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No.1 



1. 主将・女子主将・監督挨拶 

主将挨拶 

関西インカレが目前に迫って参りました。本年度は 5 月 10 日から 13 日にか

けてトラック&フィールドの部が西京極にて行なわれます。 

 京都大学陸上競技部の目標は、男子が一部残留、女子が京都大、京都女子

大、ノートルダム女子大の得点を合わせて総合 12 位相当です。特に男子はラ

ンキングでは総合最下位におり、二部降格の危機にあります。例年のようなス

ーパーエースによる大量得点ができない以上、ひとりでも多くの選手がランキ

ングを覆して 1 点 2 点を積み重ねていくことが重要になるため、より一層個人

の強さに加え、チームとしての強さが試されます。 

 今年は春先から多くの部員がベストを更新し、京都インカレでは男女ともに

チームとして良い結果を残し勢いに乗ることができました。一方で、先日の関

西インカレロードの部ではライバル校に大きく差をつけられ、関西インカレで

戦うことの難しさを実感させられました。現在チーム全体として目標を達成す

るために、危機感を持ってトラック&フィールドの部に向けて準備をしており

ます。 

 4 日間という長い戦いになりますが、チーム一丸となって、西京極にて下剋

上を起こしに行きますので、蒼穹会の皆様には是非とも競技場まで足を運んで

いただきご声援のほど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 

女子主将挨拶 

今年の関西インカレでは、女子としても、「京大、京都女子大、京都ノート

ルダム女子大の合計点数で総合 12 位相当」という目標を掲げています。この

目標に向けて、冬の間から、チーム一丸となってレベルアップに努めてまいり

ました。 

ここ数年で、関西インカレに出場する選手も、得点が期待される選手も、格

段に増えてきました。この関西インカレの舞台で、総合順位を争う勝負をし、

男子でいう１部校にあたる 12 位以内を勝ち取ることが、私たちの悲願です。

男子だけでなく、女子もチームとして、関西でしっかりと戦えるということを

お見せしたいと思います。また関西インカレでの京大女子の歴代最高得点も、

十分に手の届くところにあります。そちらにもご期待いただければ幸いです。 



日頃より応援にお越しいただいている蒼穹会の皆様には、たいへん感謝して

おります。今回も暑い中、長い戦いとなりますが、ぜひとも競技場にてご声援

のほど、よろしくお願いいたします。 

 

              京都大学陸上競技部女子主将  横山 優花 

監督挨拶 

ついに関西インカレを迎えます。今回は、男子は 1 部残留、女子は 3 大学合

わせて 12 位相当を目標に関西インカレに挑みます。4 月 20 日に行われたロー

ドの部では、1 部に上がって初めて得点することができませんでした。ランキ

ングで見ても、両目標は大変難しいものであることが分かります。それでもこ

の関西インカレを目標にチームはこの冬、厳しい練習を乗り越えてきました。

だからこそ、一人一人が一つでも上を目指す気持ちを持って全力で試合に当た

っていきたいと思います。 

シーズン当初から勢いのある、マイル・400m 勢や木村(2)清原(2)を筆頭とす

る中距離勢、更にはフィールドの三神(3)、大橋(3)たちには残留の原動力とな

ってほしいと思います。女子は主将横山(4)を中心に個々のレベルを確実に上げ

てきました。関西女子のレベルは高いですが、自己の全力を尽くしてほしいと

思います。  

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 

(4/19  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 17 点 

2 位 関西学院大学 7 点 

3 位 龍谷大学   6 点 

4 位 立命館大学  4 点 

4 位 同志社大学  2 点 

 

男子ハーフマラソンには久米(M2)、谷口(4)、原田(3)が出場した。 

久米は最初先頭のほうでレースを進めるが、徐々に失速し、途中で後続の集団

にも離されてしまった。ラストは近大の選手に競り勝ち 12 位でゴール。 

谷口は 8 位が狙える第 2 集団についていたが、5 キロ付近で離れ、こちらは後

続の集団につきしばらくレースをしたが、集団がばらけたところで離れてしま

った。そのままほぼ単独走を続け、11 位でゴールした。 

原田は序盤から 8 位を狙う集団から離れてしまった。それからも粘りの走りを

見せるが、前には追いつくことができず 14 位でゴール。 

3 人とも 8 位入賞での得点が目標であったが、かなわなかった。 

関西インカレで得点することの難しさを思い知らされた。 

1位 上坂　優太 ( 4) 京都産業大 1:06:17

2位 坂東　剛 ( 4) 関西学院大 1:07:13

3位 冨田　直樹 ( 3) 龍谷大 1:07:24

4位 西川　和希 ( 4) 京都産業大 1:07:34

5位 日下　聖也 ( 4) 京都産業大 1:07:37

6位 藤田　孝介 ( 3) 立命館大 1:08:34

7位 地行　聡一郎 ( 4) 同志社大 1:08:49

8位 森　太一 ( 4) 立命館大 1:09:07

11位 谷口　博紀 ( 4) 京都大 1:11:06

12位 久米　祐輔 ( M2) 京都大 1:11:25

14位 原田　麟太郎 ( 3) 京都大 1:11:43



   

左から久米(M2)、谷口(4)、原田(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 関西インカレ展望 

 

         ～短距離～ 
100m 

安藤 滉一  (4)    10.76 

 

男子 100m には安藤(4)が出場する。安藤は

夏から主将としてチームを引っ張ってきた。

主将として臨む関西インカレはプレッシャー

も大きいとは思うが、重圧をはねのけてのび

のびと走ってほしい。春先思うように結果が

出せていないが、この冬は大きな怪我もなく

練習は積めているので、関西の並み居る強豪

が集う大舞台で結果を期待したい。100m は

多田修平を筆頭に非常にハイレベルなレース

になることが予想される。順位が大きく入れ

替わる可能性もあるので、経験豊富さを生か

して勝負してきてほしい。 

 

200m 

土屋 佑太 (M2) 21.43 

安藤 滉一 (4)  21.59    

  

