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1. 監督挨拶・長距離パートチーフ挨拶 

 

監督挨拶 

去る、11 月 17 日、丹後半島にて関西学生駅伝が行われました。今回は、ランキングを覆

しての６位を目標に挑みましたが、結果として８位に終わりました。来年もまた伊勢予選は

記録審査から出場を争うことになりました。 

ただ今回は、1～3 回生もいい走りを見せてくれた試合であり、希望の見える試合となり

ました。また、12 月 2 日に行われた京都駅伝では昨年敗れた同志社大に勝利し、４位を勝

ち取りました。ここではＡチームだけでなく、Ｂチームもいい走りを見せてくれました。今

の長距離パートは実力は拮抗しており競争が起こる良い環境ではありますが、上を目指す

うえでは今のレベルで拮抗している場合ではありません。全員が強くなるという気持ちを

持ち、切磋琢磨して互いを高めあい、15 分半前後でなく、15 分前後で争いが起こるような

チームになってもらいたいと思います。 

京都駅伝も終了し、全パート冬季練習に入り来シーズンに向けて頑張っています。来年の

関西インカレや伊勢予選、七大戦も厳しい戦いが予想されます。だからこそ、日々自分に向

き合い、自分の限界を越えていって欲しいと思います。私は本年をもって監督を退任致しま

すが、これからはＯＢとしてチームを見守っていきたいと思います。 

蒼穹会の皆様には日頃からご支援、ご声援を賜りまして本当にありがとうございます。 

来季以降も今後とも変わらぬご支援、ご声援のほどを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 

 

前長距離パートチーフ挨拶 

本年中は格別のお引き立てを賜り、誠に有難く御礼申し上げます。 

さて、去る 11 月 17 日に行われました関西学生駅伝において、京都大学は 6 位を目指し

ておりましたが、大阪経済大学、関西大学にわずかに及ばず 8 位という結果に終わりまし

た。 

昨年 5 位であった龍谷大学が 4 位、9 位であったびわこ学院大学が 5 位になったように、

現在関西長距離界の勢力図は明らかに変わってきています。 

昨年と同じ 8 位ではありますが、京都大学が以前と比べて力を落としていることには変

わりはありません。 

しかし、昨年チームの主力であった多くの M2 の先輩方が抜けた後、その穴を埋めようと

やってきた選手たちが力をつけ始めてきてもいます。 

メンバーの一人一人がもっと上の視点を持ち、日々成長していくことができれば、龍谷大



学、びわこ学院大学のようにチームとして大きく成長していくことも可能であると信じて

います。 

来年度はそれらの大学ともとわたりあえるようなチームにできるよう、今後とも一同精

進していきます。 

最後になりましたが、今年度も長い間ご支援、ご声援頂いたことを、この場をお借りして

感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。 

京都大学陸上競技部長距離パートチーフ 長谷川 大智 

 

新長距離パートチーフ挨拶 

今年の長距離パートの総決算といえる関西学生駅伝、そして代替わりした長距離パート

として初の対校戦である京都駅伝が先日行われました。ご多忙の中駆けつけてくださった

皆様、遠方から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。 

 さて、京都駅伝では、A チームは同志社大学 A に、B チームは同志社大学 B に勝つとい

う目標を達成することができました。内容に目を向けても、各個人が自分の力を十分に発揮

し、駅伝として理想といえる試合になったと感じられます。多くの選手が大学で初めての駅

伝であったこともあり、チーム全体として非常によい経験を積めたといえます。 

 しかし、近年力をつけている龍谷大学には大きく差をつけられてしまう結果となりまし

た。京大がこうした大学へ追いつき関西上位へ返り咲くためには、これから始まる冬季練習

で意識改革を行い、大きく力を伸ばさなくてはなりません。特に今回 B チームを走った選

手たちが切磋琢磨することで、チームの主力級に成長することができれば、来年には大きく

成長した京大の姿をお見せできると考えております。 

 蒼穹会の皆様におかれましては、日頃より多大なるご支援・ご協力をいただき、誠に感謝

しております。結果でお返しできるよう、チーム一同精進してまいりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

京都大学陸上競技部長距離パートチーフ 原田 麟太郎 

  



2. 関西学生駅伝結果 

第 80 回関西学生対校駅伝競走大会 

（11 月 17 日 丹後地方コース） 

 

