞台

であるが硬くならず 1 本目から記録を残せれ

ば、チャンスあり。 

 

走高跳 

竹田 風馬 (4) 1m95 

 
直前の標準切りとなりランキングは最下位で

はあるが、上り調子であり 2ｍのベストを狙

う。昨年よりもさらにレベルの高い試合とな

ったが、2ｍを一本目で跳ぶことが出来れば

得点の可能性もある。 

 

棒高跳 

澤  薫  (4) 4m60 

珍坂 涼太 (4) 4m20 

 

澤は混成を終えた翌日の厳しいコンディショ

ンでの試合となるが、ランキング上は得点を

狙える位置にいる。持ち前の体力を生かして

貪欲に上を目指して欲しい。珍坂は短距離パ

ートの側ら棒高跳も取り組み、去年大きくベ

ストを更新した選手の一人である。今シーズ

ンはまだ本調子とはいかないものの関西イン

カレでは去年を上回るパフォーマンスを期待

したい。 

 

女子走幅跳 

広川 知佳 (2) 5m47 

 

前日の三段跳に引き続きの出場となる。対校

戦のプレッシャーの中で強い選手と一緒に跳

ぶことになるためたくさんの刺激を貰えるだ

ろう。三段の疲労が心配されるが、専門種目

として三段に負けない活躍を見せて欲しい。 

 

女子三段跳 

広川 知佳 (2) 11m45 

 
この冬はほとんど三段の練習をしていなかっ

たにも関わらず、先日は大幅にベストを更新

している。まだ成長途中であるため、さらな

る好記録を期待してよいだろう。初の関西イ

ンカレ、大きく成長する試合にして欲しい。 

 

女子走高跳 

林 玲美 (3) 1m63 

 

先日の京都インカレでは高校二年以来となる

自己ベストタイを跳び絶好調。今までの殻を

破りさらに上の高さを目指せるはず。周りの

強い選手に食らいつき、入賞も狙ってきて欲

しい。 

 

～投擲～ 
ハンマー投 

若園 直樹 (M1) 48m78 

浅野 智司 (4)  43m13 

 



若園は強みのターンの速さに加えて振り切り

の強さも身に付け、4 月に蒼穹新を樹立し関

西インカレ A 標準を突破した。入賞ライン

は 56m 前後となるだろうが、京大史上最強

のハンマー投選手としてさらに技術に磨きを

かけ、関西投擲界に堂々と勝負を挑んでいっ

てほしい。 

冬季はやり投の練習をメインとしていた浅野

だが、ハンマー投でもフォームを大きく見直

し、昨季よりも確実にレベルアップしてい

る。この関西インカレには誰よりも強い想い

を持ってやってきた。パートチーフ、そして

主将として、必ずやビッグスローを魅せる。 

 

 

やり投 

中山 奎吾 (3) 58m40 

 

肘の故障で昨季を棒に振り苦杯を嘗めた中山

が、この関西インカレに照準を合わせて復帰

してきた。肘の不安はなくなったわけではな

いが、59m68 の自己記録はもちろん、

60m50 の蒼穹記録は確実に上回ることので

きる実力を持っており、入賞ラインの目安と

なる 63m も射程圏内にある。ここまで苦し

んできた鬱憤を晴らすような投擲で是非とも

入賞を果たし、復活を示してほしい。 

 

男子円盤投 

大橋 悟 (2) 37m30 

 
大橋は冬を越え、一回りスケールの大きな投

擲を身に付けた。今季はここまでの 3 戦全て

が 37m 前半の記録で安定しているが、練習

では 40m 近く投げたこともある。得点ライ

ンは例年通り 40m を超えたあたりと予想さ

れ、ベストパフォーマンスを見せられれば入

賞も夢物語ではない。初めての関西インカレ

だが臆することなく、彼らしい大きな投擲を

見せて、ブレークスルーを果たす試合として

ほしい。 

 

女子やり投 

中野 水貴 (1) 43m25 

 
1 回生の中野がこの関西インカレで対校戦デ

ビューする。自己記録は 43m25 と実力は十

分で、来年以降の関西インカレや全日本イン

カレで勝負していくべき選手である。受験に

よるブランクを経て、思うような動きができ

ないところもあるが、大学デビュー戦となっ

た 4 月の記録会では 34m35 の蒼穹新をマー

クした。1 回生らしく気負うことのない思い

切った投擲で、堂々とした試合を見せてほし

い。 

 

