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1.  主将挨拶・女子主将挨拶・監督挨拶 

主将挨拶 

来たる 9 月 24 日に、山城総合運動公園にて東大戦が開催されます。ここまでの対校戦で

は、関西インカレ、伊勢予選と目標を達成することができた一方で、七大戦では 2 位という

結果に終わり、非常に悔しい思いをしました。 

 この東大戦での目標は、男女総合優勝です。男子は事前ランキングでは 11 点差で勝っ

てはいるものの、2 校対校ではこの程度の点差は簡単に覆される点数です。東大もこの点差

をモチベーションにして指揮を高めていることと思います。現在、これを向かい打つべく、

決して油断すること無く、選手一人一人が 100%のパフォーマンスができるように準備を徹

底しております。そして当日は、スコンクや勝ち越しや自己ベストやランキングを覆すこと

を重ね、確実にチームとしての流れをつかみ、総合優勝を引き寄せます。 

 今年は男女ともに激しい接戦が予想されます。最後のリレーにまでもつれ込むかもし

れません。少しのミスが命取りとなり、逆に流れをつかんだチームが勝利します。新幹部の

もとこの夏に更なる成長を遂げた 1～3 回生に、最後の対校戦となる 4 回生が再び加わり、

部員全員で絶対に男女総合優勝するという強い思いを持って東大を圧倒し、勝利の喜びを

味わいたいと思います。 

 蒼穹会の皆様には是非とも太陽が丘まで足を運んでいただき、いつもと変わらぬ熱き

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  安藤 滉一 

 

女子主将挨拶 

いよいよ東大戦が迫ってまいりました。本年度、女子チームとしては、関西インカレでも

七大戦でも目標に届く結果は得られていません。だからこそ、最後にこの東大戦こそは、な

んとしても男女総合優勝を果たし、この一年の取り組みを結果として残したいと思ってお

ります。 

 今年も東大にはエースが複数おり、1 位を取られてしまう種目が多くなる予想です。し

かし、京大も一人一人が実力を上げてきており、またそれぞれの専門種目で勝負できる選手

が多いですので、着実に点を積み重ねることができるはずです。事前予想では全くの互角と

なっていますが、七大戦を経て、みな対校戦でしっかりと結果を残すことができるようにな

ってきたこのチームなら、必ず勝利できると思っております。 

昨年の男女総合優勝の喜びは色濃く、忘れることはありません。あの喜びをもう一度味わ



うべく、チーム一丸となって最後まで全力で戦います。お忙しいところとは存じますが、蒼

穹会の皆様方には是非とも競技場まで足を運んでいただき、激励、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 

来る 9 月 24 日(月)、太陽が丘競技場にて東大戦が行われます。今回も男女総合優勝を目

指しての戦いとなります。昨季男子は大勝したものの、今回は接戦が予想されておりどの競

技においても、ランキング通り勝ち切りかつ、事前予想を一つ一つ覆していくことが必要に

なります。 

また女子については今回も我慢の試合が予想されますが、取れる点をしっかり確保し続け

れば必ずや勝利をつかむことができるでしょう。４回生が中心となる最後の対校戦なので、

最後は男女共に勝って笑顔で終わりたいと思います。 

蒼穹会の皆様方におかれましては、お忙しいこととは存じますが、是非とも会場に足を運ん

でいただきご声援を送っていただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

京都大学陸上競技部監督  紀平 直人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 東大戦タイムテーブル（９月２４日（月） 山城総合運動

公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技時間 種目 競技時間 種目

9:30

10:00 男 対校 400mH 10:00 男女 対校(男)・OP(女) 走高跳

10:15 男 対校 100m 11:15 男女 対校・OP 走幅跳

10:25 女 対校 100m 12:15 男 対校 棒高跳

10:40 男 対校 1500m 14:30 男 対校 三段跳

10:55 男 OP 5000m

12:10 男 対校 400m 10:00 男 対校 ハンマー投

12:20 女 対校/OP 800m 11:40 男 対校 円盤投

12:35 男 対校 4×100mR 13:40 男女 対校・OP 砲丸投

12:50 男 対校・OP 5000mW 14:40 男 対校 やり投

13:30 女 対校 400m

13:40 男 対校/OP 800m

14:05 男 対校 200m

14:10 男女 OP 200m

14:45 男 対校 110mH

15:05 女 対校 3000m

15:20 男 対校 5000m

15:50 女 対校 4×100mR

16:00 男 対校 4×400mR

16:30 閉会式

フィールドの部・投擲種目

開会式

トラックの部 フィールドの部・跳躍種目

種別種別



3. 東大戦展望 

＜短距離＞ 

100ｍ 

安藤 滉一(4)  10.76 

小野 貴裕(3)  11.00 

加藤 寿昂(2)  10.84 

 

男子 100m には安藤(4)、小野(3)、加藤(2)