男子 200m には土屋(M2)と安藤(4)が出場す

る。土屋はラストシーズンとなる。この冬は

就職活動で忙しい中ではあったが、時間を見

つけて練習してきた。昨年の関西インカレに

おいては直前の怪我を物ともせず、実力を存

分に発揮し決勝に進み京大に勢いをもたらし

た。今年は怪我もなく臨めるので、持ち前の

対校戦での勝負強さを発揮して、まずは着実

に準決勝に進みたいところ。エントリータイ

ムでは土屋は 18 位となっているが、8 位と

の差は 0.1 秒程であり、決勝に進める可能性

も十分にあるので得点にも期待したい。安藤

は多種目での出場となるが、本数耐性のある

選手なのでしっかりと勝負にこだわって走っ

てきてほしい。 

 

 

↑安藤 滉一(4) 

常に関カレに向けてチームを引っ張ってき

た。走りでチームを盛り上げる。 

 

400m 

紀平 直人 (M2)  48.01 

小谷 哲  (3)   48.10 

浅井 良  (2)  48.68 

 

今回の男子 400m は一部に昇格してから初め

て 3 名が出場する。紀平はラストシーズンで

あり、しっかりと計画を立てここまで練習を

行ってきた。京都インカレでは 2 位になって

いるが本人は納得のレースがまだできておら

ず、関西インカレではさらにいい記録が期待

できる。小谷は直前に関西インカレ A 標準

を切り、勝負強さを発揮してくれた。関西イ

ンカレではその勝負強さを思う増分に発揮

し、決勝進出を目指してほしい。浅井はこの

冬にスピード強化という課題に取り組み、練

習の 200m でもかなりいい記録を出すほどま

でに成長した。まだまだ本領を発揮できてい

ないのでこの関西インカレという大きな舞台

で高校時代の 48.12 を更新し、決勝に駒を進

めてほしい。 

出場する 3 名は事前記録ではランキング 8 位

以内には入っていないが、決勝に進めるだけ

の力を持っている。その力を思う存分に発揮

し、関西インカレで京都大学は強いと思わせ

てきてほしい。 



 

110mH 

小野 貴裕 (3)  15.03 

 

男子 110mH には小野(3)が出場する。昨年と

同様にこの種目はハイレベルとなる事が予想

される。特に小野が出場する予選 3 組は資格

記録の 3 番手が 14"10 であり厳しいレースに

なるため、先行されても焦らず自分のレース

に集中する事が必要となる。今シーズン満足

な記録は出せていないが重要な試合に合わせ

る能力は高い選手であり、PB を予感させる

レースもこれまでにもある。得意とするスタ

ートが上手く決まれば上位の選手とも十分善

戦できるレベルにあるので大幅 PB を期待し

たい。 

 

4×100mR 

土屋 佑太 (M2)   

安藤 滉一 (4) 

備藤 翼    (M2) 

岡本 和也  (4) 

小野 貴裕  (3) 

加藤 寿昂  (2) 

 

走順は安藤-加藤-備藤-土屋を予定している

が、調子等を考慮して変更する可能性もあ

る。4×100mR は単純合計だけではタイムが

予想しづらく、個々の走力だけではなくバト

ン技術などのチーム力が大きく関わってく

る。個人種目よりも一層チーム力が問われる

種目であるので走る選手の調子等だけでなく

周りのサポートも重要となるだろう。予選か

ら厳しい戦いが予想されるが、勝負に徹した

レースをしてきたい。 

 

4×400mR 

小谷 哲  (3) 

浅井 良  (2) 

神先 宏樹 (4) 

田中 智也 (3) 

水野 廉也 (3) 

小原 幹太 (3) 

 

男子 4×400m ではより多い人数が出場する

ことを考え、400m に出場している紀平を含

め 7 人が出られるようにした。 

走順は、小谷-紀平-浅井-小原を予定している

が調子次第で変える可能性はある。 

京都インカレでは優勝という目標を達成し、

着実に力をつけてきた。また走るメンバー以

外にも PB を更新し、チームとしての層も

徐々に厚くなってきており、関西インカレで

も十分に戦えると思えるようになった。本番

では表彰台を目標として、近大や関学にも食

らいついていきたい。 

 

女子 200m 

小野 萌子 (4)    26.86 

 

女子 200m には小野(4)が出場する。小野は

就職活動などで忙しい中ではあるが、京都イ

ンカレにおいて自己ベストを更新し標準記録

を突破してくれた。調子はいいようなので自

己記録の更新はもちろん、26"5 の西日本イ

ンカレ標準兼蒼穹新に期待したい。予選は 3

レーンで 1 つ内のレーンには資格記録トップ

の立命館の壹岐がいるため、内から先行され

るレース展開になることが予想されるが、外

側のレーンにはタイムの近い選手もいるので

落ち着いて自分の走りができるかが重要とな

る。エントリータイムでは準決勝は厳しい

が、最後の関西インカレとなるので後悔のな

いレースをしてほしい。 

女子 400m 

後藤 加奈 (3)   60.43 

 

女子 400m には後藤が出場する。京都インカ

レでは 200m で PB を更新し、スピードにも

磨きがかかってきた。この冬練で悩みながら

も自分で何をすべきかをしっかりと考えひた

むきに練習に取り組んできた。初めての関西

インカレではあるが臆することなく勝負し、

この大舞台で 59 秒台という目標を達成して

ほしいと思う。 

 

女子 4×100mR 

今回は個人種目との兼ね合いもあり、出場を

断念するに至った。4×100mR 以外の種目に

より集中できると思うので、それぞれ個人種

目での活躍を期待したい。 



 

女子 4×400mR 

小野  萌子 (4) 

後藤  加奈 (3) 

林 玲美  (4) 

花房 柚衣香(2) 

福井 優輝 (3) 

安藤 百香 (2) 

 

走順は小野-後藤-花房-安藤で、花房、安藤は

走順を入れ替える可能性がある。前半の 2 人

は短長選手であり、ここでどれだけ貯金が作

れるかが勝負になってくる。また、七大でも

戦うことになる阪大にはここで勝ち、七大に

繋げたい。 

 

～中距離～ 
800m 

田中 達也 (4)  1.57.37 

土屋 維智彦(3)  1.54.10 

木村 佑  (2)  1.52.88 

 

