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1. 主将・女子主将・監督挨拶 

主将挨拶 
ついに今年度の関西 IC、T＆F の部が始まろうとしています。今年は例年とは異なり、5

月 9, 10 日に西京極にて、そして 5 月 18、19 日に鴻ノ池にて、という変則的な日程で行わ

れます。  

チーム目標は、男子 40 点、女子 5 点となっています。男子については、残留争いから

一歩抜け出し関西中堅として戦っていくこと、女子については、チーム全体の底上げを図

り昨年の 4 点を超える結果を残すこと、という意味を込めて、この点数目標を設定し、こ

の冬練習に努めて参りました。  

その結果、京都 IC では事前ランキングを覆して、想定以上の点数を取ることができま

した。しかし、あと一歩で関西 IC 標準を切れたのに、という記録の選手も多く、チーム

としても、男子はびわスポ大と 5.5 点差、女子も目標まであと 4 点と、あと一歩の詰めの

甘さも多く見られています。また先日行われた関西 IC ロードの部では、阪大に 7 点、関

大に 4 点、龍谷に 3 点取られる中で無得点に終わり、京大が競うであろう相手に大きく出

遅れた形となりました。  

この現状の中、チーム全体として、T＆F の部で猛烈な巻き返しを実現するために、よ

り一層気を引き締めて日々の練習に取り組んでおります。この冬を通して土台の力が向上

したのは部員一同感じているところですので、あとはそれを本番で発揮すること、そして

詰めの甘さをなくすことです。厳しい状況ではありますが、残留はもちろんのこと、その

上で戦い抜き男子 40 点女子 5 点を達成してみせますので、蒼穹会の皆様におかれまして

は、ご多忙の中で恐縮ではありますが、是非とも競技場に足を運んでいただき、熱い熱い

ご声援のほどを、よろしくお願いいたします。 

                  京都大学陸上競技部主将 三神 惇志 

女子主将挨拶 
今回の関西インカレでは「昨年の得点の 4 点を越え、京大、京都女子大、ノートルダム

女子大の３大学で 5 点以上とること」を女子は目標にしています。この半年間、競技力の

底上げのため、全員の関西インカレの標準切りを目指して練習してきました。全員とはな

りませんでしたが、春先で多くの女子選手が大幅に PB や CB の更新をしてくれました。

昨年よりも格段にレベルアップした女子チームの姿をぜひご覧ください。 

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有難うございます。今年

は２週にまたがって行われます。お暑い中、ご多忙ではあるかと思いますが、競技場の方

に足を運んで頂きご声援いただけると幸いです。 

              京都大学陸上競技部女子主将  後藤 加奈 
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監督挨拶 
ついに関西インカレを迎えることになりました。今回は、男子 40 点、女子 5 点を目標

に掲げて挑みます。 

4 月 18 日に行われたロードの部では、京都大学は得点を逃しました。加えて、1 部残留

争いの相手となる各校がランキングを覆し得点を挙げるなど、厳しい戦いが予想されま

す。今年度は、2 週に分かれての開催となりますので、他大の動向も含め不測の事態も起

こるかと思います。そのような中で目標を達成するために、チームをそして自分自身を信

じ、最後まで戦い抜きたいと考えております。 

昨年に引き続き勢いのある 400m・マイル勢や春先から好記録を出している 100m・

200m の加藤(3)、大量得点も見込める木村(3)清原(3)ら中距離勢にも期待ができます。大

橋(4)率いる投擲勢の躍進にも注目です。女子は、主将の後藤(4)を中心に現チーム体制発

足当初から全員の関西インカレ標準切りを目標に掲げ、個々の力を着実に伸ばしてきまし

た。関西女子はレベルが高いですが、入賞を目指し全力を尽くしてきてほしいと思いま

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ご声援をいただきますようお願い致しま

す。 
京都大学陸上競技部監督 五十嵐 隆晧 

 

2．関西インカレロードの部結果 
第 96 回関西学生陸上競技対校選手権大会 ロードの部 

平成 31 年 4 月 18 日(木) 

ヤンマーフィールド⾧居付設⾧距離競走路  

順位 氏名 学年 大学 記録 

1 位 川田 信 3 関西学院大 1°06’44” 

2 位 西 慶一郎 M2 大阪大 1°07’29” 

3 位 宮﨑 勇樹 3 びわスポ大 1°07’31” 

4 位 山田 光希 4 同志社大 1°07’33” 

5 位 笹部 力 4 関西大 1°07’50” 

6 位 片山 俊希 4 龍谷大 1°07’56” 

7 位 横山 翔 3 近畿大 1°07’58” 

8 位 重岡 慶彦 3 同志社大 1°08’08” 

19 位 原田 麟太郎 4 京都大 1°11’56” 
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関西インカレロードの部終了時の対校得点 

順位 大学 得点 

1 位 関西学院大 8 点 

2 位 大阪大 7 点 

3 位 びわスポ大 6 点 

3 位 同志社大 6 点 

5 位 関西大 4 点 

6 位 龍谷大 3 点 

7 位 近畿大 2 点 

 

関西インカレ最初の種目となるハーフマラソンには原田(4)が出場した。序盤原田は 10 数名の

先頭集団の後方を走りレースを進めるが、7km を超えたあたりで先頭集団から離れた。その後

はほぼ単独走を続け 19 位でゴールした。得点という目標には届かず、関西インカレで戦うこ

との厳しさを実感するレースであったが、最後まで諦めず粘り強く走る原田の姿にはチーフと

しての意地を感じた。 

レースとしては得点を稼ぐと予想されていた立命館大､京産大が点を落とし、逆に大阪大、びわ

スポ大などが点を拾う結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑最後まで必死に前を追った原田(4) 
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3. 関西インカレ展望 

 

         ～短距離～ 

男子 100m 

加藤 寿昂 (3) 10”58 

澤 薫 (M2) 10”96 

男子 100m には澤(M2)と加藤(3)が出場す

る。澤はラストシーズンとなる。昨年に⾧期

休部から復帰して忙しい中でも時間を見つけ

て練習を積んできた。今季はまだ満足のでき

ない記録であるが、かつてのように攻めの走

りで少しでも良い記録を出して流れをつくっ

てほしい。加藤は春先から自己ベスト更新を

繰り返し今季絶好調である。ランキングとし

ては 13 位であるが、今年はかつて無い接戦

で表彰台も十分に狙える。誰よりも調子を整

えて表彰台の上に乗ってきてほしい。それと

ともに全日本インカレ標準切りにも期待がも

てる。 

 

↑今季絶好調の加藤(3) 

 

 

 

