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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、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと心よりお喜び申し上げます。 

さて、来る 11 月 17 日 7 時 45 分より京丹後の地、久美浜公園より宮津市役所までの全 8

区間 84.1km において、関西学生駅伝が行われます。 

本年度の京都大学の目標は総合 6 位です。6 月に行われた全日本大学駅伝予選会において

8 位となり、チームとしてまだまだ上を目指せると思いここまで練習を積んできました。 

経験豊富な院生の先輩方、力を付けてきた下回生を中心に、フレッシュなメンバーで駅伝

に臨みます。また、最後までメンバー争いに絡んだ頼れる 4 回生も後ろには控えており、充

実した戦力を揃えることができました。 

6 位を取るためにはランキングでは格上の関西大学、びわこ学院大学などに勝つことが必

要となりますが、それができるような布陣を作り上げてきました。 

当日は寒さをひっくり返すような熱い走りで沿道を盛り上げたいと思います。どうか応

援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 長谷川 大智 

監督挨拶 

来る 11 月 17 日(土)に京都丹後半島にて関西学生駅伝が行われます。今年の長距離パー

トの集大成ともいえる試合であり、何度も試走を行っており準備にも余念がありません。今

回も院生と学部生が同数程度のメンバー配置となり、若い力と経験の融合の相乗効果が期

待されます。長距離パート、そしてそれを応援する他パートの力も合わせて、目標である 6

位という順位を勝ち取ってきたいと思います。 

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

運んでいただいて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 80 回関西学生対校駅伝競走大会 

平成 30 年 11 月 17 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】 

 

関西学院大学 

立命館大学 

京都産業大学 

関西大学 

龍谷大学 

大阪経済大学 

近畿大学 

京都大学 

びわこ学院大学 

大阪体育大学 

 

 

 

 

 

 

大阪大学 

同志社大学 

大阪学院大学 

甲南大学 

奈良学園大学 

佛教大学 

神戸大学 

兵庫県立大学 

大阪府立大学 

大阪教育大学 

京都教育大学 

大阪市立大学 

 
 

 

 

 



 

【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。 

(タイムはエントリー時のベスト) 

1 区(9.0km)  岡野 颯斗  (M2) 5000m:14.36.13 10000m:31.47.68 

 

2 区(7.7km)  足立 舜   (1)  5000m:15.11.34 10000m:32.44.96 

 

3 区(7.0km)  尾崎 拓   (M1) 5000m:14.35.26 10000m:30.02.43 

 

4 区(9.8km)  久米 祐輔  (M2) 5000m:14.48.77 10000m:30.57.59 

 

5 区(12.3km)  柴田 裕平  (M1) 5000m:14.27.15 10000m:29.58.19 

 

6 区(13.3km)  稲垣 達也  (M2) 5000m:14.47.74 10000m:31.01.66 

 

7 区(13.3km)  原田 麟太郎 (3)  5000m:15.05.84 10000m:31.32.79 

 

8 区(11.7km)  久田 雅人  (2)  5000m:15.05.37 10000m:31.38.90 

 

 

【展望】 

1 区 

1 区を走るのは M2 の岡野。ラストイヤーとなる今年は全カレ以降駅伝練習に専念してお

り、先日も 10000m の自己ベストを更新した。ライバル校と少しでも差を広げ勢いをもた

らす走りが期待できる。 

 

2 区 

2 区を走るのは 1 回生の足立。初の駅伝であるが、これまでにも安定して結果を残してきて

いる選手であるため、難関の七竜峠も軽々越えてくれるであろう。 

 

3 区 

3 区を走るのは M1 の尾崎。時期を追うごとに調子を上げてきており、山下りの適性も十分

にあるので、思い切り駆け抜けてきて欲しい。 

 

4 区 

4 区を走るのは M2 の久米。今年は海外渡航の影響が少なく、昨年よりもかなり練習は積め

ており、状態も良い。学生ラスト駅伝で、ライバル校に食い下がって完全燃焼してもらいた

い。 



 

5 区 

5 区を走るのは M1 の柴田。エース級が集まる区間であり、他大も強い選手を置いてくるこ

とが予想されるが、柴田はここぞという時に毎回結果を残してきた選手。今回も 6 位を手

繰り寄せる走りが見せられるだろう。 

 