男子 800m には田中(4)、土屋(3)、木村(2)が

出場する。田中は春先の記録会で関カレ標準

を突破し、自身初の関西インカレへの出場を

果たした。ランキングの上では得点から遠い

位置にはいるが、中距離チーフとして粘りの

走りを期待する。関西インカレ 2 度目の出場

となる土屋は昨シーズンから安定した走りを

見せている。今大会で一皮剥けた走りで実力

を出し切れば、決勝進出も可能だろう。今シ

ーズン好調の木村はこの種目最も得点の期待

が高い。決勝進出も決して容易ではないが、

得意のラストスパートを活かし表彰台を目指

す。 

 

1500m 

岡野 颯斗 (M2) 3.48.43 

木村 佑  (2)  4.00.70 

清原 陸    (2)    3.57.55 

 

男子 1500m には岡野(M2)、木村(2)、清原

(2)が出場する。エントリーランキングトッ

プの岡野は今シーズン不調が続き、厳しい戦

いが予想される。周囲の期待も大きく、自身

としても最後の関西インカレとなるため、今

大会で完全復活の走りを見せてほしい。

800m と兼ねて出場する木村は、800m と同

様、表彰台を目標に挑む。1500m に関して

は未知数なところもあるが、今年の京都イン

カレでも優勝を果たすなど期待が膨らむ。安

定の走りが持ち味の清原も 8 位入賞の得点が

期待される。1500 のエースとして関西イン

カレで大きく活躍してほしい。 

 

 

↑岡野 颯斗(M2) 

大量得点を期待したい。 

 

女子 1500m 

岸本 絵理 (5)  4.39.77 

上島 ほのか(3)  4.58.70 

 

女子 1500m には岸本(5)、上島(2)が出場す

る。岸本は個人種目では 1500m に絞っての

出場。5 回生となり練習に時間をあまり割け

ない状況ではあったが、専門である 800m の

スピードを活かし、まずは決勝進出を果たし

たい。ノートルダム女子大の学校枠として出

場することになった上島はランキング上では

厳しい位置にいる。しっかりと集団に食らい

つき、一つでも上の順位を目指すことが重要

になってくるだろう。また自己ベストを更新



し、今大会を通して大きく成長できることを

期待する。 

 

～長距離～ 
5000m 

柴田 裕平 (M1)  14.27.15 

尾﨑 拓  (M1)  14.55.85 

 

男子 5000m には尾崎(M1)、柴田(M1)が出場

する。 

尾崎は思うように練習が出来ていないが、こ

こぞという時の調整力には定評があるため、

何とか粘りの走りを見せてほしい。 

柴田はハーフマラソンを回避したが、T＆F

の部に向けて調整を続けている。ランキング

上でも得点圏内にいるため、期待したい。 

 

10000m 

久米 祐輔 (M2)  31.10.72 

柴田 裕平 (M1)  30.35.07 

尾﨑 拓  (M1)  30.22.05 

 

男子 10000m には久米(M2)、尾崎(M1)、柴

田(M1)が出場する。 

久米はランキング上は得点圏内からは遠くな

っているが、資格記録以上の実力があるとみ

ていいだろう。実力を発揮して、ハーフの悔

しさも晴らしてほしい。 

尾崎は 5000m 同様不安はあるが、昨年度こ

の種目で入賞した実績を持つので、なんとか

意地を見せてほしい。 

柴田は昨年度この種目で 9 位と惜しくも入賞

を逃した。その悔しさを今年晴らしてほし

い。5000m と合わせて 7 点の獲得を目標と

している。 

 

3000mSC 

稲垣 達也 (M2)    9.37.90 

岡野 颯斗 (M2)   9.18.39 

土田 侑秀  (4)    9.28.68 

 

男子 3000m 障害には稲垣(M2)、岡野(M2)、

土田(4)が出場する。 

稲垣は冬季故障のためあまり練習ができてい

なかったが、4 月に入り記録会でのタイムを

徐々に伸ばしてきている。2 年前に 8 位入賞

の経験もあるため、ここからさらに調子を上

げそこに食い込んでいってほしい。 

岡野は調子が上がらないままここまで来てし

まっているが、実力は間違いなく関西トップ

クラスであるため、なんとか調整して得点争

いに絡んでほしい。 

土田も故障の影響もあり練習ができていない

が、関西インカレにしっかり気持ちを向けて

最後まで戦って来てほしい。 

3 人ともラストイヤーということなので、悔

いが残らないように走りきってほしい。 

 

～競歩～ 
10000mW 

髙野 圭太  (4)     42.26.53 

亀田 孝太郎(3)     43.40.05 

 

男子 10000mW には髙野圭(4)と亀田(3)が出

場する。髙野圭は事前ランキング 6 番となっ

ているが、上位陣に食らいつき表彰台を狙

う。亀田はこの 1 年間で急成長し，入賞でき

るレベルまで実力をつけてきた。ランキング

では得点圏外ではあるが，粘るレースを見せ

入賞を掴み取りたい。2 人共に試合まで抜か

りなく準備をし， 1 点でも多くの点を取っ

てチーム目標に貢献したい。 

 

女子 10000mW 

髙野 寛子  (4)     50.02 

 

女子 10000mW には髙野寛子(4)が出場す

る。シーズン初めはなかなか調子が上がら

ず，苦しい時期を過ごしてきたが，ここ最近

は練習内容も良く徐々に調子を上げてきてい

る。今回のレースは，他大に実力のある新入

生が入ってきたこともあり，ハイペースな展

開が予想される。ただその中でも粘るレース

をしていき，上位入賞を狙っていく。 

 

～跳躍～ 
走幅跳 

本居 和弘 (3)  6m91 

 



7m ジャンパーが勢ぞろいするハイレベルな

状態が続く走幅跳には本居(3)が出場する。

彼は昨年の京都インカレ以降自己ベストが出

ていない。周りからも 7m を期待された状況

の中苦しんできた。この冬はウェイトに積極

的に取り組み、パワーを強化してきた。その

成果を是非跳躍に生かしてもらいたい。 

 

三段跳 

伊東 悠希 (4)  14m53 

三神 惇志 (3)  15m08 

 

三段跳には伊東(4)と三神(3)が出場する。昨

年は 2 部とほとんど同じレベルにまで下がっ

たが、今年は 15m で得点圏という例年通り

の見込みだ。三段跳は身体に大きな負担がか

かる競技で、伊東は足首に、三神は腰に問題

を抱えている。しかし残りの時間を調整にし

っかり注ぎ、共に入賞したい。 

 