男子 200m 

加藤 寿昂 (3) 21”82 

男子 200m には安藤(M1)と加藤(3)が出場予

定であったが安藤が研究室の都合で出場を断

念するに至った。加藤はこの冬体力の向上に

取り組んで春先に苦手意識のあった 200m で

圧倒的なベストを出した。この種目に関して

は毎年レベルが上がり、今年もハイレベルな

戦いが予想される。専門の 100m のスピード

を生かし、前半から果敢に勝負して準決勝進

出をしっかり決めてほしい。またタイムにも

期待したい。 

男子 400m 

小谷 哲 (4) 47”50 

浅井 良 (3) 47”63 

男子 400m には小谷(4)と浅井(3)が出場す

る。小谷は、昨年の関西インカレ 400m 予選

で敗退してしまった悔しさを晴らすため、こ

の冬誰よりも練習に打ち込んできた。各種記

録会でも安定して結果を残している中、京都

インカレでは大幅 PB で優勝を果たすなど期

待がかかる選手である。その勝負強さを存分

に発揮して表彰台を目指してほしい。浅井は

冬季に細かいケガはあったものの、京都イン

カレでは PB に迫る走りを見せ、小谷に続く

2 位を取るなどしっかりと結果を残した。昨

年はこの種目で 7 位入賞を果たしており、昨

年以上の結果はもちろん、小谷同様表彰台を

目指してほしい。 

エントリーでは小谷が 4 番、浅井が 8 番とい

うことで、プレッシャーがかかる立場ではあ
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るが、それを力に変えて大量得点を期待した

い。 

 

↑表彰台への期待がかかる小谷(4) 

男子 110mH 

小野 貴裕 (4) 15”00 

男子 110mH には小野(4)が出場する。昨年

と同様ハイレベルな試合が予想される。小

野は春先から PB 付近の記録は安定して出

ており、調子は悪くない。今回で 15 秒の

壁をひとつ破って、PB 並び蒼穹新にも期

待したい。 

男子 400mH 

⾧谷川 隼 (3) 54”30 

男子 400mH には⾧谷川(3)が出場する。決勝

進出ラインは 52 秒前半とレベルが高い試合

と予想される。関カレまでに A 標を切ること

は叶わなかったが、冬季にしっかりとハード

ルの練習を積めており、調子を合わせれば大

幅 PB は出そうである。初の関西インカレの

舞台、大きな成⾧に繋がる試合にしてほし

い。 

男子 4×100mR 

澤 薫 (M2) 

小野 貴裕 (4) 

加藤 寿昂 (3) 

田中 大智 (2) 

藤田 雄大 (2) 

森本 健太 (2) 

今回は小野-加藤-藤田-澤でバトンを繋ぐ予定

である。目標は得点である。今年は各インカ

レの結果から大体大、同志社、龍谷、阪大と

決勝への最後の一枠を争うことになると予想

される。予選から厳しい戦いになるが

4×100mR はバトンの精度により順位を上げ

ることができる競技であるのでミスのない攻

めたバトンパスで選手の力を最大限引き出し

たいところである。複数出場の選手が多いも

のの京大の名前を背負って堂々と戦う姿に期

待したい。 

男子 4×400mR 

岩松 尚杜 (M1) 

小原 幹太 (4) 

小谷 哲 (4) 

田中 智也 (4) 

水野 廉也 (4) 

藤田 雄大 (2) 
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男子 4×400mR ではより多い人数が出場する

ことを考え、400m に出場している浅井と

200m に出場している安藤を含め、8 人が出

られるようにした。 

走順は小谷-小原-田中-浅井を予定している

が、他の選手の調子次第では変わる可能性が

ある。田中以外の 3 人は昨年もこの種目に出

場しており、昨年は蒼穹新で 4 位入賞を果た

した。今年は昨年と同じ 4 位を目指すと共

に、3 分 10 秒を切ることを目標として、短

⾧パート一丸となってこの冬練習に取り組ん

できた。京都インカレでは目標としていた優

勝はならなかったものの、既存のチームベス

トを大きく更新するなど、関西インカレに向

けて弾みをつけることができた。最終種目と

いうことで、男子の目標達成や一部残留をか

けたレースになるかもしれないが、出場する

4 人全員がしっかりと全力を尽くせるよう準

備していきたい。 

 

↑最終種目としての期待を背負う 4×400mR 

女子 200m 

後藤 加奈 (4) 26”94 

女子 200m には後藤(4)が出場する。スター

トが苦手ではあるが、改良に力を注いだ。ま

た、走りに大きさが加わり中間疾走に期待し

たい。複数出場であるが、持ち前の体力で目

標の 26.0 は達成して貪欲に一つでも上の順

位、タイムを狙ってほしい。 

女子 400m 

後藤 加奈 (4) 59”89 

女子 400m には後藤(4)が出場する。後藤は

昨年に引き続いての出場となるが、今年は女

子主将としてしっかりと結果を残していただ

きたい。今シーズンはまだ目立った結果を出

せてはいないものの、この冬は誰よりもスト

イックに練習に取り組んできた。プレッシャ

ーのかかる立場ではあるが、目標として掲げ

る予選突破だけでなく、蒼穹新(59.32)を出

せる力は十分に付いていると思われるので、

関西インカレという大舞台で存分に力を発揮

していただきたい。 

女子 4×100mR 

後藤 加奈 (4) 

福井 優輝 (4) 

花房 柚衣香 (3) 

奥村 夏子 (2) 

西川 真悠 (2) 

小西 菜月 (1) 

走順は奥村-後藤-花房-西川を予定している。

厳しい戦いになるが三走までの短距離パート

でしっかり貯金を作り、攻めたレースでアン

カーの西川へとバトンを繋いでほしい。特に

奥村と花房は春先から記録を出しており二人
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の走りが鍵を握る。練習を積んだバトンパス

で選手の走力を最大限引き出して目標である

51.50 切りに期待ができる。 

女子 4×400mR 

後藤 加奈 (4) 

安藤 百香 (3) 

花房 柚衣香 (3) 

奥村 夏子 (2) 

西川 真悠 (2) 

小西 菜月 (1) 

走順は後藤-西川-花房-奥村で、唯一の短⾧選

手である後藤がどれだけ周りに食らいついて

いけるかが勝負の鍵を握っている。関西の女

子のレベルは高く、予選突破などを目標に掲

げることは難しいが、ただ出場するだけで終

わってしまうのではなく、今後の女子の発展

のためにもしっかりと勝負をしてきてもらい

たい。また兼ねてからライバル視している阪

大にはここで勝ち、七大戦へといい流れを作

りたい。 

 

～中距離～ 

男子 800m 

木村 佑 (3) 1’51”79 

土屋 維智彦 (4) 1’54”44 

中尾 友哉 (2) 1’56”28 

男子 800m には土屋(4)、木村(3)、中尾(2)

が出場する。木村は昨年に全日本インカレ

参加標準記録を突破するタイムを出してお

り、予選で実力通りの走りができれば決勝

へ駒を進めることができるだろう。この種

目は上位の選手の実力は少し抜けている

が、下位入賞以下の選手は混戦となってお

り、土屋や中尾も自己ベストを更新するよ

うな走りをすることができれば決勝進出は

十分可能である。一人でも多く決勝へ進み

得点を狙いたい。 

 

↑高得点の期待を背負う木村(3) 

男子 1500m 

木村 佑 (3) 3’51”39 

清原 陸 (3) 3’54”04 

岡野 颯斗 (M3) 3’54”31 

男子 1500m には岡野(M3)、木村(3)、清

原(3)が出場する。エントリーの記録では

木村が 1 位、清原が 5 位、岡野が 6 位とな

っており、この種目が今年の関西インカレ

において京都大学の最大の得点源になると

予想される。それだけにプレッシャーも大
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きいだろうが、それを力に変えて走り抜い