 

•NSR:区間新記録 New Sect. Record 

 

 

 

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区 第8区
9.0km 7.7km 7.0km 9.8km 12.3km 13.3km 13.3km 11.7km

高畑　祐樹 吉岡　遼人 森　太一 原田　裕作 辻村　公佑 今井　崇人 前川　紘導 小岩　慎治
(1) 27:11 (1) 53:03 (1) 1:12:50 (1) 1:43:18 (1) 2:20:12 (1) 3:00:55 (1) 3:41:00 (1) 4:16:00
(1) 27:11 (1) 26:02 (4) 20:36 (1) 30:28 (2) 36:54 (2) 40:43 (2) 40:05 (1) 35:00 NSR

藤岡　勇貴 川田　信 川島　貴哉 藤井　大輔 石井　優樹 板東　剛 藪野　正大 沖見　史哉
(5) 27:55 (4) 53:05 (4) 1:13:29 (2) 1:44:17 (2) 2:20:48 (2) 3:01:22 (2) 3:42:42 (2) 4:19:57 
(5) 27:55 (3) 25:10 (2) 20:24 (2) 30:48 (1) 36:31  (1) 40:34 (4) 41:20 (7) 37:15 

浦田　昴生 坂口　博基 北澤　涼雅 市川　佳孝 日下　聖也 西川　和希 上坂　優太 宮下　朝光
(3) 27:30 (3) 53:01 (3) 1:13:23 (3) 1:44:25 (3) 2:22:57 (4) 3:05:34 (3) 3:45:04 (3) 4:22:01
(3) 27:30 (7) 25:31 (1) 20:22 (4) 31:02 (6) 38:32  (6) 42:37 (1) 39:30 (5) 36:57

勝下　裕貴 中田　湧人 武村　知浩 奥田　凌平 片山　俊希 中川　元弥 冨田　直樹 村上　成聖
(4) 27:35 (8) 53:45 (6) 1:14:28 (6) 1:44:25 (5) 2:24:17 (5) 3:06:12 (5) 3:47:10 (4) 4:24:01
(4) 27:35 (12) 26:10 (6) 20:43 (4) 31:02 (3) 38:07  (4) 41:55 (3) 40:58 (4) 36:51

杉岡　洸樹 大崎　陸斗 長谷川　達也 湯川　達矢 小松原　遊波 今西　洸斗 井上　亮真 岩本　直樹
(9) 28:05 (6) 53:31 (5) 1:14:10 (5) 1:45:29 (6) 2:24:33 (3) 3:05:29 (4) 3:46:54 (5) 4:24:34 
(9) 28:05 (6) 25:26 (5) 20:39 (5) 31:19 (9) 39:04  (3) 40:56 (5) 41:25 (11) 37:40 

古井　雅也 塚本　裕也 酒上　真太朗 西村　和真 福井　智也 山口　祐太 内山　優弥 伊吹　崚汰
(10) 28:08 (2) 52:50 (2) 1:13:21 (4) 1:44:50 (4) 2:23:28 (6) 3:07:48 (6) 3:50:08 (6) 4:26:25
(10) 28:08 (1) 24:42 (3) 20:31 (6) 31:29 (8) 38:38 (13) 44:20 (9) 42:20 (2) 36:17 
小柳　太郎 笹部　力 村田　龍哉 筒井　涼太 土肥　祐貴 坊池　一真 中村　祐介 藤家　大介
(12) 28:15 (12) 54:19 (10) 1:15:26 (10) 1:47:51 (8) 2:26:11 (7) 3:09:07 (7) 3:50:41 (7) 4:27:40
(12) 28:15 (11) 26:04 (8) 21:07 (10) 32:25 (4) 38:20  (7) 42:56 (6) 41:34 (6) 36:59
岡野　颯斗 足立　舜 尾﨑　拓 久米　祐輔 柴田　裕平 稲垣　達也 原田　麟太郎 久田　雅人
(11) 28:11 (10) 54:08 (12) 1 :15 :26 (9) 1 :47 :36 (7) 2 :26 :01 (8) 3 :09 :08 (8) 3 :51 :16 (8) 4 :27 :45 
(11) 28:11 (10) 25:57 (16) 21:43 (8) 31:45 (5) 38:25 (8) 43:07 (8) 42:08 (3) 36:29
吉野　駆流 大坂　祐輝 川戸　一真 一色　恒輝 尾田　一翔 笠島　龍二 三浦　尚也 藤本　雄飛
(6) 27:57 (5) 53:17 (7) 1:14:42 (8) 1:47:20 (12) 2:27:45 (9) 3:11:15 (9) 3:53:54 (9) 4:31:16 
(6) 27:57 (5) 25:20 (11) 21:25 (112) 32:28 (13) 40:25 (9) 43:30 (11) 42:39 (8) 37:22 