6 区 

6 区を走るのは M2 の稲垣。岡野、久米同様ラストイヤーとなる今年、ついに長距離区間に

抜擢された。ラスト 2 キロはかなりの上り坂であるが、2 年連続 2 区を走った登りのスペシ

ャリストの彼にはお手の物だろう。この区間までにライバル校には先行していたい。 

 

7 区 

7 区を走るのは 3 回生の原田。自分のペースで押せる走りが強みである彼には、6 区までで

先行した差を守ってアンカーに繋げるような走りが求められる。また、次期パートチーフと

してもチームを盛り上げる走りを期待したい。 

 

8 区 

8 区を走るのは 2 回生の久田。やや調子が不安定な部分はあるが、ここぞという時には結果

を残してきた選手。残念ながら補欠に回ってしまった 4 回生渡邉、谷口などの思いも背負

って 6 位で帰ってきてくれると信じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【コースマップ】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 京阪神新人戦の結果 
 

第 54 回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 

第 25 回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 
 

(2018/11/03 服部緑地公園陸上競技場) 

男子総合結果 

1 位 京都大学 117 点 

2 位 大阪大学 110 点 

3 位 神戸大学  78 点 

 

女子総合結果 

1 位 大阪大学 42 点 

2 位 神戸大学 26 点 

3 位 京都大学 25 点 

 

 

 

・男子対校の部 
 

▼100ｍ（-0.9） 

加藤 寿昂  11.02 3位 

森本 健太  11.26 4位 

▼200ｍ（-0.6） 

藤田 雄大  22.36 4位   CB 

梶原 隆真  22.81 6位   PB 

▼400ｍ 

浅井 良   48.35 1位      

前田 朝陽  51.85 5位     

▼800ｍ 

木村 佑   1.56.84 1位 

中尾 友哉    1.57.37 2位 

▼1500ｍ 

清原 陸   4.00.41 1位 

木村 佑    4.04.83  2位     

▼5000ｍ 

足立 舜   15.16.65 1位 大学初 

久田 雅人  15.19.63 2位    

▼110ｍH（±0.0） 

長谷川 隼  15.72 2位 

永田 智季  15.97 4位    

▼400ｍH 

平野 亘   54.38 1位  PB 

長谷川 隼  55.74 3位    

▼4×100ｍR 

森本－加藤－藤田－湯谷 

  41.96  3位 

▼4×400ｍR 

平野－藤田雄－木村－浅井 

  3.18.22 1位 

 

▼走高跳 

阪口 裕飛   2.01 2位     

黒川 泰暉   1.65 4位 

▼棒高跳 

黒川 泰暉  3.40 1位 

石田 風太  NM 

▼走幅跳  

仲村 快太  6.66 +0.3 4位 PB 

阪口 裕飛  6.46 +0.6 5位 大学初 



▼三段跳 

柳原 拓海  13.31 +0.7 3位 CB 

岩井 響平  13.09 -0.4  4位  

▼砲丸投  

阪口 裕飛  9.66 4位  自身初 

藤田 歩   9.41 5位 

▼やり投 

藤田 歩   47.40 1位 PB 

加藤 寿昂  46.26 3位 

 

・女子対校の部 
 

▼100ｍ（-1.7） 

後藤 加奈   13.72 4位 

花房 柚衣香  13.90 5位 

▼400ｍ 

後藤 加奈   1.02.33  3位 

西川 真悠  1.02.75  4位 CB 

▼800ｍ 

西川 真悠  2.20.55  2位 PB 

安藤 百香  2.34.74    

▼3000ｍ 

藤本 涼 11.48.26  

▼100ｍH（-0.5）   

花房柚衣香  16.11 2位 

▼4×100ｍR 

中野－後藤－花房―西川 

  52.64 3位 

▼走高跳 

林 玲美   1.63 1位    

▼砲丸投  

中野 水貴  8.96 2位   

福井 優輝  8.96 3位    

▼やり投 

中野 水貴  45.11 1位  

奥村 夏子  19.41 3位 PB 

 