て欲しい。3 人とも自己ベストを出した時

ほどの調子の良さではない上に関西インカ

レ一部のレースは一筋縄にはいかないだろ

うが、3 人で決勝へ進み大量得点を獲り、

京都大学の存在感を見せつけたい。 

女子 800m 

西川 真悠 (2) 2’20”55 

女子 800m には西川(2)が出場する。エン

トリーの記録ではかなり下の順位になって

いるが、他の大学は 1 回生のエントリーも

多いため不確定な要素も多く、レース展開

によっては準決勝進出の可能性が考えられ

る。西川は昨年から対校戦に数多く出場

し、タフで勝負強い走りを見せてきた。こ

の関西インカレでも実力を十分に発揮し、

一つでも上の順位やラウンドを目指してい

きたい。 

 

～⾧距離～ 

男子 5000m 

柴田 裕平 (M2) 14’29”04 

久田 雅人 (3) 15’05”82 

男子 5000m には柴田(M2)、久田(3)が出場

する。柴田は多種目出場になるが、過去の関

西インカレで表彰台経験もあり、ランキング

以上に得点する力を有している。久田は京都

インカレで練習が積めていない中でも CB を

更新し、それ以降もレベルの高い練習をこな

しているため、大幅ベスト・得点の可能性は

十分にあり、期待したい。 

男子 10000m 

柴田 裕平 (M2) 30’21”32 

男子 10000m には柴田(M2)が出場する。柴

田はランキング 7 位であるが、入賞ラインの

タイムも拮抗しており当日の状態次第で順位

の変動が十分に考えられる。過去二度出場し

入賞を逃した種目だけに、今回はリベンジを

果たしてほしい。なお、原田(4)は左足の故

障の影響で棄権する。 

男子 3000mSC 

足立 舜 (2) 9’29”54 

柴田 裕平 (M2) 9’37”68 

男子 3000mSC には柴田(M2)、足立(2)が出

場する。柴田は 3 種目目になるが、障害練習

が満足に積めていない状態でなお標準記録を

突破する走力を有している。本番までに効率

よい走りを身につけられれば大きくタイムを

伸ばし、得点できる可能性がある。足立は兵

庫インカレで A 標準を突破した時よりもスピ

ード練習の質を高められており、関西インカ

レのハイペースにも対応できる力がついてい

る。この先関西トップで戦う選手として、ま

ずは今年得点してほしい。 

 
↑如何に上位勢に食い込めるか足立(2) 
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～競歩～ 

男子 10000mW 

亀田 孝太郎 (4) 42’28”48 

馬淵 丈 (2) 45’04”82 

平岡 拓 (2) 51’35”58 

男子 10000ｍW には亀田(4)、馬淵(2)、平

岡(2)が出場し、ランキングはそれぞれ 7

位、13 位、18 位となっている。亀田は冬

期練を順調にこなし３月に PB を更新。今

年は 7~12 位あたりの選手の実力が拮抗し

ているが、その中で一つでも上の順位での

入賞を目指す。馬淵は怪我等もあったが３

月に PB を更新し、展開次第では大きく記

録を伸ばすことも期待される。入賞争いに

持ちタイムでは少し遠いが攻めの歩きで前

の集団に食らいつき上位の歩きと競り合い

たい。平岡も怪我無く冬練を乗り越え、力

をつけてきた。1 部ではランキング最下位

ではあるが 2 部の選手と競ってチームに勢

いを与えるレースをしたい。 

 

～跳躍～ 

男子走幅跳 

本居 和弘 (4) 6m94 

  

男子走幅跳には本居(4)が出場する。先日の

記録会で雨の中 1 年ぶりに PB を更新し、着

実にこれまでの練習の成果は現れてきてい

る。昨年の七大戦で追い風参考 7m17 を跳ん

だ時よりも体も技術も仕上がっているはずな

ので、7m30 以上を目指し、何としても 1 点

を獲ってきて欲しい。  

 

男子三段跳 

三神 惇志 (4) 14m74  

男子三段跳には三神(4)が出場する。事前ラ

ンキングでは下位ではあるものの、3 位の資

格記録が 15m23 であり、本人の PB：15m08

を考えれば表彰台も十分可能ではあるが、

14m90~15m23 の 30cm に半分以上の選手が

固まっている。誰が何位になろうとおかしく

ない、3 位以下は近年稀にみる接戦が予想さ

れるが、その中で何としても勝ち切り、主将

として、跳躍チーフとして、3 位表彰台を手

にしてきて欲しい。 

 
↑主将としての意地を見せて欲しい三神(4) 

 

男子走高跳 

阪口 裕飛 (2)   2m05 

男子走高跳には阪口(2)が出場する。昨シー

ズンから安定した記録を残し、今シーズン初

戦の京都 IC でも 2m05 と昨年の SB を跳ん

でおり、順調な仕上がりを見せている。しか

し、本人の自己ベストである 2m06 はまだ跳

べておらず、走高跳はランキング変動が起こ

しやすい種目ではあるものの上位の壁は厚

い。この関西 IC で殻を破り、2m10 を跳ぶ
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ことに期待したい。そうすれば 5 位 4 点当た

りは十分現実的な目標であろう。 

 
↑高得点の期待がかかる阪口(2) 

男子棒高跳 

珍坂 涼太 (M2) 4m40  

平島 敬也 (4) 4m10  

男子棒高跳には珍坂(M2)、平島(4)が出場す

る。珍坂は標準突破期間の最後に 4m40 の

PB で A 標準を突破し、今勢いに乗っている

選手である。ここからさらに 10cm、できれ

ば 20cm 伸ばせれば得点が固いので、4m60

まで、さらに蒼穹記録の 4m70 まで見据えて

貪欲に挑んで欲しい。平島も 4m40 は十分可

能であり、上位勢によっては得点を狙えるた

め、1 回での 4m40 成功をまずは目指し、得

点に挑んで欲しい。 

 
↑今季流れに乗っている珍坂(M2) 

 

～投擲～ 

男子円盤投 

大橋 悟 (4) 46m33 

大橋(4)は関西インカレでの優勝を目標に

冬期練習に取り組んできた。ランキング通

りの点数は確保しつつも、どこまで点数を

伸ばせるかが鍵となる。プレッシャーのか

かる立場ではあるが、投擲パートチーフと

しての責任を果たしたい。 

 

↑優勝を目標とする大橋(4) 

