
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢予選総括号 

 

令和 3(2021)年 6月 20日発行 

 
−目次− 

①主将挨拶・監督挨拶・長距離パートチーフ挨拶 

②伊勢予選結果 

③選手コメント 

④京都インカレ結果 

⑤関西インカレロードの部結果 

⑥記録会などの結果 

⑦新入部員名簿 

No.1 



 2 

①主将挨拶・監督挨拶・長距離パートチーフ挨拶 

《主将挨拶》 

 6月 13日にたけびしスタジアム京都にて行われた全日本大学駅伝の関西学連予選会において、京都

大学は全日本大学駅伝の出場権獲得、すなわち総合 3位以内を目標として臨みました。1組から試合の

流れに乗ることができず、歯車が噛み合わないまま試合は進み、結果は 4:13:24.42の 7位、3位の大

阪経済大学とは約 5分 40秒差に終わりました。 

 長距離パートは近年低迷していた関西での位置を少しずつ上げており、昨年の関西学生駅伝で 48年

ぶりに 4位を獲得しました。その際の選手の多くが今年度も在籍して臨んだ今回の試合でしたが、冬季

に大きく力を付けた他大学に跳ね返され、全くと言ってよいほど歯が立ちませんでした。目標とする 3位

を取るに相応しい取り組みを日々積み重ねることができていなかったとしか言いようがありません。 

 上位の大学と比較すると、京都大学は 5-8番手の記録が大きく劣り、上位の選手にはその差を挽回で

きる力が無いのが現状です。今回の結果を重く受け止め、長距離全体の底上げを行うと同時に上位陣が

他大学と対等以上に戦える力を付け、京都大学として伊勢路を再び走れるよう研鑽を積んで参ります。 

 次の対校戦は七大戦となります。新型コロナウイルスの感染状況次第では開催の断念・不参加大学の

発生も起こり得ますが、主幹校として迎える七大戦において、男子総合優勝・女子 3位かつ 16点という

目標を必ず達成できるよう、部員一同精進致します。 

 最後になりましたが、蒼穹会の皆様におかれましては、試合会場にお越しいただけない中でも多くのご

声援をくださいましたことを感謝申し上げます。今後も現在の状況が暫く続くことが予想されますが、今

後も変わらぬご支援・ご声援のほどをよろしくお願い致します。 

京都大学陸上競技部主将 足立 舜 

 

《監督挨拶》 

6月 13日に西京極競技場にて全日本学生駅伝予選会が行われました。緊急事態宣言の最中、十分な

感染予防対策をしていただき、当試合の開催に尽力してくださった方々に感謝を申し上げます。 

京都大学は 7位となり、目標である 3位の全日本駅伝出場には遠く及びませんでした。昨年の関西学

生駅伝や京都インカレ、関西インカレハーフで長距離パートの活躍が目立っており、期待感が高かっただ

けに悔しく思う気持ちはより一層高まります。 

しかしその中でも、中距離ながら 10000mに初出場し好記録で強さを見せつけた清原(M1)や、苦し

い状況の中、主将としての意地の走りを見せた足立(4)には目を見張るものがありました。この他にもい

い場面が沢山あり、長距離パートとしても伸び代はまだまだあります。関西学生駅伝、そして来たる日の

伊勢予選では目標が達成できるよう日々精進して参ります。 

次の対校戦は七大戦となります。男子は総合優勝、女子は 3位かつ 16点という目標を掲げておりま

す。力のある選手に加え、1,2回生から新しい顔として頭角を表している選手もおり、非常に期待が持て

ます。さらに、今年度は京都開催であり我々は運営を任されております。難しい状況ではありますが、多く

の方々が熱狂できる七大戦を目指して参ります。 

最後になりますが、蒼穹会の皆様の多大なる応援をいただきありがとうございました。遠く離れた地から

でも、その応援はひしひしと感じております。脚を運んでいただけない状況は続くと思われますが、遠い
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地からでも応援していただきやすいよう工夫を施して参りますので、今後とも変わらない暖かいご支援、

ご声援をよろしくお願いいたします。 

京都大学陸上競技部監督 長谷川 隼 

 