・オープンの部 
 

〇男子 

▼100ｍ 

安藤 滉一    10.93 +1.5 

紀平 直人 10.93 +1.5 

澤 薫     11.08 +0.4 

平田 泰行 11.39 +0.4 PB 

松本 佳太 11.42 +0.7 CB 

珍坂 涼太 11.45 +0.4 

田中 智也 11.55 +1.5 

西脇 友哉 11.63 +0.4 

数多 伸紀 11.64 +0.4 

芦田 開 11.80 +1.5 

吉川 広祐 11.80 -1.2 PB 

田中 達也 11.84 -1.1 自身初 

鄭 晟皓 11.91 -1.2 CB 

福島 理 12.19 -1.9 

大和 祐己 12.23 -1.1 

▼200m 

紀平 直人 21.91 -0.2 

田中 智也 22.74 +1.6 PB 

岡本 和也 22.84 -0.1 

土屋 佑太 22.96 -0.2 

松本 佳太 23.20 +0.6 PB 

田中 達也 23.63 +0.6 自身初 

福島 理 24.44 -1.0 

西脇 友哉 DQ 

▼400ｍ 

紀平 直人 47.93  

小谷 哲 48.44 

小原 幹太 49.36 

水野 廉也 50.29 

安達 真武 57.61 PB 

▼800ｍ 

清原 陸 1.56.34 PB 

土屋 維智彦 1.56.70 

川井 景太 1.57.54 PB 

前田 裕也 2.01.03 PB 

乙守 倫太郎 2.03.32 CB 

宮崎 奨之 2.04.96 

平中 章貴 2.10.11 

安藤 滉一 2.10.21 自身初 

飯田 駿介 2.11.17 PB 

山本 祐己 2.14.15 CB 

▼1500m 

土屋 維智彦 4.05.05 PB 

宇佐美 岳良 4.18.71 

鶴見 薫樹 4.25.52 PB 



平中 章貴 4.27.05 

川岸 亮平 4.48.41 

▼5000m 

岡野 颯斗 15.22.15 

尾崎 拓 15.29.89 

谷川 尚希 15.34.14 PB 

鈴木 洋太郎 15.55.18 

▼110ｍH   

小野 貴裕 15.16 +0.8 

吉川 広祐 15.52 +0.8 

福島 理 15.74 +0.8 

南井 航太 17.02 -0.6 自身初 

大和 祐己 26.40 -0.6 

▼400ｍH 

平田 泰行 56.16  

酒井 良佑 57.07 CB 

福島 理 58.08 PB 

南井 航太 58.52 大学初 

松井 そら 1.01.04 

吉井 希祐 1.05.25 

吉川 広祐 1.06.33 

大和 祐己 1.06.60 

▼4×400ｍR 

川－鶴見－川井景－乙守 

 3.34.70 

西脇-福島-松本-吉川 

 3.35.02 

平中-清水秀-土屋維-松井 

 3.42.34 

前田裕-宇佐美-岡本郁-飯田 

 3.45.24. 

田中達-岡野-宮崎-川岸 

 3.48.21 

水野-潮崎-宇佐美-三谷 

 3.49.01 

安藤滉-神先-岡本和-宮崎 

3.53.85 

平田-神先-岡本和-田中達 

 4.05.02 

清原-安藤滉-三神-浅野 

 4.15.97 

▼走高跳 

本居 和弘 1.65 自身初 

▼棒高跳 

増尾 浩旗 3.60 

珍坂 涼太 NM 

▼走幅跳 

伊東 悠希 6.77 -0.2  

浅野 智司 5.95 +1.2 PB 

安藤 滉一 5.91 ±0.0 自身初 

瀧瀬 祥良 5.88 +0.3 

田中 達也 5.57 +1.2自身初 

紀平 直人 NM 

▼三段跳 

吉川 広祐 13.12 +0.8 大学初 PB 

松井 そら 12.62 ±0.0 

本居 和弘 11.95 -0.2 自身初 

▼砲丸投 

三谷 圭 9.63 自身初 

松井そら 9.40 

若園 直樹 8.92 自身初 

田中 達也 6.73 自身初 

▼やり投 

若園 直樹 44.47 

山野 陽集 43.89 CB 

安達 真武 40.33 自身初 

扇澤 剛志 39.82 

伊東 悠希 22.40 自身初 

〇女子 

▼3000m 

上島 ほのか 10.56.86 PB 

▼400mH 

小野 萌子 1.16.03 自身初 

菅野 紗希 1.17.38 自身初 

▼4×100ｍR 

山川－小野－林－菅野 

54.96 

▼走幅跳 

広川 知佳 5.09 -0.9 

山川 典恵 4.18 -1.1 大学初 

 