男子ハンマー投 

三谷 圭 (4) 46m59 

昨年に引き続き、男子ハンマー投には三谷

(4)が出場する。top8 に残るには 55m 以上

が必要と予想され、厳しい戦いが予想され

る。しかし、三谷は人一倍練習に取組み、

肉体改造と技術の習得に努めてきた。昨年

の七大戦以降思うように結果を出せていな

いが、最後の最後まで希望を持ち、思い切

り投げて欲しい。京大の代表選手として、

また今年出場することが叶わなかった藤田

(3)の分も背負って、今までの努力の成果

を関西インカレの舞台で発揮して欲しい。 
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男子やり投 

浅野 智司 (M2) 62m61 

澤田 剛 (3) 57m08 

浅野(M2)は蒼穹記録保持者として関西イ

ンカレに挑む。春先は思うような結果を残

せていないが、うまく噛み合えば 65ｍは

投げる実力がある。例年の top8 進出ライ

ンは 63m 半ば程度で、まずは自己ベスト

を更新し top8 に残ることが求められる。

そしてそこからどれだけ順位を上げられる

かの勝負になる。⾧期的な視点で今年の関

西インカレに照準を合わせてきただけに、

本人にとって最後の関西インカレを競技者

として最高の結果で終えて欲しい。 

澤田(3)は昨年の七大戦での肘の怪我を乗

り越え、ここまで来た。投擲練習ができず

苦しい中でも理想のフォームを追求し、着

実に、かつ急速に成⾧してきている。初め

ての関西インカレ出場となるが、気負いす

ぎることなく、しかし貪欲に得点を狙って

欲しい。浅野と同様 65m 程度は投げるこ

とができるポテンシャルがあり、両者とも

に top8 に残れば男子の 40 点という目標に

大きく貢献することができる。 

 

女子円盤投 

横山 優花 (M1) 36m80 

女子円盤投げには横山(M1)が出場する。

例年の top8 進出ラインは 38m 半ば程度で

あり、横山の自己ベスト(38m77)を更新で

きれば得点を狙うことができる。最近は研

究等で忙しく練習はあまり積めていない

が、うまく力を発揮できれば十分に関西の

上位で戦う実力はある。あまり気負いすぎ

ずに、チャレンジャーとして積極的な試合

を展開しつつ試合を楽しんで欲しい。 

 

女子やり投 

中野 水貴 (3) 45m62 

中野(3)は関西インカレ表彰台を目標に、

順調に練習を積めている。一回生の時から

関西インカレに出場しており、経験値は十

分にある。昨年は 7cm 差で 9 位という非

常に悔しい経験をしており、今年はなんと

してでも勝負に勝ちきりたい。例年は 47m

前後で top8、表彰台は 50m が目安とな

る。このあたりの記録を意識しつつ、自分

らしい投擲で関西インカレでの勝負を楽し

んで欲しい。十分に目標を達成する力はあ

り、大きな試合で力を発揮する能力に⾧け

ているため、当日のビッグスローが期待さ

れる。また女子パートの中心選手としても

関西の上位で戦う姿を見せて欲しい。 

 
↑女子パートの期待を背負う中野(3) 
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～混成～ 

男子十種競技 

松井 そら (4) 5999 点 

十種競技には、松井(4)が出場する。昨年同

様，びわスポ大の黒田(M2)や同志社大の別

宮(4)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、びわス

ポ大、大阪大を含む３名の選手で混戦状態と

いる。松井には、得点源となるフィールド種

目で点数を稼ぐ一方、苦手とする棒高跳で

NM を回避し、ベストとなる 6300 点以上を

取って 6 位を目指して欲しい。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。 
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4. 関西インカレ日程 
第 96 回関西学生陸上競技対校選手権大会 

T&F の部 

令和元年 5 月 9 日(木)、10 日(金) 

西京極総合運動公園陸上競技場・補助競技場 

令和元年 5 月 18 日(土)、19 日(日) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

5 月 9 日(木)【第二日】@西京極 

トラック 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:30 2 部男子 
十種 100m 

10:40 1 部男子 

10:55 女子 1500m 予(3-4+3) 

11:20 女子 

400m 

予(6-2+4) 

11:45 2 部男子 予(4-1+4) 

12:00 1 部男子 予(4-1+4) 

12:20 女子 

100m 

予(6-3+6) 

12:45 2 部男子 予(6-3+6) 

13:10 1 部男子 予(4-3+4) 

13:35 女子 100mH 予(5-2+6) 

14:10 2 部男子 
110mH 

予(5-2+6) 

14:35 1 部男子 予(3-2+2) 

15:00 女子 1500m 決勝 

15:20 女子 

4*100mR 

予(3-2+2) 

15:40 2 部男子 予(3-2+2) 

16:00 1 部男子 予(2-3+2) 

16:30 2 部男子 
十種 400m 

16:40 1 部男子 

16:55 女子 400m 準決(2-4) 

17:25 2 部男子 
10000m 決勝 

18:05 1 部男子 

跳躍 

10:30 女子 棒高跳 決勝 

11:20 
2 部男子 

十種走幅跳 
1 部男子 

14:00 2 部男子 三段跳 決勝 

14:10 
2 部男子 

十種走高跳 
1 部男子 

15:00 1 部男子 棒高跳 決勝 

投擲 

11:00 女子 ハンマー投 決勝 

12:40 
2 部男子 

十種砲丸投 
1 部男子 

13:00 2 部男子 
ハンマー投 決勝 

15:00 1 部男子 

 

5 月 10 日(金)【第三日】@西京極 

トラック 

10:30 2 部男子 
十種 110mH 

10:40 1 部男子 

10:55 2 部男子 110mH 
準決(2-4) 

11:10 女子 100mH 

11:30 女子 

100m 

準決(3-

2+2) 11:45 2 部男子 

12:00 1 部男子 準決(2-4) 

12:20 2 部男子 
1500m 

予(3-4+3) 

12:40 1 部男子 予(2-4+4) 

13:05 2 部男子 
110mH 決勝 

13:15 1 部男子 

13:30 女子 100mH 決勝 

13:50 2 部男子 

100m 決勝 14:00 1 部男子 

14:10 女子 

14:30 2 部男子 

400m 決勝 14:40 1 部男子 

14:50 女子 

15:10 女子 3000mSC 決勝 

15:35 2 部男子 
1500m 決勝 

15:45 1 部男子 

16:05 女子 4*100mR 決勝 
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16:20 2 部男子 
4*100mR 決勝 

16:35 1 部男子 

17:05 女子 10000m 決勝 

17:50 2 部男子 
十種 1500m 

18:00 1 部男子 

フィールド 

10:30 女子 三段跳 決勝 

13:10 
2 部男子 

十種棒高跳 
1 部男子 

14:00 1 部男子 三段跳 決勝 

投擲 

10:30 2 部男子 砲丸投 決勝 

11:20 
2 部男子 

十種円盤投 
1 部男子 

13:00 女子 やり投 決勝 

14:30 1 部男子 砲丸投 決勝 

15:50 
2 部男子 

十種やり投 
1 部男子 

 

5 月 18 日(土) 【第四日】@鴻ノ池 

トラック 

9:30 女子 七種 100mH 

9:50 女子 

200m 

予(6-3+6) 

10:10 2 部男子 予(6-2+4) 

10:30 1 部男子 予(4-3+4) 

10:50 女子 

800m 

予(6-2+4) 

11:20 2 部男子 予(4-1+4) 

11:35 1 部男子 予(3-2+2) 

11:55 女子 

400mH 

予(5-1+3) 

12:20 2 部男子 予(4-1+4) 

12:40 1 部男子 予(4-1+4) 

13:05 女子 

200m 

準決(3-2+2) 

13:25 2 部男子 準決(2-4) 

13:40 1 部男子 準決(2-4) 

14:00 女子 800m 準決(2-3+2) 

14:25 女子 

4*400mR 

予(3-2+2) 

14:50 2 部男子 予(3-2+2) 

