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1. 主将挨拶・監督挨拶・長距離 PC 挨拶 

 

主将挨拶 

先日 6 月 10 日に全日本大学駅伝予選会が西京極にて行なわれました。京都大

学は近畿大学に勝利して 8 位を獲得すべく臨みました。結果は掲げました目標

通りに、近畿大学を倒し 8 位を獲得することができました。近年、京都大学は全

日本大学駅伝予選会や関西学生駅伝などの長距離の対校戦で目標を達成するこ

とができずにいたため、今回の目標達成は非常に嬉しく思います。かつてのよう

に全日本大学駅伝を目指せる実力は現在の京都大学にはないかもしれませんが、

今回のような目標の達成を重ね、もう一度全日本大学駅伝に出場するようなチ

ームに成長します。まずは秋の関西学生駅伝にて関西 6 位を勝ち取れるように

今後も練習に励んでいきたいと思います。 

次の対校戦は七大戦となります。目標は男女総合優勝です。男女ともにランキ

ングでは上位校と大きな差がありますが、ランキングなどいくらでもひっくり

返せるのが七大戦であると思っています。対校戦で目標を達成する、多くの部員

がベストを更新するなど、このチームが現在勢いに乗っていることは間違いあ

りません。この勢いそのままに、七大戦で再び下剋上を起こして男女総合優勝す

るべく、部員一同準備をしていきます。 

最後になりましたが、蒼穹会の皆様におかれましては、ご声援をくださいまし

たことを感謝申し上げます。今後も変わらぬご支援・ご声援の程をよろしくお願

い致します。  

京都大学陸上競技部主将 安藤 滉一 

 

監督挨拶 

去る 6 月 10 日、西京極陸上競技場にて全日本大学駅伝予選会が開催され、京

都大学は 8 位に終わりました。今年は現状を踏まえ、未来に繋げるレースをし

ようということで 8位を目標に設定し、無事それを達成することができました。

雨の中、大前(3)、久田(2)はベストを更新し、柴田(M1)も調子が悪いながらも強

さを見せつけてくれました。ただ、この試合は全日本大学駅伝に向けた予選会で

あるということも事実です。目標を達成した、という事実に囚われることなく、

長距離部員達には更なる高みを目指してほしいと思います。 

西日本インカレを挟んで一か月半後にはいよいよ七大戦です。男女ともに、事

前予想からも非常に厳しい戦いを強いられることが予想されますが、チーム一

丸となって練習に打ち込み、部員一同最高の笑顔で試合を終えられるように全

力を尽くして参ります。 



最後になりましたが、雨の中多くの蒼穹会員の皆様に競技場に足を運んでい

ただき、ご声援をいただきありがとうございました。今後ともどうか変わらぬご

支援、ご声援をよろしくお願い致します。 

京都大学陸上競技部監督 紀平 直人 

 

長距離パートチーフ挨拶 

お世話になっております。 

去る 6 月 10 日に全日本大学駅伝予選会が行われ、京都大学は 8 位という結果

になりました。 

来年以降、再び本気で全日本を目指せるチームを作るための 1 つのプロセス

として 8 位という目標を立て、無事達成することができました。 

昨年までチームの軸となっていた院生の先輩方などが多数抜けられ、学部生

中心の若いチームとなりましたが、その中でも昨年からほとんど合計タイムを

落とさずに走りきってくれました。 

5 ヶ月後の関西学生駅伝では、伸び代がまだまだある若いメンバー中心に、よ

り関西の上位で戦えるよう切磋琢磨し、再び全日本を目指せるようなチームを

作っていきます。 

最後になりますが、日頃よりご支援ありがとうございます。今後ともどうかよ

ろしくお願いします。 

京都大学陸上競技部長距離パートチーフ 長谷川 大智 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. 伊勢予選結果・詳細 

 

伊勢予選結果 

 

第 50 回 全日本大学駅伝対校選手権大会 

関西学連出場大学 選考会 

 

1 位 立命館大  4:03:33.50 

2 位 京都産業大 4:06:48.49 

3 位 大阪経済大 4:07:20.60 

(以上 3校が全日本大学駅伝への出場権を獲

得) 

4 位 関西学院大 4:07:52.58 

5 位 龍谷大   4:11:34.23 

6 位 関西大   4:12:06.43 

7 位 びわ学大  4:13:20.47 

8 位 京都大   4:15:04.90 

 

 

伊勢予選詳細 

 

6月10日(日) 

西京極総合運動公園陸上競技場 

 

10000m 第 1 組 

 