○男女混合 

▼4×400mR 

土屋佑-小野-後藤-神先 

 3.57.68 

澤-菅野-花房-岡本和 



 4.14.28 

伊東-林-広川-三神 

 4.14.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 記録会等の結果 

(9/17～11/10) 
 

平成 30 年度屋島陸上競技カーニバル(於屋

島レクザムフィールド (9/22.23 屋島レ

グザムフィールド) 

▼200m 

藤田 雄大 22.55 -1.1 

 

平成 30 年度第 5 回京都産業大学長距離競

技会(9/23  京産大) 

▼800m 

岡本 郁翔 2.02.87 

▼5000m 

稲垣 達也  14.56.40    PB 

柴田 裕平  14.53.53 

大前 晃一  15.26.72    PB 

潮崎 羽      15.33.83    PB 

川井 拓哉    15.36.04 

谷口 博紀    15.42.35 

尾崎 拓      15.45.83 

泉 竣哉      15.47.85    PB 

鈴木 洋太郎  15.49.52    CB 

相澤 航    15.50.76 

久田 雅人    15.54.22 

長谷川 大智 15.58.48 

津吉 順平   16.24.18    PB 

木野村 隆宏  16.27.88    PB 

足立 大宜    16.41.93 

 

平成 30年度第 6回京都陸協記録会(9/23 西

京極) 

男子 

▼100m 

備藤 翼  11.39 -0.5 

珍坂 涼太 11.49  +1.2 

数多 伸紀  11.70 +1.2 

女子 

▼走幅跳 

広川 知佳 5.32  +0.3 

 

平成 30年度第 4回奈良市記録会(9/23  鴻

ノ池) 



▼100m 

紀平 直人 10.73 +0.9 PB 

  10.83 +1.4  

森本 健太 11.05 +1.2 CB 

湯谷 樹生   11.38 +0.2 CB 

芦田 開 11.75 +1.6 PB 

▼200m 

紀平 直人 21.85 +1.1 

湯谷 樹生 23.09 +1.3 大学初 

▼400m 

前田 朝陽 51.93 CB 

犀川 啓太 52.10 CB 

▼110mH 

大和 祐己 16.53 -0.8 

▼走幅跳 

村田 憧哉 6.64 +1.0 CB 

 

平成 30 年度第 4 回大阪体育大学競技会

(9/23 大体大) 

男子 

▼100m 

鄭 晟皓  11.51 +2.6 

▼400mH 

酒井 良佑 58.83 CB 

吉井 希祐 1.03.72 大学初 

女子 

▼砲丸投 

福井 優輝 8.76  

 

第 35 回東三河陸上競技選手権大会(10/6 

豊橋) 

▼400m 

前田 朝陽 52.24 

 

平成 30 年度第 1 回強化長距離記録会(10/6 

橿原) 

▼5000m 

長谷川 大智 15.48.04 

 

平成 30 年度第 5 回大阪体育大学中長距離

競技会(10/6 大体大) 

▼800m 

木村 佑 1.51.79 PB 

川井 景太 1.58.11 

紀平 直人 1.59.78 

▼1500m 

清原 陸 3.57.82 

前田 裕也 4.11.34 CB 

 

平成 30年度第 5回奈良市記録会(10/8  鴻

ノ池) 

▼100m 

紀平 直人 10.82 +1.6 

  10.89 +1.0 

森本 健太 11.03 +0.6 PB 

  11.06 +1.3 

備藤 翼 11.13 +2.6 

  11.33 +1.1 

梶原 隆真 11.19 +1.4 

  11.25 +1.2 

湯谷 樹生 11.27 +0.6 CB 

  11.32 +1.5 

南井 航太 11.45 +0.6 

芦田 開 11.80 -0.1 

▼200m 

紀平 直人 21.78 -0.1 PB 

▼400m 

平野 亘 50.82 CB 

田中 智也 51.23 

松本 佳太 51.66 大学初 

堀葉 俊春 54.60 CB 

▼800m 

飯田 駿介 2.12.75 PB 

▼110mH 

永田 智季 15.68 +0.3 

大和 祐己 17.19 +0.3 

▼400mH 

平野 亘 55.25 PB 

▼走幅跳 

南井 航太 6.29 +0.1 

▼三段跳 

岩井 響平 13.23 -0.1 

柳原 拓海 NM 

松原 耕平 NM 

 