15:10 1 部男子 予(2-3+2) 

15:30 女子 七種 200m 

15:50 
2 部男子 

5000m 決勝 
16:10 

16:30 1 部男子 

16:50 女子 

跳躍 

10:00 2 部男子 走幅跳 決勝 

10:20 女子 七種走高跳 

11:30 2 部男子 棒高跳 決勝 

13:00 女子 走高跳 決勝 

13:30 1 部男子 走幅跳 決勝 

投擲 

9:30 女子 
円盤投 決勝 

12:00 2 部男子 

12:30 女子 七種砲丸投 

14:00 1 部男子 円盤投 決勝 

 

5 月 19 日(日) 【第五日】@鴻ノ池 

トラック 

9:30 女子 

10000mW 決勝 
10:40 

2 部男子 

1 部男子 

11:40 表彰式 

12:00 女子 

400mH 決勝 12:15 2 部男子 

12:25 1 部男子 

12:40 女子 

200m 決勝 12:50 2 部男子 

13:00 1 部男子 

13:15 女子 

800m 決勝 13:25 2 部男子 

13:35 1 部男子 
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13:55 2 部男子 
3000mSC 決勝 

14:15 1 部男子 

14:40 女子 七種 800m 

14:55 女子 

4*400mR 決勝 15:10 2 部男子 

15:25 1 部男子 

跳躍 

9:30 女子 七種走幅跳 

9:30 2 部男子 走高跳 決勝 

12:30 1 部男子 走高跳 決勝 

13:00 女子 走幅跳 決勝 

投擲 

9:30 2 部男子 やり投 決勝 

11:30 女子 七種やり投 

12:30 女子 砲丸投 決勝 

13:30 1 部男子 やり投 決勝 
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5. 京都インカレ結果 
第 83 回京都学生陸上競技対校選手権大会 

平成 31 年 4 月 7 日(日)  

西京極総合運動公園陸上競技場・補助競技場 

氏名  記録 風 備考 

▼男子 100m 

加藤 寿昂 
予 10”70 0.0  

3 位 10“58 +0.3  

澤 薫 予 11”17 -2.3  

梶原 隆真 予 11”31 -0.8  

▼男子 200m 

藤田 雄大 予 22”58 -1.1  

西脇 友哉 予 22“76 -1.0  

松本 佳太 予 22“90 -0.7  

▼男子 400m 

浅井 良 
予 48”01  

2 位 48“04  

小谷 哲 
予 48“06  

1 位 47”50  

小原 幹太 予 48”96  

▼男子 800m 

木村 佑 
予 1’55”79  

2 位 1’54”31  

土屋維智彦 
予 1’54”44  

4 位 1’55”60  

中尾 友哉 予 1’58”51  

▼男子 1500m 

清原 陸 2 位 3’59”12  

前田 裕也 7 位 4’05”20  

平中 章貴  4’13”30  

▼男子 5000m 

久田 雅人 6 位 15’05”84  

谷川 尚希  DNS  

清水 厚佑 8 位 15’10”45  

▼男子 10000m 

渡邊 康介  33’11”14  

潮﨑 羽  33’57”10  

相澤 航  DNS  

▼男子 110mH 

小野 貴裕 予 15”03 -0.6  

吉川 広祐 予 15”56 -0.5  

永田 智季 予 15”32 -0.9  

▼男子 400mH 

平野 亘 予 55”68  

⾧谷川 隼 予 54”30  

五十嵐隆晧 予 55”79  

▼男子 3000mSC 

足立 舜 4 位 9’31”00  

⾧谷川大智  DNS  

柴田 裕平 5 位 9’37”68  

▼男子 4×100mR 

京都大学 

(澤-小野-加

藤-藤田) 

4 位 41”40  

▼男子 4×400mR 

京都大学 

(小原-小谷-

田中智- 

浅井) 

2 位 3’12”75  

▼男子走高跳 

阪口 裕飛 2 位 2m05  

▼男子棒高跳 

珍坂 涼太  4m00  

平島 敬也  NM  

増尾 浩旗  NM  

▼男子走幅跳 

本居 和弘  6m80 -0.4  

仲村 快太  6m47 -1.0  

村田 憧哉  6m53 +0.3  

▼男子三段跳 

三神 惇志 
5 位 14m73 +4.2  

公認 14m57 -0.5  

扇沢 剛志  13m46 +0.4  

瀧瀬 祥良  12m42 +0.7  
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▼男子砲丸投 

鄭 晟晧  6m79  

▼男子円盤投 

大橋 悟 3 位 45m22  

松井 そら  DNS  

平島 敬也  DNS  

▼男子ハンマー投 

三谷 圭  NM  

藤田 歩  38m15  

▼男子やり投 

浅野 智司  55m32  

澤田 剛  54m58  

山野 陽集  45m61  

▼女子 100m 

花房柚衣香  13”49 +0.5  

奥村 夏子  13”67 +0.5  

▼女子 200m 

後藤 加奈  DNS  

▼女子 400m 

後藤 加奈 5 位 1’00”95  

▼女子 800m 

西川 真悠 予 2’24”40  

安藤 百香 予 2’35”02  

▼女子 1500m 

鶴﨑 涼花  DNS  

▼女子 5000m 

高木穂乃香 7 位 21’09”88  

藤本 涼  DNS  

▼女子 100mH 

花房柚衣香 8 位 15”68 +0.1  

小西 菜月  18”06 +0.1  

▼女子 4×100mR 

京都大学 

(奥村-後藤-

花房-西川) 

3 位 52”09  

▼女子 4×400mR 

京都大学  DNS  

▼女子円盤投 

横山 優花 6 位 33m31  

▼女子砲丸投 

中野 水貴 3 位 9m65  

福井 優輝 4 位 9m62  

▼女子やり投 

中野 水貴 3 位 44m23  

奥村 夏子  21m22  
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6. 記録会等の結果 
2019 大阪ハーフマラソン 

平成 31 年 1 月 27 日(日) 

大阪市内 

▼男子ハーフマラソン 

大前 晃一  1°10’51” 自身初 

足立 大宜  1°14’09” 自己新 

 

第 14 回風伝説駅伝 
平成 31 年 1 月 27 日(日) 

武庫川河川敷 

▼風伝説駅伝(全 6 区間・各区間 3km)  

京都大学 A 2 位 55’23”  

① 久田 雅人 8’56” 区間賞 

② 谷川 尚希 9’27”  

③ 足立  舜 9’19”  

④ 原田麟太郎 9’19”  

⑤ 柴田 裕平 9’01”  

⑥ 清水 厚佑 9’19”  

京都大学 B  56’37”  

① 清水 秀広 9’29”  

② 鈴木洋太郎 9’23”  

③ 川井 拓哉 9’32”  

④ 津吉 順平 9’55”  

⑤ 下迫田啓太 9’02” OB 

⑥ 久田 雅人 9’16”  

京都大学 C  1°08”17  

① 西川 真悠 11’26”  

② 上島ほのか 11’48”  

③ 安藤 百香 12’13”  

④ 鶴崎 涼花 13’04”  

⑤ 清水 秀広 9’47”  

⑥ 谷川 尚希 9’56”  

 