が出場する。申請記録では 1 位 3 位 6 位と

なっている。 

安藤は院試と怪我の療養で 8 月中は練習

こそ積めてはいないが、1 年間チームを主

将として率いてきた集大成となるので意地

のレースをしてきてほしい。 

小野は資格記録では 6 位となる。東大の

3 番手そして自己記録の更新を見込める練

習は積めているので結果に期待したい。 

加藤は 7 月の PB 以降記録を出せていな

いが、課題を分析し何をすべきか考えて練

習に取り組んでくれた。来年以降学部生の

主力となるべく殻を破ってきてほしい。 

 

200ｍ 

安藤 滉一(4)  21.59 

浅井 良  (2)  22.12 

田中 大智(1)  22.09 

 

男子 200m には安藤(4)、浅井(2)、田中

(1)が出場する。田中(1)は怪我の具合によ

って小谷(3)と変更する可能性もある。申請

記録では 2 位 5 位 6 位となる。申請記録で

の得点は大きく負け越している分、6 位を

取らないだけでも大きく点差を返せる。 

安藤は 100m と 4×100mR 後の 3 レー

ス目で息切れする中ではあるが、僅差での

レースが予想されるので競り合いを制して

ほしい。 

浅井は東大の 400m の戦力との兼ね合い

を考慮し 200m での出場となった。東大の

3 番手を倒せる見込みは十分にあると思う

ので持ち前の勝負強さを見せてくれること

を期待する。 

田中は直近の同志社戦において好調さを

発揮してくれた期待のルーキーである。対

校戦の経験は浅いが勢いそのままに格上の

相手と勝負してきてほしい。 

 

400ｍ 

小谷 哲   (3) 47.95 

小原 幹太 (3) 49.14 

水野 廉也 (3) 49.52 

 

男子 400m には小谷、小原、水野が出場

する。目標はスコンク。今の京大の短長は浅

井が 200m に出場することができるほど層

が厚く、本番でも東大を圧倒できるような

レースをしてきてほしい。小谷は今シーズ

ン 47 秒を出しここまで順調に来ているた

めこの東大戦でもしっかりと優勝目指して

頑張ってほしい。また、小原は先日行われた

全カレでかなりいいレースをしており 48

秒台は確実に出せる実力はついているので

思い切って走ってほしい。水野は今シーズ

ン順調に PB を更新しており、48 秒台も十

分狙える実力はあるのでそこも狙ったレー

スを期待したい。 

東大の補欠に 49 秒台を持っている選手

がいるが、3 人がいつも通りのレースをす

れば確実に勝てるので自信をもってレース



に臨んでほしい。 

 

優勝に期待がかかる小谷(3) 

 

4×100ｍR 

安藤 滉一(4)   

岡本 和也(4) 

小野 貴裕(3)   40.94 

加藤 寿昂(2) 

田中 大智(1) 

藤田 雄大(1) 

 

走順は田中-小野-安藤-加藤を予定してい

るが変更の可能性もある。単純な走力合計

では東大の方が上手とはなるが、完璧にバ

トンをつなぎ牙城を崩したい。 

 

4×400ｍR 

神先 宏樹 (4) 

田中 達也 (4) 

小谷 哲  (3)   3.14.66 

水野 廉也 (3)  

田中 智也 (3) 

浅井 良  (2) 

 

マイルリレーのオーダーは小谷-水野-小

原-浅井。京大の短長は東大よりもかなり力

があるが、リレーは最後まで何が起こるか

わからないので決して油断することなく東

大に勝利したい。 

また、このメンバーは来年以降のベスト

メンバーになる可能性が非常に高いので今

後に繋がるレースをしたい。 

 

女子 100ｍ 

小野 萌子(4)  13.03 

後藤 加奈(3)  13.24 

 

女子 100m には小野(4)、後藤(3)が出場す

る。申請記録では東大の内山が 1 位で抜け

ており、京大の 2 人が 2 位 3 位と続く。東

大の 2 番手は 1 回生ではあるが直近の試合

で京大の 2 人に迫るタイムを出していて油

断はできない。確実に 2 位 3 位の順位を守

り負け越さないことが大切になるだろう。 

小野はこれが最後の対校戦となり有終の

美を飾りたいところ。 

後藤は 100m での対校戦は初めてとなる

が、人一倍考えて練習に取り組んできた。女

子主将としての意地を見せたい。 

 

女子 400ｍ 

小野 萌子 (4) 59.88 

後藤 加奈 (3) 59.89 

 

女子 400m には小野、後藤が出場する。

この種目が勝負を決めるカギになるだろう。

何としてでも 2,3 位をとりたい。 

小野は、七大戦や近国では予決ありの多

種目出場であったが、久しぶりに 400m に

しっかり集中できることもあり、思い切っ



て走ってきてほしい。 

後藤は、七大戦で大学ベストを大幅に更

新しており、大舞台で力を発揮してくれた。

東大戦では自己ベスト更新と専門外の選手

には負けない意地を見せたい。 

 

女子 4×100ｍR 

小野 萌子(4) 

林 玲美  (4) 

