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1. ⾧距離 PC・監督挨拶 

⾧距離パートチーフ挨拶 
 平素より京都大学陸上競技部をご支援いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、来る 11 月 16 日(土)7 時 45 分より、京都府丹後地方にて、第 81 回関西学生対校

駅伝競走大会(丹後大学駅伝)が開催されます。我々京都大学は、来年の伊勢予選のシード

圏内である 6 位入賞を目標に、この試合に挑みます。 

 6 月の伊勢予選では、同じく 6 位を目標にしながら、わずか 11 秒の差で 7 位に終わって

しまいました。しかしその後、七大戦や東大戦での勝利、また夏の鍛錬期での走り込みを

通じて、多くの選手が自分の殻を破り、特に 10000m において大きく記録を向上させまし

た。昨年の京都駅伝後、この蒼穹ニュースにて「今回京都駅伝の 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」と申し上げました。今その通りに、大前・吉村をはじ

めとする B チームであった選手たちがチームの主力へ、その上にいた選手たちはさらに上

のレベルへと力を伸ばしました。 

 向上した競技力に、この一年間数々の対校戦を勝ち抜いてきた京都大学陸上競技部の力

が加われば、必ずや目標を達成することができる。私はそう確信しています。選手・応

援・サポート・審判と、各自の仕事は異なりますが、目指すところは変わりません。最後

まで全員が自分のできることを尽くし、2 年越しの悲願である 6 位をつかみ取りたいと思

います。 

当日は朝早く、また遠方でのレースにはなりますが、駅伝における沿道の声援は選手に

大きな勇気を与えます。蒼穹会の皆様におかれましては、ご多忙のなかとは存じますがぜ

ひ現地までお越しいただき、3 年ぶりの関西学生駅伝入賞を見届けていただければと思い

ます。 

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⾧距離パートチーフ 原田 麟太郎 
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監督挨拶 
来る 11/16(土)に、京都府丹後地区にて関西学生駅伝が行われます。6 位を目指して襷

を繋ぎます。 

先日行われた大阪陸協記録会や京阪神新人戦では、多くの選手が好記録を出すことがで

き、チームとしての勢いは非常に高まっております。近年、関西学生駅伝では目標達成で

きておりませんが、今年こそは 6 位入賞を果たし来年度の伊勢予選への弾みにする所存で

す。 

この一年間で培ってきたチーム一丸で戦うという経験を活かすことができれば、必ずや

目標達成できると信じています。現 4 回生が率いる最後の対校戦となりますので、なんと

しても目標を達成し、有終の美を飾ってほしいと思います。 

当日は、交通の便も悪く寒さも予想されますが、ぜひとも沿道に足を運んでいただいて

ご声援をよろしくお願い申し上げます。 

 

京都大学陸上競技部監督 五十嵐 隆晧 
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2. 関西学生駅伝展望 
丹後大学駅伝 第 81 回関西学生対校駅伝競走大会 

令和元年 11 月 16 日(土) 

丹後地域コース(久美浜浜公園～宮津市役所前)(8 区間・84.1km) 

 

日時 令和元(2019)年 11 月 16 日(土) 午前 7 時 45 分スタート 

開会式 11 月 15 日(金) 午後 3 時より 於：京都府丹後文化会館ホール 

閉会式 11 月 16 日(土) 午後 2 時より 於：宮津会館 

 