奥田　健太 帶島　滉生 相澤　遼 塩見　圭史 西　慶一郎 樫山　直生 岸本　克佳 中筋　千尋
(7) 27:59 (15) 55:17 (16) 1:17:02 (14) 1:49:27 (13) 2:29:09 (11) 3:11:41 (10) 3:54:26 (10) 4:32:42
(7) 27:59 (17) 27:18 (17) 21:45 (10) 32:25 (12) 39:42  (5) 42:32 (12) 42:45 (13) 38:16

山田　光希 高橋　和也 田中　拓真 地行　聡一郎　 中山　雄太 重岡　慶彦 石竹　大裕 花木　亮太朗
(2) 27:30 (9) 54:06 (11) 1:15:30 (7) 1:46:29 (10) 2:26:59 (10) 3:11:19 (11) 3:55:00 (11) 4:33:31
(2) 27:30 (14) 26:36 (10) 21:24 (3) 30:59 (14) 40:30 (13) 44:20 (14) 43:41 (14) 38:31

河合　翔太 亀鷹　大輝 金藤　拓巳 前田　大悟 福田　純一 大谷　和也 今井　康亮 上田　真也
(14) 28:30 (11) 54:34 (9) 1:15:21 (12) 1:48:17 (11) 2:27:34 (12) 3:12:19 (12) 3:56:08 (12) 4:33:43
(14) 28:30 (8) 25:42 (9) 21:09 (13) 32:56 (11) 39:17 (16) 44:45 (17) 43:49 (10) 37:35 

小田原　健太 原田　敬宏 生田　怜大 宮本　涼平 藤本　啓 小西　孝太 藤田　透伍 古満　敬
(8) 28:00 (14) 54:34 (13) 1:16:07 (11) 1:48:15 (9) 2:26:49 (13) 3:12:59 (13) 3:56:42 (13) 4:35:50 
(8) 28:00 (13) 26:34 (13) 21:33 (9) 32:08 (7) 38:34 (18) 46:10 (15) 43:43 (16) 39:08 

熱田　賢哉 西本　賢良 廣瀬　凌 箕西　洸一 野崎　光祐 松久　亮介 山口　和輝 西村　優斗
(20) 29:07 (18) 56:03 (17) 1:17:41 (17) 1:51:20 (17) 2:32:41 (16) 3:16:14 (16) 3:58:43 (14) 4:36:39
(20) 29:07 (15) 28:05 (15) 21:38 (15) 33:39 (19) 41:21 (10) 43:33 (10) 42:29 (12) 37:56
桂　翔太 田上　雄士 松井　悠真 根本　夏生 佐久間　啓 平井　大誠 矢田　絢介 若江　亮平

(16) 28:34 (19) 56:39 (18) 1:18:14 (16) 1:51:16 (15) 2:30:30 (14) 3:14:32 (15) 3:58:26 (15) 4:37:16
(16) 28:34 (20) 28:05 (14) 21:35 (14) 33:02 (19) 39:14 (11) 44:02 (18) 43:54 (15) 38:50
佐藤　樹 岡村　樹 吉村　直人 松井　大雅 道田　勇樹 中西　将貴 斎藤　光明 濱石　真

(17) 28:39 (13) 54:33 (14) 1:16:27 (15) 1:50:33 (16) 2:31:38 (15) 3:16:03 (14) 3:58:26 (16) 4:37:16
(17) 28:39 (9) 25:54 (18) 21:54 (18) 34:06 (16) 41:05 (15) 44:25 (7) 42:00 (17) 39:33
水畑　樹 白鬚　一翔 林　幸佑 村本　直樹 永見　太一 河野　脩司 横川　和輝 清水　祥吾