2018 年兵庫陸上競技秋季記録会(10/13.14  



ユニバー) 

▼400m 

安達 真武 1.01.00 

▼800m 

中尾 友哉 1.58.13 CB 

▼1500m 

平中 章貴 4.11.18 PB 

 

平成 30年度第 2回強化長距離記録会(10/13 

橿原) 

▼5000m 

長谷川 大智 15.47.14 

吉村 柊太 15.50.79 PB 

泉 竣也 16.06.13 

 

平成 30 年度第 4 回静岡県長距離強化記録

会(10/13 愛鷹総合運動公園多目的競技場) 

▼5000m 

久米 祐輔 15.21.07 

 

平成 29 年度大阪陸協長距離第 1 回記録会

(10/14  ヤンマースタジアム) 

▼5000m 

清水 秀広 16.04.03 PB 

津吉 順平   16.27.51 

木野村 隆宏 16.55.78 

▼10000m 

稲垣 達也   31.08.05 

岡野 颯斗 31.17.98 PB 

足立 舜 31.57.90 PB 

谷口 博紀 32.08.60 

渡邊 康介 32.10.90 PB 

潮崎 羽 32.17.79 PB 

川井 拓哉 33.04.93 

谷川 尚希 33.18.31 PB 

大前 晃一 33.41.76 

相澤 航 33.45.64 

足立 大宜 34.55.74 

▼3000m 

藤本 涼 11.21.98 CB 

 

2018関西学生陸上競技種目別選手権大会兼

第 40 回関西学生混成選手権大会(10/16～

19  ヤンマーフィールド長居) 