区間 コース概要 距離 

1 区 浜公園～久美浜 C.C.前～旧久美浜臨海学校前～みなど悠悠グラウンドゴルフ場前 9.0km 

2 区 みなと悠悠グランドゴルフ場前～(国道 178 号)～浜詰～塩江～七竜峠ロードパーク 7.7km 

3 区 七竜峠ロードパーク～浅茂川漁港～小浜キャンプ場前 7.0km 

4 区 
小浜キャンプ場前～小浜橋～(国道 178 号)～掛津～砂方～新間人トンネル前～ 

京丹後市商工会丹後支所前 
9.8km 

5 区 
京丹後市商工会丹後支所前～京丹後士丹後市民局前～丹後古代の里資料館前～ 

豊栄小学校前～(国道 482 号線)～国久橋～井辺～弥栄小学校前 
12.3km 

6 区 
弥栄小学校前～和田野～(府道 656 号線)～丹波小学校前～(国道 482 号線)～ 

峰中前～新山保育所前～河辺～周德寺前～入道峠頂上付近 
13.3km 

7 区 
入道峠頂上付近～大宮町明田～京丹後大宮 IC～三重～水戸谷～丹鉄与謝野駅前～ 

石田～岩滝小学校前 
13.3km 

8 区 

岩滝小学校前～クアハウス岩滝前～岩滝変電所～(府道 53 号線)～ 

フクヤ男山店前～与謝の海支援学校前～(国道 178 号線)～府中小学校前～ 

一の宮桟橋前～天橋立～文殊～(府道 2 号線)～与謝の荘前～(白柏通り)～ 

(本町通り)～宮津市役所前 

11.7km 

※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】 

シード校(10 校) 

・立命館大学 ・関西学院大学 ・京都産業大学 ・龍谷大学 ・びわこ学院大学 

・大阪経済大学 ・関西大学 ・京都大学 ・大阪体育大学 ・大阪大学 

 



5 

 

記録審査突破校(12 校) 

・同志社大学 ・大阪学院大学 ・神戸大学 ・近畿大学 ・甲南大学  

・兵庫県立大学 ・佛教大学 ・大阪教育大学 ・大阪市立大学 ・京都教育大学 

・和歌山大学 ・神戸学院大学 

 

【出場選手紹介】 

関西学連からの公式オーダー発表の前に区間情報等の漏洩がございませぬよう、くれぐれ

もお気を付けください。 

区間 距離 氏名 学年 5000m 10000m 

1 区 9.0km 柴田 裕平 M2 
14:27.15 

(14:58.19) 

29:58.19 

(32:11.94) 

2 区 7.7km 岡野 颯斗 M3 
14:36.13 

(15:05.33) 

31:17.98 

(NR) 

3 区 7.0km 吉村 柊太 2 
15:44.92 

(15:44.92) 

32:10.28 

(32:10.28) 

4 区 9.8km 清水 厚佑 2 
14:58.13 

(14:58.13) 

30:49.78 

(30:49.78) 

5 区 12.3km 久田 雅人 3 
14:44.72 

(14:44.72) 

29:56.35 

(29.56.35) 

6 区 13.3km 足立 舜 2 
14:37:68 

(14:37.68) 

30:57.66 

(30:57.66) 

7 区 13.3km 大前 晃一 4 
15:11.05 

(15:11.05) 

30:55.23 

(30:55.23) 

8 区 11.7km 渡邊 康介 M1 
15:13.11 

(15:27.46) 

31:54.83 

(31:54.83) 

 

 氏名 学年 5000m 10000m 

補欠 相澤 航 4 
15:30.75 

(15:30.75) 

32:24.92 

(32:51.89) 

補欠 清水 秀広 4 
15:48.77 

(15:48.77) 

32:16.66 

(32:16.66) 

補欠 泉 竣哉 2 
15:40.68 

(15:40.68) 

32:12.87 

(32:12.87) 

*上記 5000m、10000m の記録は、上段が自己記録(PB)、下段が今シーズン最高記録(SB)

となります。 
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【各区間の展望】 

 各区間を担う選手を紹介します。 

1 区(9.0km) 柴田 裕平(M2) 

 1 区を走るのは M2 の柴田。シーズン前半は思うように練習が積

めず、不調に苦しめられていた。しかし 10 月以降の練習の質はか

なり上がっており、十分に 1 区を信頼して任せられるまでに復調し

ている。6 回目にして最後の駅伝、好発進を決め、有終の美を飾っ

てほしい。 

 