(18) 28:40 (16) 55:51 (19) 1:18:21 (18) 1:52:10 (18) 2:33:28 (18) 3:17:36 (18) 4:01:23 (17) 4:41:00
(18) 28:40 (16) 27:11 (19) 22:30 (16) 33:49 (18) 41:18 (12) 44:08 (16) 43:47 (18) 39:37 
小原　秀斗 横山　翔 秦　駿介 坂本　泰輔 岡　晃己 兵頭　喜基 横山　聡志 河本　拓樹
(13) 28:17 (7) 53:36 (8) 1:15:06 (13) 1:49:10 (14) 2:29:56 (17) 3:17:01 (17) 4:00:19 (18) 4:41:53
(13) 28:17 (4) 25:19 (12) 21:30 (17) 34:04 (15) 40:46 (21) 47:05 (13) 43:18 (22) 41:34
坂本　洸朔 鹿嶋　悠真 森谷　公亮 土肥　優扶馬 瀬古　優太 稲数　浩也 後藤田　信太郎 池中　貴史
(15) 28:32 (17) 55:59 (15) 1:15:06 (19) 1:52:48 (19) 2:35:04 (19) 3:21:59 (20) 4:08:19 (19) 4:45:48 
(15) 28:32 (18) 27:27 (7) 20:49 (22) 36:00 (121) 42:16 (19) 46:55 (22) 46:20 (9) 37:30
矢守　志穏 北村　優吾　 伏本　カーディン 稲葉　丈人 三木　康裕 田中　大樹 平松　晃輝 山名　貴大
(22) 30:01 (21) 58:15 (21) 1:20:55 (21) 1:55:28 (20) 2:36:45 (20) 3:23:46 (19) 4:08:00 (20) 4:48:48
(22) 30:01 (21) 28:14 (20) 22:40 (20) 34:33 (17) 41:17 (20) 47:01 (19) 44:14 (21) 40:48
久冨　優太 西坂　友希 嵐　健太 小澤　一郎 清水　快樹 中嶋　利騎 三上　堅吾 若松　和伸
(21) 29:27 (20) 57:23 (20) 1:20:48 (20) 1:55:20 (21) 2:37:52 (21) 3:23:56 (21) 4:09:35 (21) 4:49:43
(21) 29:27 (19) 27:56 (22) 23:25 (19) 34:32 (22) 43:32 (17) 46:04 (21) 45:39 (20) 40:08
山口　大樹 梅原　和希 森　瑛斗 柳瀬　涼介 山中　晴登 三上　純 高岸　信策 平井　敦也
(19) 28:45 (22) 58:36 (22) 1:21:49 (22) 1:56:49 (22) 2:38:16 (22) 3:25:45 (22) 4:10:47 (22) 4:50:31
(19) 28:45 (22) 29:51 (21) 23:13 (21) 35:00 (20) 41:27 (22) 47:29 (20) 45:02 (19) 39:44

龍谷大

大阪経済大4:26:256

びわこ学院大4:24:345

順位 記録 大学

4:16:00 立命館大1

10 4:32:42

4:19:57

4

4:31:16

3

7

関西学院大

4:22:01 京都産業大

大阪体育大

11 4:33:31 同志社大

大阪大

9

4:27:40 関西大

8 4:27:45 京都大

4:24:01

2

12 4:33:43 大阪学院大

13 4:35:50 甲南大

20

4:36:39

4:37:16

4:37:36

4:41:00

4:41:53

4:45:49

4:48:48

14

15

16

17

18

19

大阪市立大

佛教大

神戸大

奈良学園大

兵庫県立大

近畿大

大阪教育大

21 4:49:43 大阪府立大

22 京都教育大4:50:31



3. 関西学生駅伝詳細 

 

1 区  9.0km  岡野 颯斗 (M2)   28 分 11 秒(区間 11 位・通過 11 位) 

丹後大学駅伝、今年の 1 区も M2 の岡野が務めた。29 分 06 の自己記録を持つ立命館の

高畑を中心にレースは進むと思われたが、集団で最初の 1000m は 3.06 と、比較的スロー

なレース展開となった。4 キロすぎくらいで集団が動き出したあたりからペース変動につい

ていけず非常に苦しいレースとなった。ライバル校である関西大学、大阪経済大学、びわこ

学院大学の選手とはかなり近い位置で襷を渡すことは出来たが、2 区には初の大学駅伝とな

る足立が控えていたため、もう少し余裕を持って走ることの出来る位置で渡したかったと

ころだ。 

2 区 7.7km  足立 舜 (1)    25 分 57 秒(区間 10 位・通過 10 位) 