走高跳 

坂口 裕飛 (1)   2m06 

 

走高跳には新入生の阪口(1)が出場する。彼

は昨年の近畿インターハイを制した期待の新

人だ。2m を成功すれば得点も見えてくる

が、入部してまだ 1 ヵ月。まだ右も左も分か

らない状態だと思うので、まずは久しぶりの

試合を、関西インカレを存分に楽しんでもら

いたい。 

 

棒高跳 

珍坂 涼太 (M1) 4m30 

 

昨年に引き続き珍坂(M1)が出場する。彼は先

日の記録会で肉離れを起こし出場できるか分

からない、出来たとしても万全の状態とは言

えないであろう。しかしシーズンインの中

で、何かを掴みかけたようであり是非技術の

力でカバーしてもらいたい。得点圏は 4m60

は最低条件と言ったところ。 

 

女子走幅跳 

広川 知佳 (3)   5m42 

 

走幅跳には広川(3)が出場する。彼女は前回

大会以降、踏切直前での減速を課題としてお

りその克服に 1 年間取り組んできた。もとも

と体格以上に走力・パワーを備えた選手であ

るので、練習の成果を十分に発揮し、ハイレ

ベルな走幅跳選手に割って入れることを期待

したい。 

 

女子三段跳 

広川 知佳 (3) 11m45 

 
走幅跳と同じく広川(3)が出場する。12m が

得点の条件といったところで資格記録では離

されている。走幅跳との兼ね合いで三段跳に

集中して取り組んだ時間も少ないが、昨年と

比べ跳躍自体は洗練されている。今年も

11m 板への挑戦となるが、恐怖に慄く事な

く思い切り踏み切ってほしい。 

 

女子走高跳 

林 玲美 (4) 1m66 

 

林(4)が出場する。彼女は年明けからの病院

実習で大きく練習時間を削られた中で、少な

い時間を有効に活用して練習してきた。当日

は 1m69 という高さがある。1m65 をクリア

したあと、蒼穹新や自己ベストなどご褒美の

多いこの高さに果敢にチャレンジし、入賞に

近づきたい。 

 

 

↑林 玲美(4) 

169cm 越えに期待がかかる。 



～投擲～ 

ハンマー投 

若園 直樹 (M2) 49m30 

三谷 圭  (4)  43m88 

 

若園は 50m 超えを目標に練習を積んでき

た。京都インカレでは新しい感覚を掴んだよ

うで、50m スローがついに実現しそうであ

る。入賞ラインは 56m 前後と予想される

が、京大史上最強のハンマー投選手として

堂々と勝負してきてほしい。 

三谷は関西インカレ A 標切り(48m)を目指し

て戦う。冬の間ウエイトトレーニングで誰よ

り身体を追い込み成長してきたので、自分に

自信を持って関西インカレの舞台で戦ってき

てほしい。彼のブレークスルーに期待した

い。 

 

やり投 

浅野 智司 (M1)  57m96 

中山 奎吾 (4)    60m81 

 

肘痛に悩まされながらも関西インカレ標準を

突破した浅野は、関西インカレ入賞を目標に

練習を積んできた。一発の大投擲の可能性を

秘めた選手なので、この関西インカレの舞台

で実力を発揮し、ブレークスルーを果たして

ほしい。入賞は射程圏内である。 

中山は年明けから肩の怪我に悩まされ、投擲

練習は全くできていない。しかし最高学年と

して、京大の 1 部残留を果たすため、必ず得

点する。 

 

男子円盤投 

大橋 悟   (3)   43m89 

 

関西インカレ表彰台を目標に冬の間練習を積

んできた大橋は、春先の好記録の連続や京都

インカレでの蒼穹記録樹立により優勝も射程

圏内というところまできた。自己ベストを更

新しつつも、まだ会心の投擲はできていない

ようなので、この関西インカレの舞台で会心

の投擲を魅せてほしい 

 

女子やり投 

中野 水貴 (2)   45m62 

 

関西インカレ得点を目標に冬の間大きな怪我

もなく順調に練習を積んできた中野は、その

成果を春先から大いに発揮している。特に京

都インカレでの大投擲により、8 位入賞が射

程圏内となった。まだまだ伸び盛りの選手な

ので、関西インカレでもさらなるビッグスロ

ーをして得点してきてほしい。記録としても

全日本インカレ標準の 50m が見える位置に

きたので、しっかり狙っていってほしい。 

 

女子砲丸投 

中野 水貴 (2)   10m01 

 

関西インカレに向けてはやり投に絞って練習

してきた中野だが、やり投に向けての技術や

パワーの向上が砲丸投にも活き、京都インカ

レでは大きくベストを更新した。関西インカ

レでは入賞は厳しいと予想されるが、京都イ

ンカレのように一発良い投擲をして、会場を

沸かせてほしい。 

 

女子円盤投 

横山 優花 (4) 38m77 

 

関西インカレ 2 位と全日本インカレ入賞を目

標にしている横山は、腰の怪我に悩まされつ

つもしっかり目標に向かって練習し、成長し

てきた。春先は調子が上がってこず苦しい思

いをしたが、関西インカレに向けてしっかり

仕上げてきている。当日は早い段階でエイト

進出を決め、そこから関西上位陣と勝負すべ

く思い切り投げてきてほしい。 

 

～混成～ 
十種競技 

平島 敬也 (3)    5536 

 

十種競技には、平島(3)が出場する。昨年度

よりレベルは下がったものの、得点には

6100 点程度が必要となる見込みだ。びわス

ポ大の黒田(M1)や同志社大の別宮(3)といっ

た上位陣は安定している一方、8 位争いが予

想される 6000 点近辺は、天理大やびわスポ

大 2 名を含む 5 名の選手で混戦状態となって



いる。平島には、得点源となる短距離・跳躍

種目で点数を稼ぐ一方、苦手とする 1500m

を克服し、8 位争いに食い込んでほしい。2

日間という長丁場だが、選手・応援ともに集

中を切らさず１点をもぎ取りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 関西インカレ日程 

 

 

 