2 区(7.7km) 岡野 颯斗(M3) 

 2 区を走るのは M3 の岡野。⾧距離に専念したのは秋からだが、

練習量をしっかりと確保し、スムーズに⾧距離に適応している。ラ

ストの急勾配にも対応できており、短い区間での強さを見せられれ

ば好走が期待できる。 

 

3 区(7.0km) 吉村 柊太(2) 

 3 区を走るのは 2 回生の吉村。春先までは⾧い距離で持ちこたえ

られず、伊勢予選のメンバー入りも逃していた。しかしそれ以降、

この駅伝に向けて練習量を増やし、先月の記録会では大幅にベスト

を更新することができた。大きく下る特殊な区間だが、十分にスピ

ードにも対応できており、格上の選手相手でも渡り合うだけの走り

を見せてほしい。 

 

4 区(9.8km) 清水 厚佑(2) 

 4 区を走るのは 2 回生の清水。この一年間、怪我無くコンスタン

トに練習を重ね、力を伸ばしてきた。対校戦の経験も多く、また一

人でも自分のペースで押していける強さも持っている。後半の⾧距

離区間にいい位置で渡せるよう、積極的に前を狙って走ってほし

い。 
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5 区(12.3km) 久田 雅人(3) 

 5 区を走るのは 3 回生の久田。10 月の記録会では、後半を独走し

て 29 分台をマークするなど、今最も調子のいい選手。各校の主力

が多くエントリーされることが予想される区間ではあるが、自分の

走りをすれば力負けすることはない。自信をもって、かつ落ち着い

て走ってほしい。 

 

6 区(13.3km) 足立 舜(2) 

6 区を走るのは 2 回生の足立。今シーズンは多くの対校戦に出場

し、結果を残してきた。走力があるのはもちろん、ピーキングやレ

ースプランの面も含めて、勝負強い選手である。最⾧区間のひとつ

であるこの 6 区でもしっかり仕事を果たし、チームの 6 位を大きく

引き寄せてくれるだろう。 

7 区(13.3km) 大前 晃一(4) 

 7 区を走るのは 4 回生の大前。昨年まではレース後半の落ち込み

が大きく、10000m では結果を残せていなかったが、鍛錬期を超え

て大きく成⾧し主力区間に食い込んできた。下り基調でスピードが

出しやすい反面、⾧丁場であり後半苦しくなりやすいこの区間、最

後までリズムを崩さず走れば、上位チームにも負けない記録が期待

できる。 

 

8 区(11.7km) 渡邊 康介(M1) 

 8 区を走るのは M1 の渡邊。院生になり、当初は練習リズムを作

るのに苦労したが、徐々に慣れて実力を発揮できるようになってい

る。伊勢予選では個人としてもチームとしても不本意な結果に終わ

ったが、その悔しさを力に変えて 6 位を獲得し、歓喜のゴールを決

めたい。 
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【コースマップ】 

 

 

３. 京阪神戦の結果 
第 55 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 

令和元年 11 月 2 日(土) 

尼崎市記念公園陸上競技場 

男子総合の部 

第 1 位 京都大学 139 点 

第 2 位 神戸大学 122 点 

第 3 位 大阪大学 92 点 
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女子総合の部 

第 1 位 大阪大学 36 点 

第 2 位 神戸大学 32 点 

第 3 位 京都大学 26 点 

<対校の部> 

▼対校男子 100m 

森本 健太 2 位 10.84 
+0.5 

自己新 

田中 大智 4 位 10.98  

▼対校男子 200m 

田中 大智 2 位 22.29 
-0.3 

 