後藤 加奈(3)   51.42 

花房柚衣香(2) 

中野 水貴(2) 

奥村 夏子(1) 

 

走順は奥村-後藤-花房-小野を予定してい

る。女子の総合優勝を目指すうえでリレー

での勝利は欠かすことができない。また 4

×100mR は女子の最終種目であり、申請記

録での総合得点が拮抗しているためこの種

目まで勝敗が縺れる可能性も十分ある。七

大戦では悔しくも表彰台を譲ることになっ

た相手ではあるが磨きを掛けてきたバトン

ワークで何としてでも勝ち切りたい。 

 

多種目出場となる小野(4) 

＜ハードル＞ 

110ｍH 

小野 貴裕(3)  15.00 

吉川 広祐(3)  15.16 

永田 智季(1)  15.17 

 

男子 110mH には小野、吉川、永田が出場

する。資格記録でのトップは東大の 1 回生

馬上の 14.50 であるが、2 ヶ月前の七大戦

の時点ではまだそれとは程遠い水準であり、

京大勢が勝つチャンスは十分にあるだろう。

小野は今シーズン序盤思うような結果を残

せずにいたが、徐々に調子を上げ 15"00 ま

で記録を伸ばしている為、ここで一つの壁

を破る事を期待したい。吉川はここまで安

定して PB 付近の記録を出しており、確実

に実力を発揮できるだろう。永田は 1 回生

ながら同志社戦で PB を更新しており、今

後の為にもここで東大勢に勝ちきりその感



覚を定着させて欲しい。 

 

400ｍH 

五十嵐 隆皓(4)  54.99 

平田 泰行  (4)  55.00  

長谷川 隼  (2)  54.57 

 

男子 400mH には五十嵐、平田、長谷川

が出場する。この種目のランキングは京大

勢が上位 3 人を占めており、東大のトップ

は 55"66 となっている。五十嵐は七大戦か

ら好調を維持して同志社戦で 54"99 の PB

を記録しており、京大勢では最もアウレト

レーンの 6 レーンからのスタートではある

がしっかりと自分のレースをして結果を出

せる力がある。平田は今シーズン飛躍を見

せ東大の選手に対しても 0.6 秒以上上回っ

ているが、油断をせずインレーンを利用し

て落ち着いて走り、確実にスコンクを狙い

たい。長谷川はランキングトップでレース

に臨むことになるが、コンディション次第

では更なる記録の更新も狙えるので積極的

に圧巻のレースを期待したい。 

 

＜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)  1.52.28 

 

男子 800m には田中(4)、土屋(3)、木村(2)

が出場する。 

田中はこの試合が最後の対校戦となる。8

月は満足に練習を積めなかったが、4 回生

としての意地もある。気迫のある走りで 1

人でも多く東大の選手を崩していきたい。 

土屋は昨シーズンから安定した走りをみ

せているものの、長く怪我を抱えた状況で

ある。東大の 1 番手に勝つ実力はあるが、

不安要素も多い。競い合いを制して最低で

も 2 位を死守したい。 

今シーズン大きく成長を遂げた木村は実

力では一つ抜けている。800m と 1500m の

2 種目エントリーとなるが、このレースで

は確実に 1 着を取ることが求められる。 

 

1500ｍ 

渡邊  康介(4)  4.10.24 

清原  陸  (2)  3.56.66 

木村  佑  (2)  3.56.46 

 

男子 1500m に渡邊(4)、木村(2)、清原(2)

が出場する。 

この種目は東大の近藤(4)の実力が少し抜

けているだろう。木村、清原はそこにどう挑

むかというところに注目が集まる。木村も

清原も着実に実力をつけており、勝つチャ

ンスはあるだろう。 

渡邊の専門は長距離であるが、この試合

に向けてしっかり準備してくれた。東大の

2,3 番手には勝つ実力は十分にある。長距離

の体力を活かしたレースをしていきたい。 

 

女子 800ｍ 

安藤  百香(2)  2.30.41 

西川  真悠(1)  2.21.64 

 

女子 800m には安藤(2)、西川(1)が出場す

る。 

この種目は東大の高石(4)が強い。だが、

西川は七大戦で得点も果たしており、自己



ベストの時に近い状態まで戻してきている。

また、安藤も最近はフォームの改善に取り

組み、ブレイクスルーの期待も大きい。 

東大の 2 番手には 2 人とも十分に勝つ可

能性はあるだろう。攻めの走りを期待した

い。 

 

＜長距離＞ 

5000ｍ 

原田 麟太郎(3)  15.05.84 

谷川 尚希  (3)  15.38.93 

清水 厚佑  (1)  15.43.72 

 

原田は今年の七大戦 5000m で得点する

など力をつけてきた選手。谷川は練習と試

合が結びついていて、ここ最近は練習の強

度も上がってきている選手。清水はもとも

と 15 分 1 桁の実力を持ち、入部以降故障な

く着実に練習を積んできた選手であり、現

長距離学部生におけるベストな布陣で臨む。 

ランキング上では京大は 8 点となってい

るが、本番は谷川、清水が東大の 3 番手に

勝ち、10 点獲得を目指す。 

 