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:00 2部男子

10:05 1部男子

10:20 女子 1500m 予選

10:45

10:55

11:05

11:15

11:25 1部男子

11:55

12:05

12:25

12:35

12:55 1部男子

13:20 女子 100mH 予選

13:55 2部男子

14:15 1部男子

14:40 女子 1500m 決勝

15:00 女子

15:20 2部男子

15:40 1部男子

16:00 2部男子

16:10 1部男子

16:25 女子 400m 準決勝

16:40 2部男子

17:05 1部男子

17:30 女子 10000m 決勝

2部男子

1部男子

女子 棒高跳 決勝

2部男子

13:40 1部男子

14:30 2部男子 走幅跳 決勝

10:30 女子 ハンマー投 決勝

2部男子

1部男子

12:30 2部男子

14:30 1部男子

12:10

11:00

10:50 十種走幅跳

十種走高跳

100m 予選

女子

十種400m

跳躍競技

投擲競技

十種砲丸投

ハンマー投 決勝

5000m 決勝

予選110mH

4×100mR 予選

競技日程【第二日目】　5月10日（木）

トラック競技

十種100m

400m 予選

女子

2部男子

2部男子

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:00 2部男子

10:10 1部男子

10:25 2部男子 110mH 準決勝

10:40 女子 100mH 準決勝

11:15 女子

11:30 2部男子

11:45 1部男子

12:05 2部男子

12:25 1部男子

12:50 2部男子

13:00 1部男子

13:10 女子 100mH 決勝

13:30 女子

13:40 2部男子

13:50 1部男子

14:20 女子

14:30 2部男子

14:40 1部男子

15:00 女子 3000mSC ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

15:40 2部男子

15:50 1部男子

16:10 女子

16:30 2部男子

16:50 1部男子

17:20 2部男子

17:30 1部男子

10:00 2部男子 三段跳 決勝

2部男子

1部男子

13:30 1部男子 三段跳 決勝

16:00 女子 走高跳 決勝

10:00 2部男子 砲丸投 決勝

2部男子

1部男子

13:00 女子 やり投 決勝

14:00 1部男子 砲丸投 決勝

2部男子

1部男子

十種110mH

100m 準決勝

1500m 予選

110mH 決勝

100m 決勝

400m 決勝

1500m 決勝

十種円盤投

十種やり投

競技日程【第三日目】　5月11日（金）

トラック競技

4×100mR 決勝

十種1500m

十種棒高跳

投擲競技

跳躍競技

12:40

10:50

15:10



 

 

 

 

 

 

 

 

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:00 女子

10:15

10:25

10:35

10:45

10:55 1部男子

11:15 女子

11:40 2部男子

12:00 1部男子

12:25 女子

12:45

13:00

13:15 1部男子

13:35 女子

13:50 2部男子

14:00 1部男子

14:20 女子

14:40 2部男子

15:00 1部男子

15:20 女子

15:40 2部男子 800m 準決勝

16:00 女子 5000m 決勝

16:30 2部男子

17:10 1部男子

10:30 女子 三段跳 決勝

10:50 女子

14:00 1部男子 走幅跳 決勝

14:30 2部男子 棒高跳 決勝

10:00 女子

12:30 2部男子

13:00 女子

15:00 1部男子 円盤投 決勝

競技日程【第四日目】　5月12日（土）

トラック競技

女子

2部男子
200m

七種砲丸投

七種走高跳

200m 準決勝

4×400mR 予選

七種200m

10000m 決勝

跳躍競技

投擲競技

円盤投 決勝

七種100mH

予選

400mH 予選

2部男子 800m 予選

開始時刻 種別 種目 ラウンド

10:00 女子

2部男子

1部男子

12:10

12:30 女子

12:45 2部男子

12:55 1部男子

13:10 女子

13:20 2部男子

13:30 1部男子

13:40 女子

13:50 2部男子

14:00 1部男子

14:20 2部男子 ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

15:00 1部男子 決勝

15:30 女子

16:00 女子

16:10 2部男子

16:20 1部男子

10:00 女子

10:00 1部男子 走高跳 決勝

12:30 1部男子 棒高跳 決勝

13:30 女子 走幅跳 決勝

13:30 2部男子 走高跳 決勝

10:00 2部男子 やり投 決勝

12:30 女子

13:00 女子 砲丸投 決勝

14:00 1部男子 やり投 決勝

七種800m

競技日程【第五日目】　5月13日（日）

トラック競技

10000mW 決勝

表彰式

400mH 決勝

11:10

200m 決勝

800m 決勝

3000mSC

4×400mR 決勝

七種走幅跳

七種やり投

投擲競技

跳躍競技



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 

安藤  滉一  予      10.96  +0.3 

７位    10.95   +0.8 

澤  薫      予    10.96   +1.5 

土屋  佑太  予    11.15   -0.6 

▼200m 

安藤 滉一 予    22.19  -0.7 

      ４位   21.90  -0.4 

岡本 和也 予   22.93  ±0.0 

梶原 隆真 予   22.94  -1.7   PB 

▼400m 

紀平 直人 予   48.88 

            ２位  48.48 

小谷 哲  予   48.80 

      ４位  48.83   

浅井 良  予   48.68         UB 

      ７位  49.42  

▼800m 

木村  佑    予   1.54.53 

２位    1.53.67 

土屋維智彦  予      1.56.85 

７位    1.56.70 

岡本  郁翔  予     2.01.62 

▼1500m 

木村  佑     優勝    4.00.70 

清原  陸     ４位  4.02.91 

岡野 颯斗          4.12.82 

▼5000m 

尾崎 拓      15.31.67 

久田 雅人     15.47.62 

川井 拓哉     16.01.42 

▼10000m 

柴田 裕平  ２位   30.53.30 

相澤 航      32.27.20       PB 

潮崎 羽      35.46.78 

▼110mH 

福島 理   予   15.42   -0.2 

田中 伸幸  予   15.71   -0.5 

▼400mH 

長谷川  隼   予     55.06          PB 

五十嵐隆皓   予     55.22          PB 

平田  泰行   予     56.37          PB 

▼3000mSC 

土田  侑秀  ６位    9.44.67 

岡野  颯斗  ８位    9.49.15 

渡邊  康介          10.26.08 

▼4×100mR 

備藤・土屋・ 

安藤・澤  ５位  41.52 

▼4×400mR 

小谷・紀平・ 

浅井・小原 優勝  3.12.47 

▼棒高跳 

平島 敬也 ６位  4.0 

珍坂 涼太 ７位  4.0 

五十嵐 隆皓８位  3.8 

▼走幅跳 

本居 和弘     6.62   -0.2 

澤 薫       6.60  ±0.0 

南井 航太     6.49   -1.2 

▼三段跳 

松井 そら     13.36  -1.0   PB 

▼円盤投 

大橋 悟  ２位  43.89         PB  

                                蒼穹新 

平島 敬也     29.46 

▼やり投げ 

浅野   智司         55.24 

澤田   剛           52.52 

▼ハンマー投げ 

若園   直樹       48.01 

三谷  圭          43.88         PB 

 