女子砲丸投 

横山 優花 (3) 10m17 

 
ひとまず関西インカレまでほぼ円盤投のみ練

習している横山だが、冬季を通じてフィジカ

ルアップに取り組んできた。入賞ラインは

13m 前後と厳しい戦いにはなるだろうが、

たとえ練習不足であったとしても、自身の持

つ蒼穹記録 10m17 は更新できる。七大戦で

は優勝が求められる立場として、夏には最低

限 11m は投げられると思えるような結果を

残し、成長を示しておきたい。 

 

 

 

女子円盤投 

横山 優花 (3) 36m80 

 
今年の関西インカレでの表彰台と全日本イン

カレ出場をターゲットに練習を積んできた横

山は、2 月の故障の影響でシーズンインは出

遅れたが、持ち前の練習量で関西インカレに

向けて仕上げている。昨年入賞に届かなかっ

た悔しさを忘れることなく過ごしてきた、こ

の一年間での成長を見せたい。早い段階で入

賞ラインの目安である 37m を大きく超える

投擲を見せてエイトを決め、上位陣と大胆に

勝負する投げをできるような展開に持ち込み

たい。 

～混成～ 
十種競技 

澤 薫 (4) 6168 

 

男子十種競技には澤が出場する。澤は冬に主

に短距離種目の強化に取り組んで来たため、

まずは 100m で PB を出し良い流れをつかん

でほしい。短距離の走力は走幅跳や 400m に

も活きてくるため、こちらでも好記録が狙え

るだろう。また、ランキングでは 10 位と十

分に得点を狙える位置にいるため、男女総合

84 点の目標達成を目指して、なんとしても



得点を取ってほしい。蒼穹記録にも期待した

い。「混成競技は皆さんの応援が本当に力に

なるので多くの声援よろしくお願いしま

す。」(澤より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 関西インカレ日程 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:00 女子 10000mW 決勝

11:10 1,2部 10000mW 決勝

12:10

12:30 女子 400mH 決勝

12:45 2部 400mH 決勝

12:55 1部 400mH 決勝

13:10 女子 200m 決勝

13:20 2部 200m 決勝

13:30 1部 200m 決勝

13:40 女子 800m 決勝

13:50 2部 800m 決勝

14:00 1部 800m 決勝

14:20 2部 10000m 決勝

15:00 1部 10000m 決勝

15:40 女子 七種800m

16:10 女子 5000m 決勝

16:40 女子 4×400mR 決勝

16:50 2部 4×400mR 決勝

17:00 1部 4×400mR 決勝

跳躍競技

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:00 女子 七種走幅跳

13:30 女子 走幅跳 決勝

13:30 1,2部 走高跳 決勝

14:00 1部 棒高跳 決勝

投擲競技

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:20 2部 やり投 決勝

13:00 女子 七種やり投

13:00 女子 砲丸投 決勝

14:30 1部 やり投 決勝

表彰式

競技日程【第五日目】　5月13日〈土〉

トラック競技



5. 京都インカレ結果 

 
第 81 回京都インカレ結果 

(4 月 9 日、10 日 西京極陸上競技場) 

 