第 24 回紀州口熊野マラソン 

平成31年2月3日(日) 

和歌山県上富田町 

▼男子マラソン 

谷口 博紀  2°46’21” 自身初 

 

第73兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会 

平成31年2月3日(日) 

加古川河川敷 

▼男子 6km 

大前 晃一  19’07” 2 区 

柴田 裕平  17’54” 7 区 

 

2019 有田みかん海道マラソン 

平成 31 年 2 月 10 日(日) 

有田みかん海道 

▼男子 10km 

谷口 博紀 3 位 33’58”  

 

平成 30 年度愛知競歩競技会 

平成 31 年 2 月 11 日(月) 

知多運動公園陸上競技場 

▼男子 5000mW 

馬淵 丈  22’16”05 自己新 

▼男子 10000mW 

平岡 拓  51’35”58 自己新 

 

第 102 回日本陸上競技選手権大会 20km 競

歩 

平成 31 年 2 月 17 日(日) 

六甲アイランド甲南大学周辺コース 

▼男子 20kmW 

亀田孝太郎 

 1°31’28” 自己新 

5km 21’58”  

10km 44’24” 自己新 

15km 1°07’37”  

 

第 30 回びわ湖クロンスカントリー大会 

平成 31 年 2 月 17 日(日) 

希望ヶ丘公園 
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▼男子 8km 

谷川 尚希  27’21”  

 

京都マラソン 2019 

平成 31 年 2 月 17 日(日) 

西京極-平安神宮コース 

▼男子マラソン 

岡野 颯斗  2°53’20” 自身初 

稲垣 達也  2°39’01”  

小柴 鷹介  5°41’16” 自身初 

⾧谷川大智  DNF  

 

第 39 回篠山 ABC マラソン 

平成 31 年 3 月 3 日(日) 

丹波篠山 

▼男子マラソン 

足立 大宜  2°35’30” 自己新 

 

第 23 回沖縄春季記録会 

平成 31 年 3 月 9 日(土) 

沖縄県総合運動公園陸上競技場 

▼男子やり投 

浅野 智司  53m86  

 

第 22 回日本学生ハーフマラソン 

平成 31 年 3 月 10 日(日) 

立川駐屯地・昭和記念公園 

▼男子ハーフマラソン 

柴田 裕平 
 1°06’59  

20ｋｍ 1°03’38  

原田麟太郎 
 1°08’05 自己新 

20km 1°04’29” 自己新 

大前 晃一 
 1°12’30”  

20km 1°08’44” 自身初 

 

第 2 回学連競技会 

平成 31 年 3 月 13 日(水)14 日(木) 

ヤンマーフィールド⾧居 

▼男子 100m 

加藤 寿昂  10”90 -0.1  

松原 耕平  11”68 +1.1 自己新 

梶原 隆真  11”92 -3.9  

芦田 開  11”98 +1.1  

珍坂 涼太  12”09 -4.0  

伊東 悠希  12”18 -5.8  

数田 伸紀  12”59 -4.0  

▼男子 200m 

加藤 寿昂  21”82 +0.3 自己新 

藤田 雄大  22”65 +2.1  

前田 朝陽  23”47 +3.4  

▼男子 400m 

浅井 良  49”92  

小谷 哲  50”03  

小原 幹太  50”13  

水野 廉也  51”31  

田中 智也  51”46  

藤田 雄大  52”41 大学初 

松本 佳太  52”71  

前田 朝陽  53”47  

▼男子 800m 

木村 佑  1’54”37  

土屋維智彦  1’55”58  

中尾 友哉  1’58”21  

川井 景太  1’58”52  

乙守倫太郎  2’01”38 大学新 

飯田 駿介  2’13”54  

山本 祐己  2’14”32  

▼男子 1500m 

清原 陸  4’00”78  

木村 佑  4’02”19  

岡野 颯斗  4’15”58  

平中 章貴  4’18”74  

宇佐美岳良  4’25”62  

飯田 駿介  4’40”70 自己新 

▼男子 5000m 
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渡邊 康介  15’43”89  

宇佐美岳良  15’51”21 大学初 

▼男子 10000m 

清水 厚佑  32’03”63 自己新 

鈴木洋太郎  32’17”05 自己新 

谷川 尚希  32’20”23 自己新 

清水 秀広  32’59”21  

川井 拓哉  33’54”12  

津吉 順平  34’11”25 自身初 

▼男子 110mH 

小野 貴裕  15”05 +1.5  

吉川 広祐  15”21 +1.5  

⾧谷川 隼  15”42 +1.8 自己新 

永田 智季  15”86 +1.5  

酒井 良佑  16”10 +1.2 大学初 

松井 そら  16”44 +2.3  

五十嵐隆晧  16”46 +1.2  

鄭 晟皓  25”75 +2.3 自身初 

▼男子 400mH 

⾧谷川 隼  55”72  

平野 亘  56”09  

酒井 良佑  57”91  

▼男子 3000mSC 

柴田 裕平  10’30”35 自身初 

▼男子走高跳 

阪口 裕飛  1m95  

▼男子棒高跳 

平島 敬也  4m00  

五十嵐隆晧  NM  

増尾 浩旗  NM  

▼男子走幅跳 

本居 和弘 
 6m80 +2.2  

公認 6m36 +0.2  

伊東 悠希  6m42 -1.9  

村田 憧哉  6m40 -1.5  

仲村 快太  6m34 +1.4  

松井 そら  6m27 +0.7  

南井 航太  6m07 -1.3  

▼男子三段跳 

扇沢 剛志  13m00 +0.3 自己新 

岩井 響平  12m68 +1.2  

柳原 拓海  11m97 +0.5  

松原 耕平  11m88 -0.7  

三神 惇志  NM  

▼男子円盤投 

大橋 悟  46m05  

鄭 晟皓  17m55 自身初 

▼男子ハンマー投げ 

三谷 圭  43m09  

藤田 歩  38m29 自己新 

▼男子やり投 

澤田 剛  56m82  

山野 陽集  46m41 大学新 

▼女子 100m 

花房柚衣香  13”61 +1.2  

奥村 夏子  13”99 -1.9  

▼女子 200m 

後藤 加奈  27”76 +0.8  

奥村 夏子  29”15 -2.0  

▼女子 800m 

西川 真悠  2’25”14  

安藤 百香  2’35”68  

▼女子 1500m 

西川 真悠  5’12”48  

安藤 百香  5’35”30 大学初 

鶴崎 涼花  6’02”31 自己新 

▼女子 100mH 

花房柚衣香  16”58 -0.3  

▼女子 4×100mR 

京都大学 

(奥村-後藤-

花房-西川) 

 52“81  

▼女子 4×400mR 
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京都大学 

(花房-安藤-

奥村-西川) 

 4’25”04  

▼女子砲丸投 

福井 優輝  8m59  

▼女子やり投 

中野 水貴  44m06  

奥村 夏子  NM  

 

平成 30 年度兵庫実業団記録会 

平成 31 年 3 月 16 日(土) 

尼崎市記念公園陸上競技場 

▼男子 100m 

武波 夏輝  11”46 -1.8 大学初 

▼女子 3000m 

藤本 涼  11’41”99  

鶴崎 涼花  12’25”90 自己新 

高木穂乃香  12’30”17 大学新 

 