長距離の要となる原田(3) 

 

女子 3000ｍ 

藤本 涼  (1)  11.16.69 

鶴崎  涼花(1)  記録なし 

 

女子 3000m には藤本(1)、鶴崎(1)が出場

する。 

藤本は入部当初から確実に力を伸ばして

いる。東大の 2 番手との差はまだ大きいが、

レースは何が起こるか分からない。諦めず

食らいついて隙があれば勝ちにいってほし

い。 

鶴崎は自身初の対校戦本戦となる。大学

から陸上を始めたこともあり、まだまだ成

長段階にある。格上相手との勝負で厳しい

レースが予想されるが、最後まで諦めない

走りを見せてほしい。 

 

5000ｍW 

髙野 圭太 （4）    20.34.80 

亀田 孝太郎（3）   21.30.01 

馬淵 丈  （1）   24.01.10 



 

男子 5000mW には髙野圭(4)，亀田(3)，

馬淵(1)が出場する。それぞれ順に東大の 1

番手，2 番手，3 番手と競る展開が予想され

る。髙野と亀田はそれぞれ東大の 1 番手，

2番手と互角の戦いとなると考えられるが，

粘り強く歩き，勝利したい。馬淵は東大の 3

番手を追いかける形となるが，必死に食ら

いつき，得意のラスト勝負へと持ち込んで，

先着してほしい。京大としてのこの種目の

目標は勝ち越すこと。それぞれが目の前の

相手だけに集中して目標を達成したい。 

 

＜跳躍＞ 

走高跳 

五十嵐 隆皓(4)  1m80 

阪口 裕飛  (1)  2m05 

黒川 泰暉  (1)  1m65 

 

阪口は確実に優勝して欲しいところ。跳

躍フォームを変えている最中ということで、

自己記録を狙えるかどうかは分からないが、

落ち着いて試合をすれば 1 位は堅い。五十

嵐は 400mH との同時進行だが、混成選手

として身体のコントロールは上手なはずな

ので 4 位を死守してもらいたい。黒川は東

大 3 番手争いに勝ち、この種目 11 点を手に

したい。 

 

棒高跳 

五十嵐 隆皓(4)  3m80 

黒川 泰暉  (1)  3m80 

石田 風太  (1)  3m60 

 

故障などによって、七大戦とはメンバー

が大きく変わる棒高跳。東大・三宅の優勝は

間違いないので、黒川と五十嵐で 2,3 位は

確実にとってきて欲しい。2 人とも 4m に

期待がかかる。石田はまず記録を残すこと

が大事。1 つ試技を成功させてリズムを作

っていきたい。サポートがしっかりしてい

るので、助言をしっかり聞き長丁場を戦い

抜いて欲しい。 

 

走幅跳 

伊東 悠希(4)  6m85 

本居 和弘(3)  6m93 

南井 航太(3)  6m63 

 

ランキングでは 3,5,6 位となっているが、

2,3,5 位は十分に狙えるだろう。ランキング

では跳躍で唯一スコンクされている種目。

とは言え、そこまで大差があるわけではな

いのでまずはスコンク崩しを狙いたい。本

居は公認 7m が欲しい。伊東はこのあとに

三段跳が控えているため、走幅跳は少ない

本数で決めたい。南井は激しい枠争いで何

とか正選手枠を勝ち取った。ここでしっか

り記録を残さないと、下回生に枠を取られ

かねないので奮発して欲しい。 

 

三段跳 

伊東 悠希 (4) 14m53 

三神 惇志 (3) 15m08 

松井 そら (3) 13m73 

 

走高跳、棒高跳に続き 10 対 11 の接戦が

予想される三段跳。三神と伊東は東大・木下

のこの種目 4 連覇を何としてでも阻止した

い。主将・チーフとして、幹部らしい戦いを

披露できたらと思う。松井は 14m はすぐそ



こまできている。東大の 3 番手毛利に全力

で挑み、3 人で 11点を取って勝ち越したい。

総合優勝にも影響する時間帯に行われるだ

けあって、緊張感のある試合になるだろう。 

 

伸びのある跳躍に期待がかかる伊東(4) 

 

女子走幅跳 

林  玲美 (4) 4m53 

花房柚衣香 (2)  4m52 

 

この種目では事前ランキング通り 5 点を

取り、引き分けに持ち込まなければならな

い。東大・内山の優勝は間違いないので、京

大としては 2・3 位を取る必要がある。しか

し、資格記録のない東大・谷口はスプリント

力があるようで実際どれほど跳ぶかは未知

数だ。林、花房どちらも 4m70 か 80 までは

十分に届く範囲で、ファールをすることな

く記録を伸ばし続けて行く必要がある。 

 

＜投擲＞ 

砲丸投 

松井 そら(3)  10m52 

三谷 圭  (3)  記録なし 

藤田 歩  (2)  9m02 

 