男子対校の部 

▼100m       記録  風  備考 

澤  薫  予   10.82  +2.6 

庄司 渓  予   10.87  +2.1 

安藤 滉一 予   10.72  +2.4 

      ７位  10.78  +2.5 

▼200m 

土屋 佑太 予   22.63  +2.6 

庄司 渓  予   22.09  +0.1 

安藤 滉一 予   21.61  +1.1   PB 

      ６位  21.87  +0.3 

▼400m 

加藤 陸至 予   50.26         PB 

小谷  哲 予   50.63 

田中 智也 予   52.11 

▼800m 

友田 浩平 予   1.57.40 

８位  2.03.17 

土屋維智彦 予   1.57.56 

立花 孝裕 予   2.00.49 

▼1500m 

岡野 颯斗 ５位  4.02.52 

久米 祐輔 ８位  4.05.80 

土田 侑秀     4.10.77 

▼5000m 

寶 雄也      15.30.10 

稲垣 達也     15.34.67 

谷川 尚希     15.38.93      PB 

▼10000m 

下迫田 啓太 ５位 31.23.71 

谷口 博紀     31.43.42      PB 

松葉 悠剛     32.07.11 

▼110mH 

小野 貴裕 予   15.29  +0.7   PB 

福島 理  予   15.48  +3.0 

黒瀬 慶  予   15.87  +0.2 

▼400mH 

広兼 浩二朗 予  55.75 

平田 泰行 予   57.45 

川﨑 皓斗 予   58.74 

▼3000mSC 

岡野 颯斗 ２位  9.18.39 

田中 仁  ６位  9.36.95       PB 

長谷川 大智    10.11.05 

▼4×100mR 

安藤・石田・ 

庄司・土屋 優勝  40.69 

▼4×400mR 

小谷・安藤・ 

加藤・庄司 ６位  3.19.10 

▼走高跳 

竹田 風馬     1.85 

平島 敬也     NM 

▼棒高跳 

澤 薫   ４位  4.2 

珍坂 涼太 ６位  3.8 

五十嵐 隆皓    3.4 

▼走幅跳 

石田 真也 ２位  7.25   -0.4 

本居 和弘 ６位  6.91   +1.7 

小野 貴裕     6.35   -1.0 

▼三段跳 

渡辺 祥  ２位  14.98  +2.0 

伊東 悠希 ８位  14.14  +3.0 

三神 惇志     14.01  +2.4 

▼円盤投 

大橋 悟      37.09 

平島 敬也     28.88 

▼やり投げ 

中山 奎吾     53.27 

松井 そら     44.71 

▼ハンマー投げ 

若園 直樹     45.98 

浅野 智司     38.67 

三谷 圭      NM 

 

 

女子対校の部 

▼100m 

川崎 仁美 予   12.95  +3.3 

菅野 紗希 予   13.20  +2.7 

小野 萌子 予   13.22  +2.3 

▼200m 

小野 萌子 予   27.19  +0.7   PB 

後藤 加奈 予   27.40  +0.6   PB 

菅野 紗希 予   27.61  -0.1   UB 

▼400m 

小野 萌子 予   61.72 

後藤 加奈 予   62.07         UB 

▼800m 

岸本 絵理 ４位  2.18.72 

▼1500m 

岸本 絵理 ６位  4.43.58        PB 

▼5000m 



増田 茄也子    19.17.83 

▼100mH 

川崎 仁美 ８位  16.36  +0.7 

▼400mH 

川崎 仁美 ６位  1.06.58 

▼3000CS 

岡本 萌巴美 ７位 11.44.79 

▼走高跳 

林 玲美  ３位  1.63        蒼穹新 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜 ３位  2.40 

▼走幅跳 

広川 知佳 ６位  5.27   +2.1 

公認  5.15   +1.8 

宮崎 伶菜     4.33   +1.6 

▼三段跳 

広川 知佳 ５位  11.64  +3.5 

公認  11.03  +1.4 

▼円盤投 

横山 優花 ２位  35.89 

福井 優輝 ７位  21.88         PB 

▼砲丸投 

横山 優花 ６位  9.83 

福井 優輝     7.98 

▼ハンマー投げ 

横山 優花 ６位  29.22         PB 

 

 

オープンの部 

 

▼400m 

庄司 真      51.16 

眞杉 陸      51.22 

▼110mH 

田中 伸幸     15.15  +0.5   PB 

▼走幅跳 

林 大祐      6.53   +0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 記録会等の結果 
 

 

個人戦・記録会 

(H29.1.21~H29.5.2) 

第 12 回風伝説駅伝(1/22 武庫川河川敷) 

総合 18km 

4 位 京都大学 A    56.00 

6 位 京都大学大学院  56.23 

京都大学 B    60.00 

京都大学 C    63.13 

1 区 3km 

下迫田 啓太   8.52 

谷口 博紀    8.58 

渡邊 康介    9.30 

足立 大宜    10.18 

2 区 3km 

柴田 裕平    8.48  区間賞 

寶  雄也    9.21 

小柴 鷹介    9.43 

清水 秀広    9.52 

3 区 3km 

稲垣 達也    9.33 手元 9.29 

長谷川 大智   9.45 手元 9.41 

大下 拓真    10.13 

大前 晃一    10.32 手元 9.52 

4 区 3km 

川井 拓哉    9.23 

増田 茄也子   11.09 手元 11.48 

岡本 萌巴美   12.08 

渡邊 駿     9.28 

5 区 3km 

田中 仁     9.32 

我妻 総     9.45 

渡邊 康介    9.45 

足立 大宜    10.42 

6 区 3km 

柴田 裕平    9.21 

岡本 和晃    9.24 

谷川 尚希    9.34 

清水 秀広    10.00 

和歌山陸上競技協会競歩大会(1/22 紀三井

寺公園) 