平成 30 年度第 7 回大阪体育大学競技会 

平成 31 年 3 月 16 日(土) 

浪商学園 

▼男子ハンマー投げ 

藤田 歩  39m17 自己新 

 

第 43 回全日本競歩能美大会 

平成 31 年 3 月 17 日(日) 

能美市営 20km コース 

▼男子 20kmW 

馬淵 丈  DNF  

 

第 6 回 Ritsumeikan Athletics Games  

平成 31 年 3 月 17 日(日) 

BKC クインスタジアム 

▼男子 110mH 

鄭 晟皓  19”58 -0.1 自己新 

▼男子走幅跳 

平島 敬也  6m06 +1.4  

五十嵐隆晧  5m81 +0.8  

鄭 晟皓  5m27 0.0  

▼男子三段跳 

瀧瀬 祥良  12m96 -1.6  

▼男子円盤投 

平島 敬也  31ｍ02  

五十嵐隆晧  23m70  

 

第 11 回山田隆記念陸上競技大会 

平成 31 年 3 月 23 日(土)24 日(日) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 100m 

藤田 雄大 
一次 11”20 +1.7 大学新 

二次 11”29 -0.4  

▼男子 400m 

藤田 雄大  50”98 大学新 

▼女子砲丸投 

福井 優輝  8m84  

 

第 56 回びわこ成蹊スポーツ大学競技会 

平成 31 年 3 月 24 日(日) 

びわこフィールド 

▼男子 100m 

加藤 寿昂  10”64 +0.6 自己新 

前田 朝陽  11”82 +0.1 大学新 

▼男子 200ｍ 

松本 佳太  23”06 +0.6 自己新 

▼男子 400m 

小谷 哲  49”08  

浅井 良  50”42  

田中 智也  50”59  

小原 幹太  51”06  

水野 廉也  51”39  

前田 朝陽  52”53  

▼男子 800m 
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木村 佑  1’58”92  

土屋維智彦  1’59”79  

▼男子 110mH 

⾧谷川 隼  15”50 +0.6  

▼男子 400mH 

⾧谷川 隼  55”34  

酒井 良佑  56”32 大学新 

▼男子走高跳 

五十嵐隆晧  1m75  

▼男子棒高跳 

平島 敬也  3m80  

鄭 晟皓  NM  

五十嵐隆晧  NM  

増尾 浩旗  NM  

▼男子走幅跳 

仲村 快太  6m99 +1.6 自己新 

▼男子三段跳 

扇沢 剛志  NM 0.0  

▼男子ハンマー投げ 

三谷 圭  43m11  

藤田 歩  NM  

▼男子やり投 

平島 敬也  44ｍ48  

五十嵐隆晧  39m12  

 

第 72 回平成国際大学⾧距離競技会 

平成 31 年 3 月 28 日(木) 

鴻巣市陸上競技場 

▼男子 3000mSC 

⾧谷川大智  DNF  

 

平成 30 年度関東学連春季オープン競技会 

平成 31 年 3 月 28 日(木)29 日(金) 

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 

▼男子 10000ｍW 

亀田孝太郎  42’28”48 自己新 

馬淵 丈  45’04”82 自己新 

平岡 拓  DQ  

▼男子走幅跳 

伊東 悠希  6m41 +1.2  

 

平成 30 年度第 7 回奈良市記録会 

平成 31 年 3 月 29 日(金) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 100m 

福島 理  11”97 +1.2  

▼男子 400m 

田中 智也  50”11  

水野 廉也  51”23  

▼男子 110mH 

酒井 良佑  15”91 0.0 大学新 

▼男子三段跳 

柳原 拓海  12m09 +1.5  

▼女子 400m 

後藤 加奈  1’00”49  

西川 真悠  1’03”42  

 

第 3 回北和記録会 

平成 31 年 3 月 30 日(土) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 100m 

西脇 友哉 
一次 11”50 +0.3  

二次 11”25 +1.3 自己新 

梶原 隆真 
一次 11”41 -0.5  

二次 11”36 +0.2  

芦田 開 
一次 11”98 +0.1  

二次 11”99 +0.9  

▼男子 110mH 

小野 貴裕  15”06 +0.1  

吉川 広祐  15”39 +0.1  

永田 智季  15”61 +0.1  

▼男子三段跳 

岩井 響平  13m33 +0.9  

▼男子円盤投 
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大橋 悟  44m78  

▼女子 100m 

後藤 加奈 
一次 13”79 -1.1  

二次 13”58 +0.5  

花房柚衣香 
一次 13”92 -0.6  

二次 13”50 +0.5 大学新 

▼女子 200m 

後藤 加奈  27”29 +1.2  

奥村 夏子  28”32 +1.2 自己新 

▼女子 100mH 

花房柚衣香  16”33 -0.1  

▼女子砲丸投 

福井 優輝  8m58  

▼女子やり投 

奥村 夏子  19m47 自己新 

 

第 4 回北和記録会 

平成 31 年 3 月 31 日(日) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 100m 

芦田 開 
一次 11”80 +1.5  

二次 12”08 -0.8  

▼男子走幅跳 

南井 航太 
 6m28 +2.4  

公認 6m26 +0.6  

 

第 85 回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 

平成 31 年 4 月 2 日(火) 

尼崎市記念公園陸上競技場 

▼男子 3000mSC オープンの部 

足立 舜 OP 9’29”54 大学新 

吉村 柊太 OP 10’03”22 大学新 

 

第 67 回大阪学生陸上競技対校選手権大会 

平成 31 年 4 月 4 日(木)5 日(金) 

ヤンマーフィールド⾧居 

▼男子十種競技 オープンの部 

松井 そら 5730 点  

100m OP 11”74 -2.3  

400m OP 53”40  

1500m OP 4’56”68  

110mH OP 16”51 -1.5  

走高跳 OP 1m70  

棒高跳 OP 3m20  

走幅跳 OP 6m50 +1.6 大学新 

円盤投 OP 27m65  

砲丸投 OP 10m26  

やり投 OP 46m76  

鄭 晟皓 3804 点 自身初 

100m OP 11”65 -2.0 大学新 

400m OP 55”44 自己新 

1500m OP 5’26”19 自身初 

110mH OP 20”38 -1.9  

走高跳 OP NM  

棒高跳 OP 2m80 自己新 

走幅跳 OP 5m70 +1.5 自己新 

円盤投 OP 17m18  

砲丸投 OP 7m28 自身初 

やり投 OP 36m24  

平島 敬也 DNF  

100m OP 11”64 -0.5  

400m OP DNF  

1500m OP DNS  

110mH OP DNF 0.0  

走高跳 OP NM  

棒高跳 OP NM  

走幅跳 OP 6m44 +2.6  

円盤投 OP 31m54  

砲丸投 OP 9m41  

やり投 OP 45m85 自己新 

五十嵐 隆晧 DNF  

100m OP 12”00 -2.3  

400m OP 51”90  

1500m OP DNS  

110mH OP 17”59 -1.9  
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走高跳 OP 1m75  

棒高跳 OP NM  

走幅跳 OP 5m83 -1.6  

円盤投 OP 23m79  

砲丸投 OP 8m46  

やり投 OP 34m04  

 