室 和希 4 位 22.61 大学新 

▼対校男子 400m 

藤田 雄大 2 位 49.16 自己新 

前田 朝陽 4 位 51.40  

▼対校男子 800m 

中尾 友哉 2 位 1:59.72  

川 俊太 3 位 2:00.16  

▼対校男子 1500m 

川井 景太 2 位 4:12.44  

乙守倫太朗 3 位 4:13.42 大学新 

▼対校男子 5000m 

清水 厚佑 優勝 15:02.84  

足立 舜 2 位 15:05.70  

▼対校男子 110mH 

永田 智季 3 位 15.00 
-0.2 

自己新 

酒井 良佑 4 位 15.65 自己新 

▼対校男子 400mH 

酒井 良佑 優勝 55.66  

松原 耕平 2 位 55.75 自己新 

▼対校男子 4×100mR 

京都大学 

(森本-田中

大-村田- 

仲村) 

2 位 41.87  

▼対校男子 4×400mR 

京都大学 

(室-藤田雄-

中尾- 

田中大) 

優勝 3:19.79  

▼対校男子走高跳 

阪口 裕飛 優勝 2m11  

武波 夏輝 5 位 1m80 
大学初 

自己新 

▼対校男子棒高跳 

黒川 泰暉 優勝 4m00  

鄭 晟皓 4 位 3m20  

▼対校男子走幅跳 

仲村 快太 2 位 6m93 0.0  

村田 憧哉 3 位 6m62 -0.1  

▼対校男子三段跳 

岩井 響平 優勝 13m75 -0.3  

柳原 拓海 4 位 13m24 +0.3  

▼対校男子砲丸投 

眞鍋 聡志 2 位 11m94  

鄭 晟皓 5 位 8m49  

▼対校男子円盤投 

眞鍋 聡志 3 位 34m55  

鄭 晟皓 5 位 28m67 自己新 

▼対校男子ハンマー投 

眞鍋 聡志 3 位 26m28 自身初 

山野 陽集 6 位 18m01 自身初 

▼対校男子やり投 

山野 陽集 3 位 53m79  

今西 直 5 位 47m20  
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▼対校女子 100m 

奥村 夏子  13.92 +1.0  

▼対校女子 400m 

西川 真悠  1:01.22 自己新 

▼対校女子 800m 

西川 真悠 2 位 2:25.02  

▼対校女子 3000m 

藤本 涼 4 位 11:04.66  

高木穂乃香  12:17.97  

▼対校女子 100mH 

小西 菜月 2 位 16.84 -0.7  

▼対校女子 4×100mR 

京都大学 

(小西-奥村-

花房-西川) 