▼10000mW 

田中 雄也       47.11.88 

第 66 回別府大分毎日マラソン(2/5 別府～

大分コース) 

▼マラソン 

渡邊 駿        2.38.01 

第 71 回兵庫県郡市区対抗駅伝(2/5 加古川

河川敷) 

1 区 10km 

柴田 裕平    29.50 3 部区間賞 

4 区 8.195 ㎞ 

大前 晃一    27.03 

2017 有田みかん海道マラソン(2/12 有田み

かん海道) 

▼10km 

谷口 博紀       ２位 33.53 

第 62 回草津市駅伝競走大会(2/12 BKC) 

1 区 3.6km 

岡本 和晃    10.35  区間賞 

4 区 3.2km 

森田 大地    10.37 

5 区 3.2km 

足立 大宜    10.21 

第 100 回日本陸上競技選手大会 20km 競歩

(2/19 六甲アイランド甲南大学周回コース) 

▼20kmW 

山西 利和  ３位   1.19.03  PB 

蒼穹新 関西学生新 

高野 圭太       1.25.48   PB 

▼女子 20kmW 

高野 寛子       1.45.21   PB 

第 25 回 2017 おきなわマラソン(2/19 沖縄

県総合公園発着コース) 

▼マラソン 

中井 一宏       3.35.52 

森田 大地       3.42.25 

見鳥 大樹       4.17.35 

宮崎 奨之       4.23.15 

京都マラソン 2017(2/19 西京極～平安神宮

コース) 

▼マラソン 

松葉 悠剛    ４位 2.30.51 

我妻 総     2.54.56 ネット 2.46.08 

第 20 回日本学生ハーフマラソン選手権大会

(3/5 立川駐屯地、昭和記念公園) 

▼ハーフマラソン 

柴田 裕平       1.08.51 

原田 麟太郎      1.09.20 自身初

谷口 博紀       1.10.00 自身初

足立 大宜       1.22.50 自身初 

第 2 回学連競技会(3/13,14 ヤンマーフィー

ルド長居) 