 

女子対校の部 

▼100m 

小野  萌子  予      13.61  +0.9 

菅野  紗希  予      13.67  +0.2 

花房柚衣香  予      13.81  +0.2 

▼200m 

小野 萌子 予   26.68  +0.4   PB 

後藤 加奈 予   26.94  +0.4   PB 

菅野 紗希 予   27.74  +0.4   UB 

▼400m 

後藤 加奈 予   62.07          

            ７位  62.15 

▼800m 

安藤 百香 ５位  2.30.41       UB 

▼1500m 

上島ほのか     5.04.49 

▼100mH 

花房柚衣香 ８位  16.32  -1.1 

▼4×100mR 



花房･小野･ 

後藤･中野   ４位    52.19 

▼走幅跳 

▼円盤投 

横山 優花 ３位  35.29 

福井 優輝 ７位  22.25         

▼砲丸投 

横山 優花 ３位  10.49 

中野 水貴 ６位  10.01 

福井 優輝     8.49 

▼やり投 

中野 水貴 ２位  45.62      PB 

                              蒼穹新 

 

オープンの部 

 

▼100m 

加藤  寿昂     11.1    +1.4 

備藤  翼     11.19    -0.3 

小野  貴裕          11.28   +0.5 

岡本  和也          11.39   ±0.0 

▼400m 

小原  幹太          49.59 

水野  廉也          50.58 

田中  智也     51.03 

神先  宏樹     51.17 

▼1500m 

小柴  鷹介     4.11.43  

▼110mH 

大和  祐己          17.55    -0.3 

▼10000mW 

亀田孝太郎          51.09.06  

高野  寛子          51.11.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



柴田 裕平 25.51

男子

▼20kmW ▼10km

高野 圭太 1.30.19 谷口 博紀 2位 33.12

亀田孝太郎 1.33.40 PB

女子

▼10kmW

高野 寛子 51.4

宮崎 伶菜 1.45.09

木村 佑 15.45

松葉 悠剛 2位 2.28.27

下迫田啓太 2.36.50

谷口 博紀 9.05 寶 雄也 2.55.47

久田 雅人 9.34

谷川 尚希 9.25

清水 秀広 10.00 男子

▼3区3.0km ▼5kmW

川井 拓哉 9.44 山西 利和 19.36

大前 晃一 9.52 亀田孝太郎 22.21

▼4区3.0km ▼10kmW

原田麟太郎 9.42 山西 利和 39.00

渡邊 康介 9.43 亀田孝太郎 44.31

▼5区3.0km ▼15kmW

久米 祐輔 9.14 山西 利和 58.23

稲垣 達也 9.33 亀田孝太郎 1.07.19

▼6区3.0km ▼20kmW

谷川 尚希 9.37 山西 利和 1.17.41 PB

清水 秀広 10.05

亀田孝太郎 1.32.36 PB

第72回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会

(2/4 加古川河川敷)

▼4区8.195km

2018有田みかん海道マラソン

(2/11 有田みかん海道)

▼マラソン

▼ハーフマラソン

第43回鹿嶋市駅伝大会(1/21 鹿嶋)

▼3区5.0km

第13風伝説駅伝(1/21 武庫川河川敷)

6.記録会等の結果

個人戦・記録会

第66回元旦競歩大会

(1/1 神宮外苑・絵画館20km競歩路コース)

リビング×メ～テレマラソンパラダイス2018

(2/11 モリコロパーク)

京都マラソン2018

(2/18 西京極―平安神宮コース)

第101回日本陸上競技選手権大会20㎞競歩

(2/18 六甲アイランド甲南大学周辺コース)

蒼穹新　日本学生新　日本歴代３位

▼1区3.0km

▼2区3.0km



女子

▼5kmW

高野 寛子 24.56

▼10kmW 宮崎 伶菜 4.05.42 自身初

高野 寛子 50.02

▼15kmW

高野 寛子 1.18.30

▼20kmW

高野 寛子 1.48.31 安藤 滉一 11.28 -2.2

加藤 寿昂 11.37 -2.5

小野 貴裕 11.44 -2.1

澤 薫 11.54 -2.5

▼10km 岡本 和也 11.58 -3.2

渡邊 康介 34.00 珍坂 涼太 11.70 -1.4

梶原 隆真 11.71 -1.8

庄司 真 11.81 -4.1

金子 渓人 11.92 -1.7

西脇 友哉 12.00 -2.6

久米 祐輔 1.07.33 PB 三神 惇志 12.13 -3.3

谷口 博紀 1.08.48 PB ▼200m

原田麟太郎 1.09.46 安藤 滉一 22.89 -4.5

▼5km 西脇 友哉 23.34 -1.7

久米 祐輔 15.27 岡本 和也 23.47 -2.1

谷口 博紀 16.00 ▼400m

原田麟太郎 16.13 紀平 直人 48.16

▼10km 小谷 哲 48.89

久米 祐輔 31.20 浅井 良 49.22

谷口 博紀 32.10 水野 廉也 50.43 PB

原田麟太郎 32.41 庄司 真 52.16

▼15km ▼800m

久米 祐輔 47.29 木村 佑 1.57.25

谷口 博紀 48.24 土屋維智彦 1.57.82

原田麟太郎 49.19 田中 達也 1.59.63

▼20km 岡本 郁翔 2.00.83

久米 祐輔 1.04.00 宮崎 奨之 2.02.50

谷口 博紀 1.05.13 飯田 駿介 2.14.18

原田麟太郎 1.06.10 ▼1500m

清原 陸 3.59.18

第21回日本学生ハーフマラソン

(3/4 立川駐屯地・昭和記念公園)