2019 年度第 1 回大阪体育大学競技会 

平成 31 年 4 月 13 日(土) 

浪商学園 

▼男子 200m 

西脇 友哉  22”74 0.0  

▼女子砲丸投 

福井 優輝  9m40  

 

2019 年度第 1 回大阪体育大学中⾧距離競技

会 

平成 31 年 4 月 13 日(土) 

浪商学園 

▼男子 800m 

川井 景太  1’56”82 自己新 

 

2019 年度第 1 回京都産業大学⾧距離競技会 

平成 31 年 4 月 13 日(土) 

京都産業大学総合グラウンド 

▼男子 800m 

乙守倫太郎  2’01”15 大学新 

川 俊太  2’01”94 自己新 

▼男子 1500m 

平中 章貴  4’04”09 自己新 

木村 佑  4’05”60  

鶴見 薫樹  4’20”79 自己新 

▼男子 5000m 

鈴木洋太郎  15’18”90 自己新 

谷川 尚希  15’50”35  

泉 竣哉  15’51”78  

清水 秀広  15’57”28  

川井 拓哉  16’05”08  

木野村隆宏  16’07”90 自己新 

▼男子 10000m 

大前 晃一  32’58”72  

▼男子 3000mSC 

吉村 柊太  9’37”14 自己新 

▼女子 1500m 

鶴崎 涼花  5’35”04 自己新 

 

2019 年度第 2 回強化普及記録会 

平成 31 年 4 月 13 日(土) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 400m 

田中 智也  49”81 自己新 

 

2019 年度第 1 回中京大学競技会 

平成 31 年 4 月 13 日(土)14 日(日) 

中京大学梅村陸上競技場 

▼男子 100m 

珍坂 涼太  11”50 -1.1  

▼男子棒高跳 

珍坂 涼太  4m40 自己新 

増尾 浩旗  3m80  

▼男子十種競技  

平島 敬也 5624 点  

100m  11”57 -0.5  

400m  55”38  

1500m  5’26”43  

110mH  17”12 -0.7  

走高跳  1m75  

棒高跳  3m60  

走幅跳 
 6m43 +4.4  

公認 6m20 0.0  

円盤投  32m36  

砲丸投  9m49  

やり投  46m08 自己新 

五十嵐 隆晧 5519 点  
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100m  12”02 -0.8  

400m  51”95  

1500m  4’39”24  

110mH  16”99 -1.1  

走高跳  1m75  

棒高跳  3m60  

走幅跳  6m12 +1.4  

円盤投  24m21  

砲丸投  8m42  

やり投  36m02  

安達 真武 3608 点  

100m  12”76 -0.8  

400m  58”43  

1500m  5’24”53  

110mH  21”50 -0.7  

走高跳  1m50  

棒高跳  NM  

走幅跳  5m18 0.0  

円盤投  25m31 自己新 

砲丸投  7m63  

やり投  39m05  

 

2019 年度第 2 回大阪陸上競技記録会 

平成 31 年 4 月 14 日(日) 

ヤンマーフィールド⾧居 

▼男子 100m 

田中 大智  11”09 +1.2  

▼男子 110mH 

永田 智季  15”28 +0.1  

吉川 広祐  15”41 +0.1  

 

第 64 回大阪三大学対校陸上競技大会 

服部緑地陸上競技場 

平成 31 年 4 月 14 日(日) 

▼男子 100m 

梶原 隆真 OP 11”47 0.0  

▼男子 800m 

木村 佑 OP 1’55”84  

中尾 友哉 OP 1’56”28 大学新 

▼男子走幅跳 

南井 航太 OP 6m34 +0.6  

▼男子三段跳 

瀧瀬 祥良 OP 13m29 -0.4  

▼男子やり投 

澤田 剛 OP 53m25  

▼女子 200m 

奥村 夏子 OP 29”21 +0.6  

▼女子 800m 

西川 真悠 OP 2’24”03  

安藤 百香 OP 2’34”64  

▼女子砲丸投 

福井 優輝 OP 9m04  

▼女子やり投 

中野 水貴 OP 41m22  

奥村 夏子 OP 18m78  

 

第 57 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 

平成 31 年 4 月 14 日(日) 

びわこフィールド 

▼男子 100m 

藤田 雄大 
一次 11”12 +0.7 大学新 

二次 11”22 0.0  

▼男子 200m 

藤田 雄大 
一次 22”24 +0.8 大学新 

二次 22”52 +1.4  

▼男子 400m 

小谷 哲 
一次 48”04  

二次 49”62  

小原 幹太 
一次 49”62  

二次 DNF  

田中 智也 
一次 50”48  

二次 50”60  

前田 朝陽 
一次 52”59  

二次 53”09  
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▼男子 110mH 

小野 貴裕 
一次 15”41 +1.2  

二次 15”36 -0.1  

▼男子 400mH 

酒井 良佑  56”50  

⾧谷川 隼  56”94  

▼男子走幅跳 

本居 和弘  6m94 +0.5 自己新 

村田 憧哉  6m59 +0.5  

仲村 快太  6m59 +0.5  

▼男子三段跳 

岩井 響平  13m66 +0.6 自己新 

扇澤 剛志  13m56 +1.0 自己新 

松原 耕平  12m21 +0.7 自己新 

柳原 拓海  NM  

▼男子ハンマー投 

三谷 圭  42m77  

藤田 歩  41m22 自己新 

▼女子 100mH 

花房柚衣香 
一次 15”95 +2.3  

二次 15”87 -0.7  

 

平成 31 年愛知県国体選手選考・強化普及競

技会 

平成 31 年 4 月 20 日(土) 

パロマ瑞穂スタジアム 

▼男子 400m 

浅井 良  48”23  

 

第 269 回日本体育大学⾧距離競技会 

平成 31 年 4 月 20 日(土) 

日本体育大学健志台グラウンド 

▼男子 1500m 

岡野 颯斗  4’03”02  

 

平成 31 年度第 1 回奈良市記録会 

平成 31 年 4 月 21 日(日) 

奈良市鴻ノ池陸上競技場 

▼男子 110mH 

松井 そら 
一次 16”37 +0.1  

二次 16”80 -0.7  

▼男子円盤投 

大橋 悟  43m71  

▼女子 3000m 

藤本 涼  11’43”60  

 

第 67 回兵庫リレーカーニバル 

平成 31 年 4 月 21 日(日) 

尼崎市記念公園陸上競技場 

▼男子 5000m 

柴田 裕平  15’28”79  

 

第 50 回山梨県記録会兼国体選考会 

平成 31 年 4 月 21 日(日) 

山梨中銀スタジアム 

▼男子三段跳 

三神 惇志  14m51 0.0  

 

平成 31 年度第 2 回京都陸協記録会 

平成 31 年 4 月 21 日(日) 

西京極総合運動公園陸上競技場 

▼男子 100m 

小野 貴裕  11”00 +2.8  

珍坂 涼太  11”25 +1.0 自己新 

数多 伸紀  11”52 +1.5  

▼女子 800m 

安藤 百香  2’33”77  

▼女子 100mH 

小西 菜月  18”57 -3.1  
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