男子 

▼100m 

石田 真也       10.82 -1.4 

澤  薫        11.22 -2.3 



庄司 渓        11.28 -1.5 

土屋 佑太       11.28 -0.8 

庄司 真        11.62 -1.2 

林 聖也        11.62 -0.3 

岡本 和也       11.81 -1.5 

珍坂 涼太       11.93 -0.3 

坂口 雄太       12.08 -0.8 

▼200m 

石田 真也       21.65 +1.6 

庄司 渓        22.40 +3.2 

岡部 龍樹       22.85 +3.0 

小谷 哲        23.12 +3.3 

岡本 和也       23.14 +2.3 

▼400m 

安藤 滉一       50.02  大学初 

小谷 哲        50.17 

加藤 陸至       50.45    PB 

田中 智也       50.56    UB 

眞杉 陸        51.01 

庄司 真        51.49 

水野 廉也       51.75 

紀平 直人       52.13 

▼800m 

友田 浩平       1.58.91 

土屋 維智彦      1.59.08 

立花 孝裕       2.00.42 

▼1500m 

久米 祐輔       4.03.87 

土田 侑秀       4.08.48 

友田 浩平       4.09.10 

岡野 颯斗       4.16.95 

平中 章貴       4.24.59 

糠谷 充孝       4.33.55 

足立 大宜       4.47.79 

▼5000m 

久米 祐輔       15.12.96 

岡本 和晃       15.27.19  PB 

下迫田 啓太      15.33.69 

谷川 尚希       15.53.08  PB 

田中 仁        15.57.51 

長谷川 大智      16.07.33 

大前 晃一       16.13.01 

川井 拓哉       16.18.08 

潮﨑 羽        16.30.69  PB 

小柴 鷹介       16.40.32 

大下 拓真       16.42.64  PB 

清水 秀広       16.55.67 

足立 大宜       18.03.98 

▼110mH 

福島 理        15.56  +4.0 

黒瀬 慶        15.73  +4.2 

小野 貴裕       15.79 +1.9 UB 

吉川 広祐       16.20 +3.4 

田中 伸幸       16.39 +4.0 

平島 敬也       16.55 +3.3 

▼400mH 

長﨑 裕貴       59.26 

平田 泰行       59.65 

小林 直礼       67.31  自身初 

▼3000mSC 

岡本 和晃       9.37.18 

田中 仁        10.01.20 

▼4×400mR 

小谷･安藤･眞杉･加藤   3.24.34 

水野･田中智･土屋維･紀平 3.28.19 

▼走高跳 

竹田 風馬       1.85 

▼棒高跳 

珍坂 涼太       3.8 

平島 敬也       3.4     PB 

▼走幅跳 

石田 真也       7.05 +1.5 

本居 和弘       6.75 +1.6 

澤  薫        6.45 +1.8 

南井 航太       6.23 +4.6 

▼三段跳 

三神 惇志       13.87 +0.8 

▼円盤投 

大橋 悟        37.28    PB 

▼ハンマー投 

浅野 智司       38.33 

三谷 圭        24.40  自身初 

 

女子 

▼100m 

小野 萌子       13.51 -0.9 

川崎 仁美       13.53 -0.8 

菅野 紗希       13.63 -0.8 

▼200m 

小野 萌子       27.46 +4.5 

後藤 加奈       27.81 +5.1 

▼400m 

後藤 加奈       62.30 

▼800m 

岸本 絵理       2.20.23 

▼1500m 

岸本 絵理       4.46.51 自身初 

▼400mH 

川崎 仁美       68.36  大学初 

▼3000mSC 



岡本 萌巴美      11.43.19  PB 

▼4×400mR 

川崎･小野･岸本･後藤   4.14.80 

▼棒高跳 

宮崎 伶菜       2.4 

▼走幅跳 

広川 知佳       5.36 +3.2 

宮崎 伶菜       4.34 +2.3 

▼円盤投 

横山 優花       33.52 

▼ハンマー投 

横山 優花       26.95 

第 6 回大阪体育大学競技会(3/18 浪商学園

陸上競技場) 

▼砲丸投 

金子 渓人       9.93    PB 

▼円盤投 

金子 渓人       29.49 

第 24 回東京大学陸上競技会(3/18,19 東京

大学陸上競技場) 

▼走高跳 

竹田 風馬       1.86 

第 41 回全日本競歩能美大会併催第 11 回日

本学生 20km 競歩選手権大会(3/19 能美市営

20km コース) 

▼20kmW 

山西 利和    ５位 1.21.23    

アジア選手権 4 位 学生 4 位 

大本 康平       1.32.38 

田中 雄也       1.33.02   PB 

亀田 孝太郎      1.41.09 自身初 

第 9 回大阪体育大学中長距離競技会(3/25 

浪商学園陸上競技場) 

友田 浩平       1.59.13 

岡野 颯斗       2.05.03 

第 47 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会(3/26 

びわこフィールド) 

小谷 哲        50.41 

第 7 回奈良市記録会(3/28 鴻池) 

男子 

▼100m 

安藤 滉一       11.28 -1.1 

林  聖也       11.30 +1.5 PB 

林  大祐       11.44 -1.2 

平島 敬也       11.59 +1.9 

珍坂 涼太       11.77 ±0.0 

岡本 和也       11.90 -2.3 

▼200m 

石田 真也       21.96 +0.1 

安藤 滉一       22.18  +0.1 

▼400m 

庄司 真        50.33 

眞杉 陸        50.72 

田中 智也       51.53 

小原 幹太       51.80 

加藤 陸至       51.99 

神先 宏樹       53.41 

▼110mH 

田中 伸幸       15.88 -3.1 

福島 理        16.05 -3.1 

吉川 広祐       16.49 ±0.0 

黒瀬 慶        16.50 ±0.0 

▼走高跳 

竹田 風馬       1.85 

▼走幅跳 

石田 真也       7.09 -0.3 

林 大祐        NM ±0.0 

▼三段跳 

伊東 悠希       NM ±0.0 

▼円盤投 

平島 敬也       24.19    PB 

澤  薫        NM 

▼やり投 

中山 奎吾       58.40 

浅野 智司       52.45    PB 

 