昨年と同様、男子砲丸投は事前ランキン

グでは東大に圧倒されている。出場する松

井、三谷、藤田は東大の 3 番手を倒すこと

を目標に練習を積んできたので、何とか 3

番手を倒し、東大のスコンクを阻止したい。

3 番手との差は 3人ともそこまでないので、

可能性は十分にある。この種目でスコンク

を阻止できれば、京大の総合優勝が大きく

近くだろう。 

 

円盤投 

中山 奎吾(4)  記録なし 

大橋 悟  (3)  44m44 

松井 そら(3)  32m73 

 

事前ランキングでは大橋が 1 位、松井が

4 位、中山が 6 位となっている。目標は大

橋が優勝、松井が 3 位、中山が 5 位である。

大橋の優勝は確実であるので、東大勢を圧

倒し、さらには大会新記録を出してきて欲

しい。松井と東大の上位 2 人はかなり記録

が近く、そこを崩してやろうと意気込んで

練習してきたので、その成果を発揮して 3

位を勝ち取りたい。中山は格上の東大の 3

番手と戦うことになるが、ここでの勝敗が

総合結果に大きく影響するのでしっかり勝

ち切りたい。 

 

ハンマー投 

三谷 圭(3)  46m59 

大橋 悟(3)  45m93 



藤田 歩(2)  35m20 

 

事前ランキングでは大橋が 1 位、三谷が

2 位、藤田が 3 位となっている。大橋と三

谷は七大戦同様 2 人の争いになると思うの

で、いい記録を投げ合って盛り上げたい。東

大の 1 番手が好調で 35m 弱投げてきそう

ではあるが、大橋と三谷はもちろん、藤田も

圧倒してきて欲しい。藤田はこの夏ハンマ

ーを投げ込んできたので、その成果を発揮

したい。男子ハンマー投は 1 種目目の競技

であるため、そこでスコンクして流れを作

りたい。 

 

 

やり投 

中山 奎吾(4)  53m84 

松井 そら(3)  52m92 

加藤 寿昂(2)  46m54 

 

事前ランキングでは中山が 1 位、松井が

2 位、加藤が 4 位となっている。松井は七

大戦で壁を超えたのか 50m は安定して投

げられるようになったので、東大勢を圧倒

できるであろう。中山と加藤は早いうちに

40m 後半を投げ、逃げ切りたい。この種目

でのスコンクは絶対なので、死ぬ気で順位

を取りにいく。 

 

女子砲丸投 

横山 優花 (4) 10m85 

中野 水貴 (2) 10m01 

 

事前ランキングでは横山が 1 位、中野が

2 位となっている。東大は中距離の 1 回生

が出場予定なので、絶対にスコンクしたい。

2 人とも自分の記録との勝負になると思う

ので、いい記録を出して盛り上げて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 近国結果 

第56回近畿地区国立大学体育大会陸上競技 

(2018/8/12  紀三井寺公園) 

総合成績 

男子の部 

１位 大阪教育大  158 点 

２位 京都大   139 点 

３位 神戸大   122 点 

 