３位 53.11  

▼対校女子走高跳 

小西 菜月 優勝 1m53  

▼対校女子砲丸投 

中野 水貴 優勝 8m89  

小西 菜月 2 位 8m85  

▼対校女子やり投 

中野 水貴 優勝 42m68  

小西 菜月 2 位 32m28  

<オープンの部> 

▼OP 男子 100m 

安藤 滉一  11.22 +0.4  

田中 智也  11.31 +2.2  

西脇 友哉  11.35 -1.2  

湯谷 樹生  11.37 +0.4  

中村 鮎夢  11.44 +1.7 自己新 

珍坂 涼太  11.54 +1.2  

数多 伸紀  11.67 +1.7  

南井 航太  11.70 -1.2  

吉井 希祐  11.77 -0.2  

芦田 開  11.89 -0.2  

吉川 広祐  11.91 -0.2  

髙橋 惇寿  12.12 -1.2  

平中 章貴  12.54 +0.8 自身初 

▼OP 男子 200m 

西脇 友哉  22.48 +1.6  

安藤 滉一  22.92 +1.6  

三神 惇志  22.98 +1.6 自身初 

湯谷 樹生  23.09 -0.3  

▼OP 男子 400m 

岩松 尚杜  50.02  

田中 智也  50.69  

木村 佑  51.09 自身初 

▼OP 男子 800m 

浅井 良  1:52.12 自己新 

土屋維智彦  1:53.40  

山田 大智  2:03.32 大学新 

岡本 郁翔  2:05.06  

浅野 智司  2:12.76 大学初 

平中 章貴  2:13.28  

飯田 駿介  2:14.42  

木村 佑  DNF  

▼OP 男子 5000m 

原田麟太郎  14:54.88 自己新 

柴田 裕平  14:58.19  

岡野 颯斗  15:05.33  

清原 陸  15:27.73  

前田 裕也  15:51.62 
自己新 

大学初 

足立 大宜  16:51.39  

▼OP 男子 110mH 

小野 貴裕  15.05 +0.2  

吉川 広祐  15.98 +0.2  

中村 鮎夢  16.03 +0.2 大学新 

松井 そら  16.59 +0.2  

吉井 希祐  17.05 +0.2 自己新 
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▼OP 男子 400mH 

⾧谷川 隼  54.50  

平中 章貴  1:10.94 自身初 

▼OP 男子 4×400mR 

梶原-浅井-

⾧谷川隼-

数多 

 3:27.19  

川-乙守-鶴

見-川井景 
 3:32.57  

木村-安藤

滉-三神- 

浅野 

 3:35.54  

水野-松井-

土屋-平中 
 3:39.41  

田中智-飯

田-平島- 

南井 

 4:03.02  

飯田-前田

裕-宇佐美-

岡本 

 4:05.02  

▼OP 男子走高跳 

本居 和弘  1m75 自己新 

▼OP 男子棒高跳 

平島 敬也  4m00  

今西 直  NM  

珍坂 涼太  NM  

▼OP 男子走幅跳 

三神 惇志  6m62 -2.0 自己新 

本居 和弘  6m57 -0.8  

小野 貴裕  6m56 -0.7  

澤 薫  6m52 +1.9  

平島 敬也  6m18 +0.6  

松井 そら  6m13 +0.3  

南井 航太  6m13 -0.6  

瀧瀬 祥良  6m04 +0.2  

▼OP 男子三段跳 

松井 そら  13m01 -0.4  

⾧谷川 隼  12m55 +0.5 自身初 

西脇 友哉  12m50 -1.2  

平島 敬也  12m38 +0.8  

澤 薫  12m36 +0.1  

吉川 広祐  11m89 -0.6  

▼OP 男子砲丸投 

今西 直  8m16  

▼OP 男子円盤投 

土屋維智彦  19m65 自身初 

平中 章貴  18m76 自身初 

▼OP 男子ハンマー投 

三谷 圭  48m08 自己新 

藤田 歩  40m18  

浅野 智司  39m60  

▼OP 男子やり投 

澤田 剛  56m75  

浅野 智司  53m55  

瀧瀬 祥良  42m51  

▼OP 女子 100m 

坂本 莉奈  13.02 -0.1 自己新 

後藤 加奈  13.42 +0.9  

鈴木 綾奈  13.82 +0.9 大学初 

広川 知佳  13.99 +0.9 大学初 

▼OP 女子 800m 

後藤 加奈  2:27.85  

▼OP 女子 4×100mR 

鈴木綾- 

後藤-広川- 

坂本莉 

 52.23  

▼OP 女子 4×400mR 

後藤-広川-林

-福井 
 4:42.21  

西川-小西-  4:44.74  
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藤本涼-高木 

▼OP 女子走高跳 

林 玲美  1m63  

▼OP 女子走幅跳 

坂本 莉奈  5m01 +0.1  

福井 優輝  3m50 +1.0 自身初 

▼OP 女子砲丸投 

横山 優花  9m29  

福井 優輝  7m97  

後藤 加奈  6m07 自身初 

広川 知佳  5m76 自己新 

▼OP 女子円盤投 

横山 優花  35m23  

▼OP 女子ハンマー投 

横山 優花  26m82  

▼OP 女子やり投 

広川 知佳  12m21  

福井 優輝  NM  

 