女子 

▼400m 

後藤 加奈       62.29 

▼円盤投 

横山 優花       33.89 

福井 優輝       20.00  自身初 

▼砲丸投 

横山 優花       9.81 

福井 優輝       8.16 

第 3 回北和記録会(3/30 鴻池) 

男子 

▼100m 

Ⅰ石田 真也      10.78 -2.0 

安藤 滉一      11.26 -2.8 

坂口 雄太      12.10 -2.2 

西脇 友哉      12.11 -2.2 

Ⅱ石田 真也      10.76 -2.7 

安藤 滉一      11.16 -2.7 

西脇 友哉      11.66 +2.8 

坂口 雄太      11.95 -0.1 

▼200m 

安藤 滉一       22.03 +1.1 

清水 良輔       24.46 -1.9 

▼110mH 



Ⅰ田中 伸幸      15.49 +2.3 

Ⅱ田中 伸幸      15.63 -1.0 

▼400mH 

川﨑 皓斗       58.15 

水野 廉也       64.01  自身初 

▼走高跳 

Ⅰ竹田 風馬      1.89 

Ⅱ竹田 風馬      1.86 

▼棒高跳 

Ⅰ珍坂 涼太      3.8 

Ⅱ珍坂 涼太      NM 

▼走幅跳 

石田 真也       7.29 -1.2 

本居 和弘       6.66 +0.6 

小野 貴裕       6.42 0.2 

南井 航太       6.24 ±0.0 

▼やり投 

浅野 智司       55.26    PB 

 

女子 

▼200m 

小野 萌子       27.70 +0.3 

▼円盤投 

横山 優花       34.35 

▼砲丸投 

横山 優花       9.83 

第 4 回北和記録会(3/31 鴻池) 

男子 

▼100m 

Ⅰ庄司  渓      11.16 +0.8 

林  大祐      11.25 +0.7 

眞杉 陸       11.71 ±0.0 UB 

坂口 雄太      11.95 +0.9 

西脇 友哉      12.15 +0.9 

Ⅱ庄司  渓      11.28 +0.3 

坂口 雄太      11.85 +1.3 

▼200m 

庄司  渓       22.43 +0.3 

清水 良輔       24.44 -0.2 

▼400m 

眞杉 陸        51.53 

▼400mH 

水野 廉也       61.98    PB 

▼走幅跳 

小野 貴裕       6.42 +0.4 

林  大祐       NM ±0.0 

▼円盤投 

大橋 悟        37.30    PB 

 

女子 

▼100m 

Ⅰ菅野 紗希      13.71 +1.3 

兵庫インカレ(OP)(4/3 ベイコム) 

男子オープン 

▼10000m 

原田 麟太郎      33.04.71 自身初 

川井 拓哉       33.24.88 

大前 晃一       34.02.96 自身初 

▼3000mSC 

岡本 和晃       9.40.51 

田中 仁        9.56.37   UB 

稲垣 達也       10.05.63 

長谷川 大智      10.14.31 

▼10000mW 

亀田 孝太郎      47.30.30   PB 

 

女子オープン 

▼10000mW 

高野 寛子       53.33.91 

大阪インカレ(OP)(4/5,6 ヤンマーフィールド

長居) 

男子オープン 

▼十種競技 

平島 敬也       5273     PB 

11.37(+0.0)5.31(-1.8)8.53 1.75 53.06 

16.63(+0.6)27.24 3.40 39.11 5.24.14 

五十嵐 隆皓      4779 

12.21(+0.5)5.36(+2.0)8.04 1.70 55.44 

16.89(+0.6)24.22 3.40 33.12 5.23.18 

金子 渓人       DNF 

11.88(+0.6)5.41(-1.4)9.83 1.45 54.20 

16.50(+1.1)以降棄権 

澤  薫        DNF 

10.84(+0.5)6.65(-1.0)8.43 1.65 50.36 

16.67(+1.1)以降棄権 

第１回京都陸協記録会(4/8 西京極) 