1 着 原田 裕作(立命館大 4) 30:38.32 

2 着 小原 秀斗(近畿大 4)   30:47.77 

3 着 坂口 博基(京都産業大 1)30:55.83 

16 着 足立 舜  (京都大 1)  32:44.96 

               大学初 

20 着 川井 拓哉(京都大 4)  33:13.83 

22 着 相澤 航  (京都大 3)   33:35.09 

 

小雨が降る中、10000ｍ一組目がスター

トした。一組目には、川井(4)、相澤(3)、足

立(1)が出場。スタート直後に集団が 3 つに

分かれ、足立が第 2 集団、川井と相澤が第

3 集団に組み込まれた。足立は余裕のある

走りで第 2 集団についていったが、5000ｍ

付近で集団から離され独走した。川井と相

澤は第 3 集団で走っていたが、途中で川井

は集団から抜け出して走り、相澤は苦しそ

うな表情を見せながらも粘りの走りで集団

に離されずに走り切った。3 人の中でも足

立の走りが良く、新入生にもかかわらず粘

りのある走りを京大に見せてくれた。(増尾) 

 

10000m 第 2 組 

 

1 着 亀鷹 雄輝(立命館大 2)  30:14.82 

2 着 岡田 浩平(立命館大 2)  30:37.31 

3 着 浦田 昴生(京都産業大 1) 30:39.60 

19 着 谷口 博紀(京都大 4)   32:24.05 

21 着 大前 晃一(京都大 3)   32:44.52 

                PB 

 

細かな雨が降りしきる中、2 組には谷口

(4)、大前(3)が出場した。序盤、先頭集団よ

りやや後方の第 2 集団でレースを進めた谷

口は中盤以降、先頭集団から落ちてきた選

手を着実に抜いていったものの、自身のペ

ースは少しずつ落ちていった。それでも最

後の 1000m ほどはペースアップしてフィ

ニッシュをした。腹直筋の不調もあり本調

子で走ることはできなかったが最後の伊勢

予選にかける思いが見られた。 

大前は谷口よりもさらに後方の第 3 集団

でレースを進めた。6000m 付近で先頭集団

に抜かされた際にも冷静に自分のペースを

保ち、最後まで大きく走りを乱すことなく

走りきった。終始堅実な走りでチーム目標

達成に向けての自分の役割を果たした。(浅

井) 

 

10000m 第 3 組 

 

1 着 古井 雅也(大阪経済大 4) 30:32.78 

2 着 高畑 祐樹(立命館大 3)  30:33.37 

3 着 賀集 慧大(関西学院大 4) 30:37.19 

10 着 稲垣 達也(京都大 M2)  31:27.97 

14 着 久田 雅人(京都大 2)     31:38.90 

                PB 

19 着 原田麟太郎(京都大 3)     32:10.23 

 

雨が激しく降る中行なわれた 3 組には稲

垣(M2)、原田(3)、久田(2)が出場した。長い

一つの集団のまま 1000m を 2’58 で通過す

ると、1200m 地点で集団は二つに分かれ、

京大の三選手は第二集団の後方でレースを

進めた。4000ｍ付近で原田が遅れ、必死に

前を追うも届かず厳しいレースとなった。

5000m 付近で稲垣が前に出て、三選手とも

2,3 人の集団でレースを進めた。ラスト



400m で稲垣は前を走る近大の選手を懸命

に追ったが及ばず、久田はスパートで強さ

を見せ、PB を出した。(澤田) 

 

10000m 第 4 組 

 

1 着 石井 優樹(関西学院大 3) 29:34.63 

2 着 今井 崇人(立命館大 3)   29:43.89 

3 着 板東 剛  (関西学院大 4) 29:55.92 

7 着  柴田 裕平(京都大 M1)   30:21.32 

25 着 久米 祐輔(京都大 M2)   31:32.95 

 

4 組には久米(M2)、柴田(M1)が出場した。

2 組目で関西学院大が振るわなかったこと

から、関西学院大の選手がハイペースなレ

ース展開になることが予想された。 

柴田、久米の両者はレース開始から果敢

に先頭集団についていたが、先頭が

3'00/km より早く走り徐々に離された。そ

の後柴田は第 2 集団に食らいつき SB でゴ

ール。久米はペース変動が激しい集団を走

り厳しいレース展開となったが自分のペー

スを死守し、数人を追い抜いてゴールした。

(藤田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 選手からのコメント 
 

 
1 組を走らせて頂きました 4 回生の川井

です。当日は長時間かつ雨も降る中、たくさ

んの応援やサポート、ありがとうございま

した。チームとして目標としていた 8 位を

達成することが出来て本当に良かったです。

ただ個人としましては、1 組目から仕事を

こなして流れをもたらすべきところであっ

たのに、チームに貢献することが出来ず、力

不足を痛感致しました。今後の対校戦に向

けて、戦える選手となりチームに貢献でき

るよう、より精進を重ねて参ります。(川井 

4) 