2 区を走ったのは 1 回生の足立。11 位で襷を受け取り、近畿大･関西大･甲南大と集団を

形成して 4.5 キロ付近まで走る。勝負所であるラスト 2 キロからの上り坂で減速し、近畿大

に大きく差をつけられる。また、前を走る同志社大との差を詰めきることができずに襷を 3

区尾﨑に渡す。目標とする 6 位との差を 14 秒から 37 秒に広げられ、3 区以降に苦しい戦

いを強いる走りとなった。 

3 区 7.0km    尾﨑 拓 (M1)     21 分 43 秒(区間 16 位・通過 12 位) 

３区を走ったのは大学院１回生の尾﨑。６位から３０秒差の１０位と前を追うには絶好

の位置で襷を受け取る。前半は同志社大学・大阪学院大学・関西大学と並走するが、後半失

速し１２位と順位を落としてしまう。区間順位は１６位と後半区間の負担を大きくする走

りになってしまった。 

4 区 9.8km  久米 祐輔 (M2)     31 分 45 秒(区間 8 位・通過 9 位) 

4 区を任されたのは M2 の久米。中継所をスタートした直後は強い向かい風と雨に見舞

われる中、前方にいた近畿大学を 3km 過ぎに、大阪学院大学を 5km 手前で追い抜き、目

標となる関西大学を 7km 過ぎで逆転。8 位にいた大阪体育大学との差を縮め、5 区柴田に

襷を繋いだ。平坦かつ前チームとの位置を確認しやすい 5 区の柴田が走りやすい位置で襷

を繋ぐ最低限の仕事は出来たが、一方で関西大学とは差を広げられず、かつ 6 位以上のチ

ームとは離される結果となってしまった。 

5 区 12.3km  柴田 裕平 (M1)   38 分 25 秒(区間 5 位・通過 7 位) 

5 区の柴田は目標の 6 位とは 1 分半ほど開いた 9 位で襷を受け取る。前を行く大体大、

同大までは順調に捉えたが、その先がなかなか見えてこない。そんな中、15 秒後ろから来

ていた関大土肥に中間点で追いつかれてしまう。そこから 5 キロほど小競り合いが続くが、

互いに前半で消耗したためかペースが上がらず前を追えない。ラスト 1 キロ手前から柴田

がスパートを仕掛けると土肥はついてこられず、10 秒の差をつけて 6 区稲垣に中継した。

順位を 2 つあげたものの、その前にいた 6 位びわ学との差をあまり詰められず、個人とし

ても区間 5 位と悔しい結果となった。 



6 区 13.3km    稲垣 達也 (M2)   43 分 07 秒(区間 8 位・通過 8 位) 

6 区を走ったのは M2・稲垣。8 位・関大から先行すること 10 秒で襷を受け取った。6 位・

びわこ学院大とは 1 分 30 秒ほど差が開いており、実質関大および第 8 中継所での繰り上げ

時間を意識したレースとなった。1km までは 2 分 55 秒を切るペースで入り一時的に関大

との差を広げたものの、3km を過ぎて捕まりそこから並走した。順位や繰り上げを考える

とお互いに前を追いたい状況ではあったが、向かい風やハイペースで入った影響でペース

を上げられず、結局第 6 中継所まで並走することとなった。最後はスパートの差で関大か

ら 1 秒遅れで 7 区・原田へ襷を渡した。1 位・立命館大とも差を大きく広げられ、他大のエ

ースらとの力の差を感じるレースとなった。 

7 区 13.3km  原田 麟太郎 (3)  42 分 08 秒(区間 8 位・通過 8 位) 

7 区を走ったのは初出場となる三回生の原田。7 位・関西大とほぼ同時にスタートし、競

り合いながら前を追いたかったが、序盤の下りで相手のハイペースに引き離されてしまう。

結局 6 位・大経大との差はわずかに詰まったものの、前半の差が最後まで響き後半ペース

を落とした関西大に追いつくことはできなかった。また繰上げスタートにより 8 区に襷を

繋ぐことができず、実力不足を痛感させられるレースとなった。 

8 区 11.7km    久田 雅人 (2)     36 分 29 秒(区間 3 位・通過８位) 