・男子の部 

▼100m 

加藤 寿昂  予 10.83 +1.6 

土屋 佑太  予 11.21 +2.7 

▼200m 

土屋 佑太  予 21.98 +0.6 

    準 23.06 -2.6 

藤田 雄大  予 22.57 -2.4 

▼400m 

紀平 直人  予 48.49 

       準 47.88 

    決 2位 47.49 

小原 幹太  予 49.26 

水野 廉也  予 50.38 

▼800m 

木村 佑   予 1.55.83 

    準 1.53.93 

    決 4位 1.52.43 

中尾 友哉  予 1.58.28 

平中 章貴  予 1.58.78 PB 

▼1500m 

宇佐美 岳良 予 4.05.97 PB 

▼100mH 

福島 理   予 15.30 +1.0 

▼110mH 

小野 貴裕  予 15.34 +0.9 

大和 祐己  予 16.27 +0.8 

▼400mH   

平野 亘   予 54.88 PB 

              準 57.24  

五十嵐 隆皓 予 55.24 

平田 泰行  予 56.49 

酒井 良祐    予 58.47 CB 

▼10000mW 

高野 圭太    決 3位 43.01.53 

馬淵 丈   決 47.11.24 自身初 

平岡 拓   決 57.05.08 自身初 

▼4×400m 

紀平－水野－小原－田中智 

       予  3.18.52 

▼走高跳 

阪口 裕飛  予 1.95 



▼走幅跳 

本居 和弘  予 6.71 +1.6 

▼三段跳 

三神 惇志  予 14.72 +1.2 

       決 NM 

伊東 悠希  予 14.01  +2.5公認なし 

▼円盤投 

大橋 悟   予 40.73 

       決 46.01 PB 蒼穹新 

▼ハンマー投 

三谷 圭   予 44.12 

藤田 歩   予 35.60 PB 

▼十種競技 

松井 そら  5999 PB 

11.56(+1.8) 6.25(+1.7) 10.35 1.75 54.13 

16.18(+0.6) 33.79 3.20 51.79 4.50.13 

平島 敬也    5441 

11.48(+1.1) 6.36(+0.0) 9.53 1.70 55.23  

17.13(+0.5) 30.94 3.80 40.49 5.45.69 

五十嵐 隆皓  5141 

11.70(+1.8) 6.36(+0.0) 9.53 1.70 51.89 

16.44(+0.5) 24.35 NM 38.82 4.49.30 

・女子の部 

▼400m 

後藤 加奈  予 1.00.94 

              準 1.03.90 

▼800m 

西川 真悠  予 2.21.91 

▼1500m 

上島 ほのか 予 5.14.01 

▼110mH 

花房 柚衣香 予 16.19 +1.4 

▼走幅跳 

広川 知佳 予 5.11 +0.2 

▼三段跳 

広川 知佳 予 10.95 -1.5 

▼円盤投 

横山 優花 決 36.80 

▼砲丸投 

横山 優花 決 9.56 

福井 優輝 決 9.14 

▼やり投 

中野 水貴 決 5位 42.52 

 

第 4 回  Ritsumeikan Athletics Games 

(10/20 BKCクインスタジアム) 

▼100m 

岡本 和也 11.28 +0.5 

     11.35 -1.2 

梶原 隆真 11.47 +0.5 

 

第 71 回新潟県縦断駅伝 2018(10/20.21 妙

高市新潟市間) 

9区(12.7km) 原田麟太郎 39.52 

 

第 266 回日本体育大学長距離競技会

(10/20.21 日本大) 

▼10000m 

柴田 裕平 30.29.31 

久米 祐輔 31.37.28 

清水 厚佑 32.11.69 自身初 

鈴木洋太郎 33.08.54 自身初 

久田 雅人 34.36.14 

 

第 57 回全日本 50 ㎞競歩高畠大会 (10/28  

高畠) 

▼5kmW 

亀田 孝太郎 22.38 

▼10kmW 

亀田 孝太郎 45.11 

▼15kmW 

亀田 孝太郎 1.08.32 

▼20kmW 

亀田 孝太郎 1.34.04 

 

第 102 回日本陸上競技選手権リレー競技大

会(10/27.28  本城) 

▼4×400mR 

小谷-紀平-小原-浅井 

              予 3.11.26 

 

第 55 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会

(10/28 びわこフィールド) 

男子 

▼100m 

安藤 滉一 10.88 +1.0 



▼200m 

安藤 滉一 22.09 +1.6  

▼400m 

田中 智也 50.78 

▼1500m 

木村 佑 3.51.39 PB 

清原 陸 3.54.04 PB 

宇佐美 岳良 4.05.35 PB 

前田 裕也 4.07.87 PB 

平中 章貴 4.07.90 PB 

土屋維智彦 4.07.92 PB 大学初 

▼110mH 

吉川 広祐 15.28 +1.2 

福島 理 15.49 +1.2 

大和 祐己 16.71 +1.2 

▼三段跳 

伊東 悠希 14.39 +1.3 

五十嵐 隆皓 12.96 -0.3 

▼円盤投 

大橋 悟 46.33 PB 蒼穹新 

▼ハンマー投 

三谷 圭 45.64 

藤田 歩 36.85 PB 

女子 

▼走幅跳  

広川 知佳 5.46 +1.0 

 

平成 30 年度第 5 回大阪体育大学競技会

(11/3.4 大体大) 

▼110mH 

大和 祐己 16.72 +1.4 

  18.07 -0.5 

 

平成 30 年度第 1 回大阪体育大学混成競技

会(11/43.4  大体大) 

▼十種競技 

五十嵐 隆皓 5225 PB 

11.64(+1.2) 6.27(+2.0) 8.39 1.75 51.69 

16.29(+2.2) 23.65 3.80 37.59 4.36.51 

平島 敬也 4921 

11.46(+1.9) 6.04(+2.0) 9.33 1.75 56.50 

17.19(+2.3) 32.82 NM 42.10 5.30.42 

 

第 7 回京都陸協記録会(11/10 西京極サブ) 

▼5000m 

長谷川 大智 15.34.52 

泉 竣哉 15.45.87 PB 

清水 秀広 15.55.45 PB 

大前 晃一  15.55.99 

吉村 柊太  16.15.16 

川井 拓哉 16.24.95 

木野村 隆宏 16.26.31 PB 

津吉 順平 16.37.41 

足立 大宜 16.59.46 
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