4. 京阪神戦 OB 様名簿 
藤原 忠義 (S41) 様 

森本 正幸 (S41) 様 

勝村 弘也 (S44) 様 

染川 武博 (S45) 様 

桂 総一郎 (S51) 様 

宮下 欣二 (S51) 様 

真野 勝文 (S53) 様 

三好 稔彦 (S54) 様 

下迫田 啓太 (H28) 様 

備藤 翼 (H29) 様 

伊東 悠希 (H31) 様 

谷口 博紀 (H31) 様 

 

以上、12 名の OB 様が応援にお越し下さ

いました。この場をお借りしてお礼申し上

げます。 

 

5. 記録会等の結果 
第 73 回日本体育大学⾧距離競技会 

令和元年 10 月 5 日(土)6 日(日) 

日体大健志台グラウンド 

▼男子 1500m 

岡野 颯斗  4:01.08  

▼男子 10000m 

柴田 裕平  DNF  

 

平成 31 年度第 5 回大阪体育大学中⾧距離

競技会 

令和元年 10 月 5 日(土) 

浪商学園 

▼男子 800m 

清原 陸  1:55.63 自己新 

木村 佑  1:55.79  

川井 景太  1:56.64  

乙守倫太朗  2:00.12 大学新 

土屋維智彦  DNF  

 

平成 31 年第 5 回奈良市記録会 

令和元年 10 月 6 日(日) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 100m 

野田 真志  11.61 +0.5  

吉井 希祐  11.72 +0.9 大学新 

芦田 開  11.96 +0.9  

▼男子 400m 

武波 夏輝  51.67  

山田 大智  54.43 大学初 
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▼男子 800m 

山田 大智  2:07.40  

▼男子 110mH 

吉井 希祐  17.63 +0.3 自己新 

▼女子 1500m 

西川 真悠  5:00.36 自己新 

▼女子 100mH 

鈴木 綾奈  16.21 +0.8 大学新 

 

2019 兵庫陸上競技秋季記録会 

令和元年 10 月 12 日(土)13 日(日) 

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

▼男子 200m 

西脇 友哉  22.39 +3.9  

▼女子走幅跳 

坂本 莉奈  5m40 +1.1 大学新 

 

2019 関西学生陸上競技種目別選手権大会 

兼 第 41 回関西学生混成選手権大会 

令和元年 10 月 15 日(火)～18 日(金) 

ヤンマーフィールド⾧居 

▼男子 100m 

加藤 寿昂 
予選 10.58 +4.5  

準決 10.94 -1.1  

澤 薫 予選 10.80 +3.1  

森本 健太 予選 10.92 +1.1  

▼男子 200m 

田中 大智 予選 22.01 +0.6  

梶原 隆真 予選 22.12 +1.0  

西脇 友哉 予選 22.41 +0.6  

▼男子 400m 

浅井 良 

予選 48.82  

準決 48.00  

A 決 47.42 2 位 

田中 智也 予選 50.65  

藤田 雄大 予選 50.67  

▼男子 800m 

山口 佐助 予選 2:01.48 大学新 

▼男子 1500m 

宇佐美岳良 予選 4:14.24  

鶴見 薫樹 予選 4:26.01  

▼男子 110mH 

永田 智季 
予選 15.10 -0.5 自己新 

準決 15.05 +0.8 自己新 

▼男子 400mH 

⾧谷川 隼 
予選 54.66  

準決 55.05  

五十嵐隆晧 予選 54.83  

平野 亘 予選 56.97  

▼男子 10000mW 

池田 尚平 決勝 48:40.63 自身初 

平岡 拓 決勝 DQ  

▼男子走幅跳 

本居 和弘 決勝 7m03 +1.3  

中村 快太 
決勝 6m67 +2.3  

公認 6m44 -0.4  

▼男子三段跳 

岩井 響平 予選 13m69 +1.4  

▼男子円盤投 

眞鍋 聡志 予選 32m83  

▼男子ハンマー投 

三谷 圭 予選 46m47  

藤田 歩 予選 39m91  

▼男子やり投 

澤田 剛 決勝 58m68  

山野 陽集 決勝 52m19  

▼女子 100m 

奥村 夏子 予選 13.70 +1.0  

▼女子 800m 

西川 真悠 予選 2:21.50  
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▼女子 100mH 