女子の部 

１位 京都教育大 151 点 

２位 大阪教育大  93 点 

３位 大阪大    89 点 

４位 京都大      45 点 

・男子の部 

▼100ｍ 

田中 大智 予 11.03  -0.6  大学初 

加藤 寿昂 予 11.16 +0.7 

▼200m 

浅井 良  予 22.12  +1.7 大学初 

               PB 

     決 22.25  -1.1  6 位 

西脇 友哉 予 22.86  +2.1 

梶原 隆真 予 23.28  +0.1 

▼400ｍ 

小原 幹太 予 49.14  PB 

            決 77.31 

紀平 直人 予 49.14 

            決 47.57  優勝 

水野 廉也 予 49.74  PB 

▼800ｍ 

木村 佑  予 1.57.01 

     決 1.54.18  優勝 

土屋維智彦  予 2.01.34  

            決 1.57.26  3位 

中尾 友哉 予 2.02.45 

▼1500ｍ 

岡野 颯斗 予 4.09.05 

決 4.07.67 3 位 

清原 陸  予 4.16.48   

            決 4.05.72  2 位 

前田 裕也 予 4.18.64 

決 4.24.64   

▼5000ｍ 

柴田 裕平 決 15.41.73  優勝 

稲垣 達也 決 15.51.82  3 位 

潮崎 羽  決 16.26.50  8位 

▼110ｍH 

小野 貴裕 決 15.09  -0.9  4 位 

吉川 広祐 決 15.27  -0.9  8位 

▼400ｍH 

長谷川 隼 予 55.23  

            決 54.57  3 位  PB 

平田 泰行 予 56.66 

            決 55.72  4 位 

平野 亘  予 57.12   

▼3000ｍSC 

吉村 柊太 決 10.08.77  8 位 大学初 

平中 章貴 決 10.48.40 

▼スウェーデンリレー 

加藤-田中(1)-小谷-紀平 1.56.29  5 位 

▼走高跳 

阪口 裕飛 2.05  2 位 

▼棒高跳 

珍坂 涼太 4.20  2 位 

平島 敬也 3.70 6 位 

石田 風太 NM 

▼走幅跳 

本居 和弘 6.79 +0.9 3 位 

平島 敬也 6.66  +1.8  7 位 PB 

南井 航太 6.35  +0.3 

▼三段跳 

松井 そら 13.73  +1.5 PB 



柳原 拓海 12.29  +0.6 

▼砲丸投 

松井 そら 9.86  6位 

藤田 歩  9.02 PB 

▼ハンマー投 

若園 直樹 49.80 2 位 

三谷 圭  42.63 3 位 

大橋 悟  38.99  4 位 

▼円盤投 

大橋 悟  43.47  優勝 

平島 敬也 33.42  8位 

松井 そら 32.37 

▼やり投 

浅野 智司 62.61 2位 蒼穹新 PB 

山野 陽集 41.04 

 

・女子の部 

▼100ｍ 

小野 萌子 予 13.36  +0.1 

花房柚衣香 予 13.73  +0.9 

奥村 夏子 予 14.38  -3.1 

▼200ｍ 

小野 萌子 予 27.23 +0.5 

後藤 加奈 予 27.36 -0.1 

花房柚衣香 予 29.01  -0.4 大学初 

▼400ｍ 

後藤 加奈 予 62.51 

決 60.63  5 位 

▼800ｍ 

西川 真悠 予 2.28.02   

            決 2.26.53  6位 

安藤 百香 予 2.32.77 

▼1500ｍ 

西川 真悠 決 5.03.97 7位 大学初 

▼3000m 

藤本 涼  決 11.57.94  

高木穂乃香 決 12.45.98 大学初 

▼110mH 

花房 柚衣香 予 17.04 -2.5 

▼4×100mR 

奥村-後藤-花房-小野 51.42  

▼砲丸投 

横山 優花 10.85  優勝 蒼穹新 P PB 

中野 水貴 9.33   4位 

福井 優輝 8.29     7 位 

▼円盤投 

横山 優花 34.11 2 位 

中野 水貴 24.14 大学初 PB 

福井 優輝 21.01 

▼やり投 

中野 水貴 42.36  2 位 

横山 優花 29.83  8 位 

奥村 夏子 17.65 自身初 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 同志社戦結果 

第 88 回同志社大学対京都大学陸上競技大会 

（2018/8/19 西京極） 

総合成績 

同志社大学 72 点 

京都大学  32 点 

 

 