8区を走るのは 2回生久田。第 7中継所では京大と呼ばれ、スタートラインに並ぶが、惜

しくも繰り上げのピストルが鳴った。1キロ付近で繰り上げタイムが16秒だと伝えられる。

2キロ付近で 7位関大に追いつくも、そこからは並走することしかできない。ラスト 3キロ

で仕掛け、関大より 11秒速くゴールするも、繰り上げであることから無念の 8位。目標で

ある 6位には離されてしまっており、力不足を感じさせるレースとなった。 

  



4. 京都学生駅伝結果 

第 85 回京都学生駅伝競走大会（12 月 2 日 京都洛北コース） 

 

 

 

 

 

 

 

5. 京都学生駅伝詳細 

A チーム 

1 区 8.1km  久田 雅人 (2)   25 分 00 秒(区間 6 位・通過 6 位) 

１区を走るのは、2 回生の久田。スタートから先頭集団についていくが、3km 手前で立命

館の選手がペースを上げたため、離されてしまう。そのまま京都教育の選手と競り合いなが

ら中継所まで走った。他大のエースとの力差を感じるレースとなった。 

2 区 5.2km    柴田 裕平 (M1)  15 分 21 秒(区間 4 位・通過 4 位) 

今大会屈指のスピード区間となった 2 区には M1 の柴田。オープン参加含めて 8 チーム

に先行されており、先頭の立命館と龍谷は見えない。前半から積極的に飛ばして京教、龍谷

B、京産 B の 3 チームは 2km までに捉え、さらに前との差を詰める。しかし 3km 付近か

らその勢いにもかげりが見え、中継時は 30 秒以上の差があった同志社と立命館 B に 3 秒

差まで迫って以降なかなか追いつけない。4km 付近でようやくその 2 チームを捉えたが、

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区
8.1km 5.2km 8.1km 5.2km 6.6km 7.2km

小岩　慎治 楠　大輝 辻村　公佑　 西川　諒 原田　裕作 森　太一
(1) 24:08 (1) 39:28 (1) 1:03:19 (1) 1:19:07 (1) 1:38:36 (1) 2:00:39
(1) 24:08 (3) 15:20 (1) 23:51 (1) 15:48 (1) 19:29 NSR (2) 22:03

浦田　昴生 宮下　朝光 上坂　優太 市川　佳孝 稲垣　雄二 西川　和希
(4) 24:32 (3) 39:48 (2) 1:03:44 (2) 1:19:14 (2) 1:39:06 (2) 2:00:48
(4) 24:32 (2) 15:16 (2) 23:56 (1) 15:30 (2) 19:52 (1) 21:42

冨田　直樹 中川　元弥 悟道　勇輔 武村　知浩 村上　成聖 中田　湧人
(2) 24:16 (2) 39:30 (3) 1:04:43 (3) 1:20:40 (3) 1:41:32 (3) 2:03:50
(2) 24:16 (1) 15:14 (4) 25:13 (3) 15:57 (4) 20:52 (3) 22:18

久田　雅人 柴田　裕平 原田　麟太郎 清水　厚佑 足立　舜 潮崎　羽
(6) 25:00 (4) 40:21 (4) 1 :05:24 (4) 1 :21:35 (4) 1 :42:10 (4) 2 :05:29
(6) 25:00 (4) 15:21 (3) 25:03 (4) 16:11 (3) 20:35 (4) 23:19

地行　聡一郎 重岡　慶彦 高橋　和也 田中　拓真 中山　雄太 石竹　大裕
(3) 24:28 (5) 40:25 (5) 1:05:58 (5) 1:23:33 (5) 1:44:08 (5) 2:07:51
(3) 24:28 (5) 15:57 (3) 25:33 (6) 16:35 (6) 21:35 (5) 23:43

山口　大樹 三上　純 山中　晴登 高岸　信策 柳瀬　涼介 平井　敦也
(5) 24:57 (6) 41:10 (6) 1:07:35 (6) 1:24:29 (7) 1:46:24 (6) 2:10:46
(5) 24:57 (7) 16:13 (6) 26:25 (7) 16:54 (7) 21:55 (6) 24:22