花房柚衣香 予選 16.59 +4.1  

▼女子走幅跳 

広川 知佳 予選 5m03 +1.9  

▼女子やり投 

中野 水貴 決勝 44m76 5 位 

 

第 8 回順天堂大学競技会 

令和元年 10 月 19 日(土) 

順天堂大学陸上競技場 

▼男子 1500m 

木村 佑  3:49.35  

清原 陸  3:55.96  

前田 裕也  4:04.41  

 

DenkaAthleticsChallengeCup2019 

令和元年 10 月 19 日(土) 

新潟スタジアム 

▼男子 5000m 

原田麟太郎  15:45.56  

 

2019 年度第 6 回中京大学競技会 

令和元年 10 月 19 日(土)20 日(日) 

中京大学陸上競技場 

▼男子 100m 

鄭 晟皓  11.71 +0.1  

今西 直  12.01 +0.6 大学新 

▼男子 400m 

今西 直  53.89 大学初 

▼男子 110mH 

鄭 晟皓  18.36 +0.1 自己新 

▼男子円盤投 

鄭 晟皓  25m04  

▼男子やり投 

今西 直  47m47 自己新 

▼男子十種競技 

五十嵐隆晧 5555 点  

100m  12.05 -0.3  

400m  51.47  

1500m  4:32.12  

110mH  16.94 +0.1  

走高跳  1m75  

棒高跳  3m40  

走幅跳  6m03 0.0  

円盤投  23m23  

砲丸投  8m59  

やり投  39m49  

平島 敬也 5384 点  

100m  11.59 -0.3  

400m  54.25  

1500m  5:40.15  

110mH  18.36 +0.1  

走高跳  1m70  

棒高跳  4m00  

走幅跳  6m24 0.0  

円盤投  29m21  

砲丸投  8m82  

やり投  45m07  

浅野 智司 5000 点 自己新 

100m  11.96 -0.3  

400m  53.70  

1500m  5:20.04  

110mH  17.68 +0.1  

走高跳  1m60  

棒高跳  NM  

走幅跳  6m25 0.0  

円盤投  25m94  

砲丸投  10m54  

やり投  55m87  

▼女子七種競技 

小西 菜月 3747 点 自己新 

200m  29.29 -0.1  

800m  2:46.41  
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100mH  16.78 -0.3  

走高跳  1m56  

走幅跳  4m55 -0.3  

砲丸投  8m71  

やり投  32m00  

 

大阪陸協⾧距離第 1 回記録会 

令和元年 10 月 20 日(日) 

ヤンマースタジアム⾧居 

▼男子 3000m 

髙橋 侃凱  10:49.98 自身初 

▼男子 10000m 

久田 雅人  29:56.35 自己新 

清水 厚佑  30:49.71. 自己新 

大前 晃一  30:55.23 自己新 

渡邊 康介  31:54.83 自己新 

吉村 柊太  32:10.28 自己新 

泉 竣哉  32:12.87 自己新 

清水 秀広  32:16.66 自己新 

相澤 航  32:51.89  

川井 拓哉  33:27.17  

潮﨑 羽  33:33.73  

鈴木洋太郎  33:37.36  

谷川 尚希  34:25.85  

▼女子 3000m 

藤本 涼  11:08.94  

高木穂乃香  11:59.26 大学新 

 

第 5 回滋賀県高校記録会 

令和元年 10 月 20 日(日) 