▼100ｍ（-1.1） 

田中 大智 11.16   

加藤 寿昂 11.23   

藤田 雄大 11.39   

▼200ｍ（-0.3） 

田中 大智 22.09  3 位  

加藤 寿昂 22.84   

平島 敬也 22.98  

▼400ｍ 

浅井 良  47.63   優勝 

小谷 哲  47.95  2 位 

水野 廉也 49.52   

▼800ｍ 

木村 佑   1.56.63  優勝 

中尾 友哉  1.59.58   

川井 景太  1.59.69   

▼1500ｍ 

宇佐美岳良  4.14.83  2 位 

平中 章貴  4.21.53 

前田 裕也  4.25.47  

▼5000ｍ 

原田 麟太郎 15.22.49  優勝 

大前 晃一  15.46.82  3 位 

谷川 尚希  15.53.15   

▼110ｍH（+1.8） 

小野 貴裕 15.00  3 位 

吉川 広祐 15.16   

永田 智季 15.17   

▼400ｍH 

五十嵐隆皓 54.99   

平野 亘  56.39   

長谷川隼  56.43   

▼4×100ｍR 

田中(1)-小野-平島-加藤 42.25 2 位 

▼4×400ｍR 

小谷-水野-小原-浅井  3.14.66 2 位  

▼走高跳 

阪口 裕飛  2.00  優勝 

五十嵐 隆皓 1.80   

▼棒高跳 

増尾 浩旗  3.80   

平島 敬也  3.80  3 位 

石田 風太  3.40  

▼走幅跳  

本居 和弘 6.76  +1.8    3位 

村田 憧哉 6.56 +1.3   

仲村 快太 6.55 +0.1   

▼三段跳 

伊東 悠希 13.92  -0.7 

松井 そら 13.48  +0.8 

岩井 響平 12.98  -1.1 

▼砲丸投 

松井 そら 10.52   

藤田 歩  8.87   

▼ハンマー投 

大橋 悟  44.23  優勝 

三谷 圭  40.81  2 位 

藤田 歩  30.37    3 位 

▼円盤投 

大橋 悟  44.44  優勝 

松井そら  30.70   



▼やり投 

加藤 寿昂 46.54   

山野 陽集 41.04 

＜OP の部＞ 

男子 

▼100m 

岡本 和也 11.25  -1.1 

南井 航太  11.37  -0.2  PB 

湯谷 樹生  11.42  -1.1 

横山 寛樹  11.55  -0.2 

犀川 啓太  11.60  -0.7 大学初 

浅野 智司  11.63  -0.2 PB 

太田 一成  11.65  -0.2 大学初 

鄭 晟皓     11.95  -1.1 UB 

▼200m 

藤田 雄大  22.44  +1.2 大学初 

西脇 友哉  22.52  +1.2 PB 

南井 航太  23.24  -3.1 PB 

松本 佳太  23.31  -3.1 大学初 PB 

数多 伸紀  23.31  +1.2 PB 

横山 寛樹  23.34  -3.1 

前田 朝陽  23.55  +1.2 大学初 

鄭 晟皓     23.87  +1.2 

▼400m 

田中 智也  50.58 

川 俊太    53.55 UB 

山本 祐己  58.50 UB 

飯田 駿介  59.26 UB 

▼800m 

乙守倫太郎  2.03.98 大学初 

鶴見 薫樹  2.11.17 大学初 

▼1500m 

岡野 颯斗  4.04.48 

渡邊 康介  4.10.24 PB 

稲垣 達也  4.10.81 PB 

柴田 裕平  4.12.88 

長谷川大智  4.21.59 

足立 大宜  4.27.89 

▼5000m 

清水 厚佑  15.43.72 大学初 

泉 竣也    15.54.03 自身初 

相澤 航    15.57.45 

鈴木洋太郎  16.01.36 UB 

川井 拓哉  16.18.36 

清水 秀広  16.21.70 PB 

渡邊 康介  16.32.48 

木野村隆宏  16.51.21 大学初 

津吉 順平  16.55.37 

足立 大宜  17.06.98 

▼110mH 

大和 祐己  16.71  +1.0 

▼400mH 

酒井 良佑  59.21 UB 

▼4×400mR 

藤田-前田朝-乙守-川    3.29.17 

湯谷-前田裕-平野-川井  3.29.89 

数多-木村-山本-南井    3.31.36 

松本-宇佐美-中尾-芦田  3.34.17 

永田-鄭-鶴見-長谷川隼  3.42.79 

▼走幅跳 

伊東 悠希  6.85  +0.9 PB 

▼三段跳 

柳原 拓海  12.68  +1.5 UB 

▼ハンマー投 

若園 直樹  45.19 

浅野 智司  41.69 

女子 

▼100m 

奥村 夏子  13.87  +0.8 UB 

▼800m 

西川 真悠  2.26.40 

後藤 加奈  2.26.62 自身初 

小野 萌子  2.27.93 自身初 

安藤 百香  2.33.08 

藤本 涼    2.39.98 大学初 

▼4×100mR 

広川-小野-後藤-菅野  51.29 

▼4×400mR 

広川-後藤-西川-奥村  4.18.67 

林-菅野-小野-横山    4.28.85 

花房-安藤-上島-中野  4.31.64 

▼走幅跳 

広川 知佳  5.26  +1.3 

花房柚衣香  4.52  +1.3 大学初 PB 

菅野 紗希  4.37  -1.1 

中野 水貴  4.36  -1.1 大学初 PB 



林 玲美    4.13  -1.9 

小野 萌子  4.11  -1.4 PB 

奥村 夏子  3.91  -0.9 自身初 

横山 優花  3.91  ±0.0 自身初 

後藤 加奈  3.71  +0.9 自身初 

西川 真悠  2.98  +0.7 自身初 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 記録会等の結果 

（2018/7/17~2018/9/16） 

 

平成 30 年度和歌山県陸上競技選手権(紀三

井寺公園 7/21,22) 

▼100m 

大和 祐己  予 11.86  -0.8  

▼110mH   

大和 祐己  予 16.22  +1.7  

            決 16.53  -0.8 

 

平成 30 年度第 4 回京都産業大学長距離競

技会(京産大 7/21) 

▼800m 

紀平 直人   1.54.78  大学初 PB 

▼1500m 

岡野 颯斗   4.05.52  

▼5000m 

久米 祐輔   14.57.32 

 

第 73 回国民体育大会石川県予選会(西部緑

地公園 7/21,22) 

▼100m 

加藤 寿昂 予 10.84  +0.7  PB 

            決 10.90  ±0.0 

 

第 53 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会(び

わこフィールド 7/22) 

▼100m 

田中 大智 11.14  -0.3  UB 

備藤 翼    11.32  -0.5  

▼200m 

紀平 直人  22.21  ±0.0 

▼やり投 

松井 そら  50.00  PB 

山野 陽集  43.07  大学初 

 

平成 30 年度第 1 回学連競技会(万博記念陸

上競技場 8/3,4) 

男子 

▼100m 

備藤 翼   11.31  +1.3 

▼200m 

土屋 佑太 22.54 -0.1 

▼400m 

紀平 直人  47.81 

▼800m 

木村 佑   1.52.28  UB 

紀平 直人  1.53.63  PB 

川井 景太 2.00.38  UB 

岡本 郁翔  2.08.93 

山本 祐己  2.14.40  大学初 

秋本 啓太 2.15.13 大学初 PB 

▼110mH 

大和 祐己 16.76  -2.1 

▼棒高跳 

黒川 泰暉  3.80 

 