男子 

▼100m 

坂口 雄太       11.82 -0.2 

▼400m 

水野 廉也       51.80 

▼1500m 

平中 章貴       4.21.99 

▼5000m 

柴田 裕平       14.27.45   PB 

第１回滋賀高校記録会(4/9 皇子山) 

▼ハンマー投 

若園 直樹       47.13    PB 

兵庫春季記録会(4/9 神戸ユニバー) 

▼3000mSC 

岡本 和晃       9.44.08 



第 62 回大阪三大学対校陸上競技大会

(OP)(4/15 金岡) 

男子オープン 

▼100m 

庄司 渓        10.99 +0.5 PB 

清水 良輔       12.07 +0.3 

▼200m 

庄司 渓        21.80 +2.1 

▼400m 

庄司 真        50.74 

▼800m 

友田 浩平       1.57.29 

立花 孝裕       1.57.72   PB 

土屋 維智彦      1.58.13 

土田 侑秀       1.58.58   PB 

田中 達也       1.59.02   UB 

永岡 源太郎      2.02.42 

川岸 亮平       2.04.63   PB 

平中 章貴       2.05.54 

▼110mH 

福島 理        15.69 +0.3 

▼400mH 

広兼 浩二朗      56.84 

▼走高跳 

竹田 風馬       1.95     PB 

▼走幅跳 

南井 航太       6.09 +1.0 

 

女子オープン 

▼400m 

後藤 加奈       1.00.53 

▼三段跳 

広川 知佳       11.45 +0.4 

平成 29 年度第 1 回京都産業大学長距離競技

会(4/15 京産大) 

▼1500m 

河村 一輝       4.41.16 

▼5000m 

久米 祐輔       14.48.77   PB 

岡本 和晃       15.18.24   PB 

潮﨑 羽        16.03.37   PB 

大下 拓真       16.03.98   PB 

小柴 鷹介       16.25.53 

清水 秀広       17.20.01 

第 3 回強化・普及記録会(4/15 鴻池) 

▼400m 

眞杉 陸        51.84 

第 1 回大体大競技会(4/15 大体大) 

▼110mH 

田中 伸幸       15.68 -2.2 

▼400mH 

川﨑 皓斗       58.38 

第 1 回中京大学土曜記録会(4/15 中京大) 

▼走幅跳 

渡辺 祥        7.18 ±0.0 

▼ハンマー投 

若園 直樹       48.78 PB 蒼穹新 

第 1 回和歌山陸上競技協会(4/15,16 紀三井

寺) 

▼棒高跳 

珍坂 涼太       NM 

▼走幅跳 

小野 貴裕       6.20 +1.3 

▼やり投 

浅野 智司       54.04 

長野マラソン(4/16 長野運動公園発長野オ

リンピックスタジアム着コース) 

▼マラソン 

寶 雄也        2.52.40   PB 

第 2 回京都陸協記録会(4/23 西京極) 

男子 

▼100m 

林  大祐       11.18 -0.5 

坂口 雄太       11.92 -1.6 

▼5000m 

松葉 悠剛       15.35.52 

谷川 尚希       15.49.99 

渡邊 康介       16.07.31 

 

女子 

▼800m 

岸本 絵理       2.21.18 

第 1 回奈良市記録会(4/23 鴻池) 

男子 

▼100m 

Ⅰ林  聖也      11.36 +0.2 

平島 敬也      11.40 +0.1 

渡辺 祥       11.68 -2.1 

南井 航太       11.73 +0.4 PB 

清水 良輔       11.85 +1.3 

Ⅱ平島 敬也      11.36 +2.0 PB 

林  聖也      11.37 +1.3 

▼200m 

渡辺 祥        22.73 +2.4 

清水 良輔       23.75 +2.4 

▼400m 

水野 廉也       51.48 

▼1500m 

岡野 颯斗       4.06.16 

川岸 亮平       4.25.01 



▼走幅跳 

南井 航太       6.29 +2.7 

平島 敬也       6.03 +3.0 

▼やり投 

中山 奎吾       55.67 

 

女子 

▼やり投 

中野 水貴       34.35 蒼穹新 

大学初 

第 80 回東京選手権(4/29,30 夢の島、駒沢

オリンピック) 

▼走高跳 

竹田 風馬       1.80 

▼三段跳 

伊東 悠希       13.23 +3.0 
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