松久　亮介 廣瀬　凌 西村　優斗 西本　賢良 熱田　賢哉 小林　嶺
(7) 25:39 (7) 41:50 (7) 1:08:25 (7) 1:24:55 (6) 1:45:54 (6) 2:10:46
(7) 25:39 (6) 16:11 (7) 26:35 (5) 16:30 (5) 20:59 (8) 24:52

木村　駿之介 山本　涼太 中谷　太洋 中本　裕也 白樫　亮汰 安田　健人
(9) 26:54 (9) 44:23 (8) 1:11:36 (8) 1:28:57 (8) 1:51:51 (8) 2:16:35
(9) 26:54 (8) 17:29 (9) 27:13 (8) 17:21 (8) 22:54 (7) 24:44

山口　晟司 上野　将太郎 籾倉　凌 小崎　和樹 塚田　拓人 濱村　太一
(8) 25:40 (8) 44:17 (9) 1:11:50 (9) 1:29:36 (9) 1:53:48 (9) 2:20:00
(8) 25:40 (10) 18:37 (10) 27:33 (9) 17:46 (9) 24:12 (10) 26:12

山内　貴浩 清水　大輔 中川　貴仁 水野　裕友 米住　進吾 渡嘉敷　直央
(10) 27:58 (10) 45:29 (10) 1:12:40 (10) 1:31:17 (10) 1:55:39 (10) 2:21:18
(10) 27:58 (9) 17:31 (8) 27:11 (10) 18:37 (10) 24:22 (9) 25:39

滋賀県立大

京都工芸繊維大

立命館大A

京都産業大A

龍谷大A

京都大A

大学

同志社大A

京都教育大2:10:46

2:10:46

2:16:35

2:07:51

佛教大A

滋賀大

2:20:00

2:21:18

6

7

8

9

10

2:00:39

2:00:48

2:03:50

2:05:29

記録順位

5

1

2

3

4



さらに前に見えていた 3 位京産宮下にはじわじわ離されて 3 区原田に襷を渡した。終盤の

失速が響き、区間賞から 7 秒遅れの区間 4 位となったが、目標の 4 位に向け仕事は果たし

た。 

3 区  8.1km    原田 麟太郎(3)    25 分 03 秒(区間 3 位・通過 4 位) 

3区を走ったのは三回生の原田。同志社の数秒前でスタートし、最初の 1kmは下りを活か

して速めに入る。その後ややペースが落ちたものの、追いついてきた立命館 Bの選手を利用

して中盤を粘ることで同志社を引き離した。終盤の坂において立命館 B に離されるなど課

題は見えたものの、戦略的にレースを展開しチームの勝利を引き寄せた。 

4 区 5.2km    清水 厚佑 (1)    16 分 11 秒(区間 4 位・通過 4 位) 

4 区を走るのは 1 回生の清水。立命館 B と 4 秒差で襷を受けとる。前半は下り坂を利用

し立命館 B を追っていたが、3000m あたりで後ろを走っていた京産大 B に抜かれ、徐々に

差をひろげられる。同志社 A とは 24 秒差を広げたが、前を走る立命館 B とは 14 秒差、京

産大 B とは 5 秒差で襷を渡す結果となった。 

5 区 6.6km  足立 舜  (1)    20 分 35 秒(区間 3 位・通過 4 位) 

5 区を走ったのは 1 回生の足立。1 つ前の京産大 B と 5 秒差で襷を受け取り、京産大 B

を追いかける。一度は離されたものの徐々に差を詰めていき、4 秒差をつけて 6 区の潮崎に

襷を渡す。区間 3 位であるが、区間 1 位の立命館 A とは 66 秒もの差をつけられ、実力不足

を痛感する試合となった。 

6 区 7.2km    潮崎 羽  (3)   23 分 19 秒(区間 4 位・通過 4 位) 

6 区、アンカーを任されたのは 3 回生の潮崎。大学駅伝デビューにして、6 年ぶりの駅伝、

期待と不安が入り混じる。懸念された繰り上げスタートを回避し、襷が途切れることなく繋

がった。これまでの 5 区間の好走により、同志社 A から大きなリードを貰ってのスタート。

序盤、4 秒後ろにいた京産大 B に抜かされてからは単独走となった。登りを得意とするの

で、中盤の下りこそスピードを上げることができなかったが、後半の登り坂を勢い良く駆け

登った。結果的にこの区間でも同志社と差をつけることとなり、目標としていた同志社 A に

圧勝してゴールテープを切った。 

 