▼ハーフマラソン

名古屋ウィメンズマラソン2018

(3/11 名古屋ウィメンズマラソンコース)

▼マラソン

平成29年度第2回学連競技会(3/12.13 西京極)

・男子

▼100m

第40回読売犬山ハーフマラソン

(2/25 犬山市)



木村 佑 4.02.47

久米 祐輔 4.04.75 平島 敬也 4.20 PB

土田 侑秀 4.10.17 五十嵐隆皓 3.40

平中 章貴 4.14.40 増尾 浩旗 3.00 自己初

前田 裕也 4.16.71 UB 珍坂 涼太 NM

岡野 颯斗 4.20.86

澤 薫 6.99 +3.1

平中 章貴 16.27.37 本居 和弘 6.77 +1.8

津吉 順平 16.53.05 PB 南井 航太 6.47 -0.2

清水 秀広 17.02.87 松井 そら 6.11 -0.2

横山 寛樹 5.75 +0.1

小柴 鷹介 32.37.32 自身初

潮﨑 羽 32.46.41 自身初 三神 惇志 13.96 +2.4

相澤 航 32.55.05 自身初 吉川 樹 13.54 +1.3

大前 晃一 33.33.50 自身初 伊東 悠希 NM +1.1

川井 拓哉 34.11.60

渡邊 康介 34.17.73 大橋 悟 40.77 PB

小野 貴裕 15.41 -1.7 金子 渓人 10.04

吉川 広祐 15.49 -1.1 PB

田中 伸幸 15.75 -0.9 若園 直樹 45.95

福島 理 15.75 -0.9 大橋 悟 40.57 PB

平島 敬也 16.33 +0.9 UB 三谷 圭 39.18

五十嵐隆皓 16.52 -1.1 藤田 歩 22.95 自身初

黒瀬 慶 16.54 -1.1

金子 渓人 16.86 +0.9 澤田 剛 53.18 PB

▼400mH ・女子

長谷川 隼 55.99

平田 泰行 56.88 花房柚衣香 13.59 +1.5 UB

五十嵐隆皓 57.00 菅野 紗希 13.81 +2.8

岡本 和晃 9.58.76 後藤 加奈 27.55 -2.7

岡野 颯斗 10.35.73 小野 萌子 27.68 -2.7

菅野 紗希 27.86 -1.3

小谷 哲･紀平 直人･浅井 良･平田 泰行

3.18.13 小野 萌子 1.01.88

岡本 和晃･安藤 滉一･下迫田 啓太･庄司 真 後藤 加奈 1.02.04

3.33.66

▼棒高跳

▼走幅跳

▼三段跳

▼円盤投

▼砲丸投

▼ハンマー投

▼やり投

▼3000mSC

▼5000m

▼400m

▼10000m

▼110mH

▼4×400mR

▼100m

▼200m



安藤 百香 2.33.20 UB 平島 敬也 4.00

五十嵐隆皓 3.80 PB

上島ほのか 5.07.30 松井 そら 3.20

増尾 浩旗 3.20 PB

花房柚衣香 16.11 -0.6 珍坂 涼太 NM

平島 敬也 43.71 PB

53.54 五十嵐隆皓 36.69

広川 知佳 5.35 +0.6 三谷 圭 36.41

藤田 歩 NM

横山 優花 35.02 若園 直樹 NM

福井 優輝 20.47

横山 優花 10.21 ・男子

福井 優輝 8.88 PB

安藤 滉一 Ⅰ 11.05 -2.3

中野 水貴 44.94 PB 紀平 直人 Ⅰ 11.05 -2.1

蒼穹新 安藤 滉一 Ⅱ 10.97 -0.8

紀平 直人 Ⅱ 11.61 -0.8

安藤 滉一 22.38 +1.1

高野 圭太 42.26.53 PB

亀田孝太郎 43.40.05 PB 紀平 直人 48.01

小原 幹太 49.97

水野 廉也 50.06 PB

田中 智也 50.64

田中 達也 51.63

加藤 寿昂 10.98 +1.2

岡本 和也 11.28 +2.2 清水 秀広 4.22.72 PB

梶原 隆真 11.28 +1.0 PB

珍坂 涼太 11.51 +1.2 福島 理 15.74 -2.8

田中 伸幸 16.09 -2.8

小谷 哲 48.70 ・女子

平田 泰行 58.14 後藤 加奈 60.43 UB

▼800m

▼1500m

▼100mH

▼4×100mR

花房柚衣香･小野 萌子･後藤 加奈･中野 水貴

▼棒高跳

▼やり投

▼ハンマー投

第7回奈良市記録会(3/29 鴻ノ池)

▼走幅跳

▼円盤投

▼砲丸投

▼やり投

平成29年度関東学連春季オープン競技会

(3/24 江戸川)

▼100m

▼200m

▼400m

▼1500m

▼110mH

▼400m

▼10000mW

第51回びわこ成蹊スポーツ大学記録会

(3/25 びわこフィールド)