第 3 回奈良市記録会(鴻ノ池 8/24,25) 

▼100m 

岡本 和也 11.39  -2.3  

小原 幹太  11.68  -3.1 大学初 

            12.05  -5.1 

太田 一成  11.79  -0.6 

            11.71  ±0.0 

芦田 開    12.05 -2.3 

            12.28  -1.4 

▼200m 

小原 幹太  23.60  -1.0  大学初 

 

第 91 回関東陸上競技選手権大会(笠松運動



公園  8/24.25.26) 

▼400mH  

平野 亘 予 55.89  UB 

 

第 62 回北陸陸上競技選手権大会(富山県総

合運動公園陸上競技場 8/25,26) 

男子 

▼100m 

加藤 寿昂 予  11.27  -1.6 

▼110mH 

吉川 広祐 予  15.31  -0.5 

女子 

▼走幅跳 

広川 知佳   5.09 +0.2 

▼三段跳 

広川 知佳   11.17  +0.2 

 

第 61 回東海陸上競技選手権大会(草薙総合

運動場陸上競技場  8/25,26) 

▼3000mSC 

稲垣 達也 決 9.38.33  5 位 

▼ハンマー投 

若園 直樹   46.27 

 

第 75 回全日本医歯薬獣医大学対校陸上競

技選手権大会 (シティライトスタジア   

8/28,29) 

▼100m 

西脇 友哉 予 11.44  +0.5 PB 

▼200m 

西脇 友哉  予 23.13 +1.6 

▼110mH 

吉川 広祐 予 15.43 +0.1 

      決 15.36 -1.7 2 位 

▼400mH 

吉川 広祐 予 57.22 PB 

      決 58.02 5 位 

▼三段跳 

扇澤 剛志 12.58 -1.6 

 

第 4 回強化･普及記録会(鴻ノ池 9/1) 

▼400m 

田中 智也   50.70 

 

平成 30 年度大阪陸協長距離ナイター記録

会(ヤンマーフィールド長居  9/1) 

▼5000mW 

馬淵 丈 24.33.47 

 

第 86 回近畿陸上競技選手権大会(三木防災

公園 9/1,2) 

男子 

▼走高跳 

阪口 裕飛 決 1.90 

▼やり投 

浅野 智司 決 60.33 8 位 

女子 

▼走高跳  

林 玲美  決 1.60 

▼円盤投 

横山 優花 決 34.25 

 

第 38 回宇治市陸上競技選手権大会(太陽が

丘 9/1) 

女子 

▼100m 

中野 水貴  14.48 -0.5 大学初 PB 

安藤 百香  15.33 -0.5 大学初 

▼砲丸投 

福井 優輝  8.58 2 位 

 

天皇賜杯第 87 回日本学生陸上競技対校選



手権大会(於等々力陸上競技場 9/6，7，8，

9) 

▼1500m 

岡野 颯斗  予 3.54.31  

▼10000mW 

高野 圭太 決 44.22.70 

▼4×400mR 

小谷-紀平-小原-浅井 予 3.11.15 

  

2018 関西学生新人陸上競技選手権大会兼

ディムライトリレーズ (万博記念公園 

9/13,14) 

男子 

▼100m 

加藤 寿昂   予 11.13  +0.7 

▼800m 

木村 佑    予 1.55.64 

A 決 1.54.98  6 位 

川井 景太   1.57.67  PB 

中尾 友哉      1.59.50 

乙守 倫太郎    2.03.62 UB 

▼1500m 

木村 佑    予 4.04.70 

決 3.56.01  優勝 PB 

清原 陸    予 4.04.83 

                決 4.00.10  4 位 

宇佐美岳良   予 4.15.23 

前田 裕也      予 4.15.54 

▼110mH 

永田 智季   予 15.72 +0.3  

▼4×400mR 

犀川-藤田-中尾-前田  予 3.28.10 

▼走高跳 

阪口 裕飛 2.00 3 位 

▼棒高跳 

黒川 泰暉  NM 

▼三段跳 

柳原 拓海  12.71  ±0.0 UB 

▼ハンマー投 

藤田 歩     34.33 

女子 

▼400m 

西川 真悠  予 62.94 大学初 

▼800m 

西川 真悠    予 2.26.47   

▼1500m 

上島ほのか    決 5.02.21  8 位 

▼100mH 

花房柚衣香  予 17.13  +0.7 

▼4×100mR 

奥村-後藤-花房小野 予 52.40 

▼4×400mR 

後藤-小野-花房-西川 予 4.11.94 

▼砲丸投 

中野 水貴    8.85  7 位 

▼やり投 

中野 水貴  40.55  5 位 

 

第 25 回関西医歯薬科学生対校陸上競技大

会(紀三井寺公園 9/16) 

▼200m  

西脇 友哉 予 23.04  +0.2 
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