 

 
雨の中遅くまで熱い応援ありがとうござ

いました。チームとしては目標の 8 位を達



成することができ嬉しく思いますが、僕個

人としてはその応援にこたえる走りができ

ず本当に情けなく思います。上位の大学と

の差は非常に大きいですが、その差を少し

でも縮め駅伝でチームに貢献できるよう努

力していきたいと思います。(相澤 3) 

 

 
応援ありがとうございました。調子は悪

くなかったものの、中盤以降の苦しい場面

で粘ることができず、実力不足を痛感しま

した。一組としてチームに流れを呼び込む

ことができませんでしたが、先輩方に助け

ていただき、チームの目標 8 位を達成でき

ました。一回生のこの時期に伊勢予選とい

う舞台で走らせていただいたことに感謝を

し、今回得た教訓を今後に活かしていきま

す。結果で恩返しできる選手になります。

(足立舜 1)  

 

 
悪天候にも関わらず、夜遅くまで熱い応

援ありがとうございました。個人的には納

得のいく走りとはなりませんでしたが、総

合で目標の 8 位を達成できたことは嬉しく、

駅伝に向けて大きな一歩となりました。こ

の結果を弾みにして、七大戦や東大戦、駅伝

と、以後の対校戦でも目標達成出来るよう、

精進いたします。(谷口 4) 

 

 
先頭がかなり突っ込むなか、自分のペース

を保ち、僕自身に求められた走りはできた

と思います。また、チーム目標も達成でき、

大きな収穫担ったと思いますが、関西上位

陣とは大きく水をあけられています。その



差を埋められるよう、今後も努力していき

ます。(大前 3) 

 

 
予選会へは 5 回目の出場、3 組は 3 年連

続で走らせていただきました。力及ばず、先

頭集団で勝負することはできませんでした

が、今までの予選会で一番速く、良い着順で

走り切ることができました。他のメンバー

も力を十分発揮してくれ、順位こそ 8 位で

はありますが、良い予選会になったと思い

ます。悪天候の中、ご声援ありがとうござい

ました。関西学生駅伝では更に上の結果で、

今までいただいてきたご恩をお返しさせて

いただきます。(稲垣 M2) 

 

 
応援ありがとうございました。自分とし

ては満足のいく走りではありませんでした

が、仲間たちのおかげで目標を達成できま

した。チームも個人も、関西のトップで勝負

できるようこれからさらに精進していきま

す。(原田 3) 

 

 
 応援ありがとうございました。チームとし

て 8 位に貢献することが出来てうれしく思

います。これから日々精進してもっと強く

なります。改めまして当日は本当にありが

とうございました。(久田 2) 

 

 
4 組目を走らせて頂きました、M2 の久米

祐輔です。当日は激しい雨の中で、長時間の

応援を頂き、本当にありがとうございまし



た。最後の伊勢予選となりましたが、十分に

調整が合わず、期待された走りには遠く及

ばない結果となってしまったことを、本当

に申し訳なく思います。それでも学部生主

体の若いチームで目標を達成し、M2 として

少なからず貢献できたことは誇りに思いま

す。関西学生駅伝での強い京大を復権させ

るべく、歴代の先輩を超えられるよう、より

一層精進して参りますので、これからも温

かな御支援頂けましたら、幸いです。改めま

して当日は本当にありがとうございました。

(久米 M2) 

 

 
今年で 5 年連続出場、しかも 4 度目の最

終組ということで冷静に臨むことができた

と思います。練習量をあまり確保できず、調

子は関西インカレ時に比べると悪かったで

すが、それを踏まえて前半無理せず入った

ことが幸いして最後まで粘りきることがで

きました。後押しとなる大声援、激励等あり

がとうございました。来年こそは 29 分台で

走ります。(柴田 M1) 

 

 

 

 

 

 

4. 応援にお越しいただいた OB

の方 
 

御名前    御卒業年度 

 

三島 宏夫様  Ｓ３５ 

森本 正幸様 Ｓ４１ 

池本 忠司様 Ｓ４９ 

真野 勝文様 Ｓ５３ 

岡野 椋介様 Ｈ２７ 

下迫田啓太様 Ｈ２７ 

寶  雄也様  Ｈ２７ 

松葉 悠剛様 Ｈ２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 記録会等の結果(4/30~6/14) 
 

第 23 回富山カップ陸上競技大会兼第 73 回

国体予選(富山県総合運動公園 5/3,4) 

男子 

▼110mH 

吉川 広祐 予 15.77  -1.1 

            決 15.62  -1.0 

 