皇子山総合運動公園陸上競技場 

▼男子 100m 

森本 健太  10.91 0.0  

▼男子 400m 

武波 夏輝  51.72  

▼男子 400mH 

松原 耕平  57.48 大学初 

▼男子やり投 

澤田 剛  60ｍ08  

▼女子 100m 

奥村 夏子  13.77 +1.2  

 

第 42 回京都府民総合体育大会 

令和元年 10 月 20 日(日) 

西京極総合運動公園陸上競技場 

▼男子 3000m 

岡野 颯斗  8:50.48 優勝 

 

第 72 回新潟県縦断駅伝 2019 

令和元年 10 月 20 日(日) 

妙高市新潟市間コース 

▼11 区(12.1km) 

原田麟太郎  38:46  

 

第 66 回尾張陸上競技選手権大会 

令和元年 10 月 20 日(日) 

一宮総合運動場陸上競技場 

▼男子 400mH 

酒井 良佑 

予選 58.73  

決勝 55.17 
優勝 

自己新 

 

第 16 回田島直人記念陸上競技大会 

令和元年 10 月 20 日(日) 

維新百年記念公園陸上競技場 

▼男子 100m 

加藤 寿昂  10.90 -0.6  

澤 薫  11.19 0.0  

▼男子 300m 

小谷 哲  33.82 
自己新 

3 位 
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浅井 良  DQ  

▼男子走幅跳 

本居 和弘  6m91 +1.2  

▼男子三段跳 

三神 惇志  14m35 +1.5  

▼女子 300m 

後藤 加奈  44.22 
自身初 

4 位 

▼女子走高跳 

林 玲美  1m60  

 

2019 第 5 回強化・普及記録会 

令和元年 10 月 26 日(土) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 100m 

田中 智也  11.43 -0.6 自己新 

▼男子 400m 

田中 智也  49.78 自己新 

 

第 103 回日本陸上競技選手権リレー競技大

会 

令和元年 10 月 26 日(土)27 日(日) 

北九州市立本城陸上競技場 

▼男子 4×400m 

京都大学 

(小谷- 

藤田雄- 

岩松-浅井) 

 3:14.94  

 

第 58 回全日本 50km 競歩高畠大会兼東京

2020 オリンピック日本代表選手選考競技会 

令和元年 10 月 27 日(日) 

高畠まほろば競歩コース 

▼男子 20kmW 

馬淵 丈  1°33:39 自己新 

5km 23:21  

10km 46:37  

15km 1°10:00  

 

2019 香川陸上競技カーニバル大会 

令和元年 10 月 27 日(日) 

香川県立丸亀競技場 

▼男子 800m 

山口 佐助 
予選 2:03.70  

決勝 2:03.76 4 位 

 

第 61 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 

令和元年 10 月 27 日(日) 

びわこフィールド 

▼男子 100m 

梶原 隆真  11.16 -0.5  

三神 惇志  11.40 -0.2 自己新 

坂本 璃月  12.52 -1.1  

▼男子 800m 

土屋維智彦  1:53.10 自己新 

木村 佑  1:55.67  

中尾 友哉  1:56.06  

▼男子 1500m 

宇佐美岳良  4:04.55 自己新 

清原 陸  4:04.56  

松岡 健  4:28.22 自己新 

▼男子 110mH 

酒井 良佑  16.00 -0.4  

▼男子棒高跳 

鄭 晟皓  3m40 自己新 

今西 直  2m80 自身初 

▼男子走幅跳 

坂本 璃月  6m26 +1.1  

▼男子三段跳 

扇澤 剛志  13m26 -1.4  
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平島 敬也  12m51 +1.3 自己新 

▼男子ハンマー投 

三谷 圭  44m82  

藤田 歩  41m56  

 

2019 にしのみや甲子園ハーフマラソン 

令和元年 11 月 3 日(日) 

甲子園 

▼男子 10km 

松岡 健  35:33  
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