▼100m

▼400m

▼400mH



・男子 清原 陸 1.57.09 PB

大学初

土屋 佑太 Ⅰ 10.87 +3.6 田中 達也 2.00,54

加藤 寿昂 Ⅰ 11.07 +3.6 岡野 颯斗 2.03,98

梶原 隆真 Ⅰ 11.27 +3.0 岡本 郁翔 2.06.21

加藤 寿昂 Ⅱ 10.97 +1.9 ▼走幅跳

土屋 佑太 Ⅱ 11.12 +1.9 南井 航太 6.31 -1.2

梶原 隆真 Ⅱ 11.19 +1.9 PB ▼円盤投

大橋 悟 40.22

黒瀬 慶 Ⅰ 16.07 +0.7 ▼やり投

黒瀬 慶 Ⅱ 15.70 +3.3 澤田 剛 50.19

・女子

横山 寛樹 5.87 +2.1 ▼走幅跳

広川 知佳 5.42 +2.0

大橋 悟 Ⅰ 42.06 PB 林 玲美 4.50 +0.4

大橋 悟 Ⅱ 42.71 PB ▼三段跳

広川 知佳 11.24 +0.8

浅野 智司 55.23 ▼砲丸投

澤田 剛 50.33 横山 優花 10.07

・女子 ▼円盤投

横山 優花 36.01

小野 萌子 Ⅰ 13.38 +0.2 ▼やり投

後藤 加奈 Ⅰ 13.66 +0.3 UB 中野 水貴 44.34

後藤 加奈 27.58 +3.1

中野 水貴 43.10 高野 圭太 20.34.80 PB

・男子

紀平 直人 Ⅰ 11.18 +0.0

備藤 翼 Ⅰ 11.33 +0.4 五十嵐隆皓 5581

備藤 翼 Ⅱ 11.09 +3.5

紀平 直人 22.24 -0.9 平島 敬也 5536 PB

岡野 颯斗 54.82

▼800m

▼やり投

▼100m

▼200m

▼やり投

2017年度第4回北和陸上競技記録会(3/31 鴻ノ池)

▼100m

2017年度第3回北和陸上競技記録会(3/30 鴻ノ池)

▼100m

▼110mH

▼走幅跳

▼円盤投

11.82(+0.3)6.00(+2.7)7.86 1.75 51.56

16.51(-1.5)24.24 3.80 34.62 4.42.44

11.37(+0.7)6.18(+1.2)9.15 1.80 52.40

17.95(-1.5)27.56 4.00 40.91 5.41.84

▼ 200m

▼400m

第1回国士舘大学記録会(3/31 国士舘大学)

▼5000mW

第66回大阪学生陸上競技対校選手権大会

(4/5.6 ヤンマーフィールド長居)

▼十種競技



松井 そら 5304 PB 前田 裕也 4.11.92 UB

宇佐美岳良 4.16.81 UB

平中 章貴 4.21.77

増尾 浩旗 4712 自身初 ▼5000m

久田 雅人 15.17.68

▼110mH

福島 理 15.15 +2.7

小野 貴裕 15.28 +2.7

▼400mH

横山 寛樹 11.48 -0.4 PB 平田 泰行 55.00 PB

大学初 五十嵐隆皓 55.89

横山 寛樹 23.30 +2.6 大学初 南井 航太 6.63 +1.1 PB

澤田 剛 53.82 PB

・女子

小柴 鷹介 4.07.29 安藤 百香 2.34.85

清水 秀広 4.14.03 PB

大前 晃一 15.44.77

長谷川大智 15.59.02 ・男子

谷川 尚希 16.15.71 ▼100m

津吉 順平 16.27.45 PB 加藤 寿昂 11.09 +0.0

岡本 和也 11.20 -0.1

稲垣 達也 9.50.65 平島 敬也 11.50 +0.3

▼400m

小谷 哲 49.02

水野 廉也 50.55

▼110mH

木村 佑 1.57.14 福島 理 15.62

田中 達也 1.57.37 UB 黒瀬 慶 16.59

土屋維智彦 2.04.33 ▼棒高跳

岡本 郁翔 2.06.40 珍坂 涼太 4.20

宮崎 奨之 2.08.67 ・女子

飯田 駿介 2.22.27 ▼100m

▼1500m 後藤 加奈 13.67

清原 陸 4.11.61

11.67(+0.3)6.45(+2.7)9.34 1.70 53.42

16.69 30.12 NM 44.42 4.50.34

11.45(+2.9)5.74(+1.3)9.00 1.65 53.14

18.25(-3.8)22.02 NM 41.62 5.04.19

平成30年第2回強化･普及記録会(4/14 鴻ノ池)

▼100m

第63回大阪三大学対校陸上競技大会(4/14 金岡)

・男子

▼800m

▼走幅跳

▼やり投

▼800m

第2回大阪陸上競技記録会

(4/14.15 ヤンマーフィールド長居・ヤン

▼200m

平成30年度第1回京都産業大学長距離競技会

(4/14 京産大)

▼1500m

▼5000m

▼3000mSC



▼400m

後藤 加奈 1.01.32 ▼100m

▼1500m 安藤 滉一 Ⅰ 11.17 +0.4

上島ほのか 4.58.70 PB 安藤 滉一 Ⅱ 11.08 -2.1

▼100mH ▼走高跳

花房柚衣香 16.48 +1.4 阪口 裕飛 Ⅰ 1.98 大学初

▼走幅跳 阪口 裕飛 Ⅱ 1.95

広川 知佳 5.02 +0.0

▼やり投

中野 水貴 43.35 ・男子

▼100m

数多 伸紀 11.40 +1.9 PB

松本 佳太 11.50 +3.7 大学初

▼3000m

備藤 翼 11.25 +0.1 清水 秀広 9.34.68 大学初

小谷 哲 48.10 PB 稲垣 達也 9.42.86

小原 幹太 49.68 ・女子

▼800m

長谷川 隼 15.76 -0.7 PB 上島ほのか 2.28.66 PB

安藤 百香 2.32.73

大橋 悟 44.98 PB ▼走幅跳

三谷 圭 42.79 広川 知佳 5.29 +0.2

藤田 歩 31.11 PB ▼三段跳

広川 知佳 11.23 +1.3

澤田 剛 50.27

▼5000m

▼400m 柴田 裕平 14.38.79

浅井 良 49.04

▼1500m

▼三段跳 岡野 颯斗 4.05.78

三神 惇志 14.74 +0.3 ▼1500m

岸本 絵里 5.12.14

女子

平成30年第1回奈良市記録会(4/22 鴻池)

平成30年第2回京都陸協記録会(4/22 西京極)

▼3000mSC

▼110mH

▼ハンマー投

▼やり投

平成30年愛知県国体選手選考・強化普及競技会

(4/15 パロマ瑞穂スタジアム)

第32回小瀬カーニバル

(4/21 中銀スタジアム)

第52回びわこ成蹊スポーツ大学記録会

(4/15 びわこフィールド)

▼100m

▼400m

第66回兵庫リレーカーニバル

(4/22 ユニバー記念競技場)

第178回東海大学種目別競技会

(4/29 東海大学湘南校舎陸上競技場)

男子
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