福岡県陸上競技選手権大会 (博多の森 

5/3,4) 

男子 

▼円盤投 

平島 敬也 30.52 

▼棒高跳 

平島 敬也 NM 

 

奈良県陸上競技選手権大会(鴻ノ池 5/4,5) 

男子 

▼400m 

田中 智也 50.61 

▼十種競技 

松井 そら 5627 3 位 

女子 

▼1500m 

岸本 絵理 5.02.06 

▼円盤投 

横山 優花 35.94 5 位 

 

第 3 回大阪体育大学競技会(大体大 5/5) 

▼10000m 

原田麟太郎  31.32.79  PB 

久田  雅人  31.58.10  PB  大学初 

谷口  博紀  32.21.28 

川井  拓哉  32.22.27  PB 

相澤  航    32.24.92  PB 

潮﨑  羽    32.47.22 

大前  晃一  32.48.42  PB 

小柴  鷹介  33.09.66 

谷川  尚希  33.28.98  PB 

長谷川大智  33.35.30 

渡邊  康介  32.42.36 

 

第 3 回京都陸協記録会(西京極 5/5) 

▼400ｍ 

水野 廉也 50.41 

神先 宏樹  51.63 

岡本 郁翔  55.80  CB 

▼棒高跳 

増尾 浩旗  3.40  PB 

 

第 1 回尼崎中長距離記録会(ベイコム 5/18) 

▼5000m 

大前 晃一 16.02.56 

 

第 3 回強化･普及記録会(鴻ノ池 5/19) 

男子 

▼400m 

水野 廉也 50.47 

▼5000m 

潮崎 羽    15.50.88  PB 

▼400mH 

五十嵐隆皓 58.44 

▼ハンマー投 

若園 直樹 50.77  PB  蒼穹新 

女子 

▼800m 

安藤 百香  2.32.62 

 

第 72 回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技

大会(OP)(知多 5/26) 

▼5000mW OP 

亀田孝太郎 21.30.01  PB 

 

第 2 回京都産業大学長距離競技会(京産大 

5/26) 

▼5000m 

久米 祐輔 14.54.23 

 

Ritsumeikan Athletics Games 3rd(BKCク

インスタジアム 5/27) 

▼100m 

横山 寛樹 11.54  +0.2 

南井 航太  11.57  -1.5  PB 

▼400m 

水野 廉也  49.89  PB 

▼110mH  

長谷川 隼  15.46  PB   

▼棒高跳 

五十嵐隆皓  3.80 

▼走幅跳 

南井 航太  6.44  +0.8 

横山 寛樹  5.84  +1.0 

 

第 15 回田島直人記念陸上競技大会(維新百

年記念公園陸上競技場 6/3)  



男子 

▼100m 

紀平 直人 11.00  -1.6 

加藤 寿昴  11.06  -1.6 

安藤 滉一  11.15  -0.8 

▼800m 

木村 佑    1.53.87 

土屋維智彦  1.55.84 

女子 

▼やり投 

中野 水貴 44.65 

 

第 3 回京都産業大学長距離競技会(京産大 

6/9) 

男子 

▼1500m 

宇佐美岳良 4.15.42  CB 

川井 景太 4.19.86  大学初 

飯田 駿介 4.43.73  PB 

▼5000m 

渡邊 康介 15.59.14 

▼3000mSC 

平中 章貴 10.37.32  大学初 

 

関西実業団陸上競技連盟記録会兼兵庫実業

団記録会(ベイコム 6/9) 

男子 

▼100m 

岡本 和也 11.19  -0.8 

藤田 雄大  11.53  +0.3 大学初 

数多 伸紀  11.54  +0.1 

大和 祐己  11.95  +1.0 

芦田 開    11.98  +1.0  CB 

▼400m 

田中 達也 50.60 

田中 智也 52.29 

▼1500m 

清原 陸    3.56.66  PB 

足立 大宜  4.27.14   

▼5000m 

谷川 尚希 16.10.50 

▼走高跳 

坂口 裕飛  2.00  CB 

▼砲丸投 

藤田 歩  8.01  自身初 

▼ハンマー投 

三谷 圭 43.78 

藤田 歩  29.05 

▼やり投 

澤田 剛  56.20  PB 

女子 

▼100m 

後藤 加奈 13.24  -0.2  PB 

花房柚衣香 13.66 

▼400m 

後藤 加奈 1.01.09 

▼砲丸投 

横山 優花 9.77 

中野 水貴  9.24 

福井 優輝  8.73 

 

第 33 回関西医科学生対抗陸上競技会(西京

極 6/10) 

▼200m 

西脇 友哉 予 22.59  +2.0  PB 

            決 22.72  +0.7  4 位 
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