B チーム(OPN) 総合記録 2:10:34 

1 区 8.1km  谷川 尚希(3)  26 分 13 秒 

B チームの 1 区を走ったのは 3 回生の谷川。同志社 B の 1 区と近い位置で 2 区以降に繋

ぐことが役割であった。 

スタートしてすぐに集団から離され、同志社 B と下位を並走する状況が続いた。同志社 B

は 4km あたりから離れ始め、最終的には 30 秒以上の差をつけて 2 区の大前に襷を繋い

だ。しかし、タイムは想定よりかなり遅く、期待されていた走りとは程遠いものであっ

た。 

2 区 4.8km  大前 晃一(3)  16 分 41 秒 



2 区は 3 回生大前が出走した。目標とする同志社 B はすでに 30 秒以上遅れる。先行す

る滋賀県立大学を 2 キロ手前で追い抜くものの、中々ペースが上がらず後方から追い上げ

てきた佛教大学 B にかわされる。ここ最近不調気味ではあったとはいえ、区間タイム的に

も物足りない内容であった。 

3 区 8.1km  長谷川 大智(4) 25 分 53 秒 

B チームの 3 区を走ったのは 4 回生の長谷川。 

先行する佛教大学 B と 7 秒差でタスキをもらうと猛烈なダッシュを見せ追いつき、以後並

走するも、ラスト 2 キロは逆に離されてしまった。また、同志社 B とはこの区間で 50 秒

近く差が開き、勝負を決定づけた。距離耐性が落ちているのが否めないレースだったが、

冬季しっかり練習を積んで、来年こそは復活し、関西で戦える選手になることを期待した

い。 

4 区 4.8km  吉村 柊太(1)  16 分 42 秒 

B チームの 4 区を走るのは、1 回生の吉村。襷は惜しくも繋がらず繰り上げスタートと

なり、佛教大学の選手が飛び出していったところに続いていく形でレースを展開する。同

志社 B の選手が終始後ろから付いてきており、後半若干詰められる場面はあったものの前

は譲ることなく、ラスト勝負を制し 1 秒差で先着する。 

5 区 6.6km  泉 竣哉(1)  21 分 34 秒 

5 区を走るのは 1 回生の泉。京都大学 B を含め計 8 校で一斉繰り上げスタート。4 区終

了時点で同志社 B との実際のタイムは 1 分 47 秒だった。序盤は佛教 A、同志社 B、京都

教育と 4 校で走ったが、佛教 A に離された後は残り 3 校での集団走という展開となった。

残り 1km 手前で集団の前に出て引き離し、単独走のままゴールした。後ろの同志社 B と

は 39 秒差がつき、実際のタイム差は 2 分 26 秒となった。前の佛教 A とは見かけで 34 秒

差がつく結果となった。 

6 区 7.2km  鈴木 洋太郎(1) 23 分 31 秒 

6 区は 1 回生鈴木が走った。目標とする同志社 B チームを含め繰り上げでのスタートと

なったため、繰り上げ組の先頭で同志社の選手らと並走する形でレース序盤は進んでいっ

た。2km 過ぎで集団から抜け出すと、残りは独走。一旦 20 秒近くまで開いた後続との差

をゴール時には 12 秒差まで詰められる結果となったが、順位は守ってゴール。総合で

も、最終的に目標とした同志社 B チームに 2 分 40 秒の差をつけて目標を達成した。 



            

尾﨑から久米へタスキが渡る。         柴田から稲垣へタスキが渡る。 

久米にとっては最後の丹後駅伝となった。    二人は重要な区間を走りきった。 

             

新チーフとして丹後駅伝と京都駅伝を      これからチームの要になることが期待 

しっかりと走りきった。            される足立。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 応援にお越しいただいた OB の方々 

 

御名前    ご卒業年度 

中江祐三郎様 Ｓ３６ 

市川哲様 Ｓ３８ 

森本正幸様 Ｓ４１ 

熊谷元様 Ｓ５９ 

横山裕樹様 Ｈ２５ 

寶 雄也様 Ｈ２７ 

新田一樹様 Ｈ２７ 

海老原脩様 Ｈ２８ 

辻田智宏様 Ｈ２８ 

我妻 総様  Ｈ２８ 
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