《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。 

6月 13日（日）、たけびしスタジアムにて行われました全日本大学駅伝 関西学連出場大学

選考会において、京都大は 4時間 13分 24秒 42で 7位という結果に終わりました。4年ぶ

りに全日本大学駅伝出場を目標に掲げて挑んだ試合でしたが、出場を決めた 3位の大阪経済

大学とは 5分以上の差が付き、目標達成には全く届かないという厳しい結果でした。 

昨年の関西学生駅伝で 4位に入賞し、京都インカレや関西インカレハーフの部でも少しずつ

結果を残せるようになってきたところでしたが、他大学はこの試合に我々以上の熱量を賭して

臨んできたからでしょう、丹後で勝った諸大学に気づけば大きな差を付けられてしまっていま

す。 

そして今回選手として出走した選手は、M2回生が 2人、M1回生が 2人、4回生が 4人と、

数年前に危機が叫ばれたように再び上回生ばかりが走るチームになってきつつあります。パー

ト内での力の差を固定化させず、常に競り合いながら高めあえる環境をつくり出し、そして 1人

でも多くの選手が関西インカレ B標準程度の走力を獲得することが今後再び全日本の舞台に

返り咲くために必要なことではなかろうかと分析しています。 

我々の特徴は大舞台でも崩れにくい、比較的力を出し尽くせる選手が多いという点にありまし

たが、今回はそういった我々の強みさえ十分に発揮することができませんでした。改めて自分に

足りなかったことは何かを長距離パートのひとりひとりが省察し、「京大の長距離は強い」と思っ

てもらえるよう一同精進してまいります。 

最後になりましたが、無観客試合にもかかわらず様々な手段で私たちの走りを応援してくだ

さった皆様、結果を心待ちにしてくださった皆様に、心から御礼申し上げます。今後もしばらく

厳しい状況が続くことが予想されますが、ひとつひとつ目の前の試合に向けてチーム一同全力

で向かっていきます。今後とも応援をどうぞ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 鈴木 洋太郎 
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②伊勢予選結果 

《秩父宮賜杯第 53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競技会》 

令和３年６月１３日 

たけびしスタジアム京都 

総合結果 

第 1位 立命館大学 4:04:51.14 

第 2位 関西学院大学 4:05:14.83 

第 3位 大阪経済大学 4:07:45.43 

以上 3大学が全日本大学駅伝出場権獲得 

第 4位 京都産業大学 4:07:51.48 

第 5位 関西大学 4:08:05.52 

第 6位 びわこ学院大学 4:11:55.30 

第 7位 京都大学 4:13:24.42 

第 8位 大阪大学 4:21:08.76 

第 9位 近畿大学 4:22:40.68 

第 10位 神戸大学 4:25:17.28 

第 11位 龍谷大学 4:28:31.27 

 大阪学院大学 DQ 

 

各組の結果 

1組の結果 

1着   藤村 春夫(大経大 1)   31:07.16 

2着   伊藤 昴輝(関学大 4)  31:10.83 

3着   伊藤 仁(関西大 3)    31:11.86 

16着  江端 康太(京都大 2)  32:58.51 

22着  津吉順平(京都大M1) 34:40.60 

 

2組の結果 

1着  山田 真生(立命大 3)   29:42.20 

2着  山崎 皓太(立命大 1)   30:27.66 

3着  中尾 心哉(関学大１)   30:49.30 

13着 清原 陸 (京都大M1)  31:28.61 

20着 吉村 柊太(京都大 4) 32:41.90 

23着 市原 詩音(京都大 2) 33:34.94 

 

3組の結果 

1着  坂本 智基(大経大 2)   30:42.94 

2着  杉岡 洸樹(びわ学大 4) 30:46.45 

3着  北澤 涼雅(京産大 4)   30:48.04 

9着  鈴木洋太郎(京都大 4)   31:18.06 

17着 相澤 航(京都大M2)   32:29.72 

 

4着の結果 

1着  田中 優樹(関学大 2)   29:46.85 

2着  守屋 和希(関学大 2)   29:49.18 

3着  高畑 凌太(立命大 4)   29:54.45 

5着  足立 舜(京都大 4)    30:01.75 

14着 清水 厚佑(京都大 4)   30:39.24 

23着 原田麟太郎(京都大M2) 31:46.63 

 

 

 

 

 

《お知らせ》 

 例年、種目別講評や試合中の写真などを掲載してお

りますが、無観客試合という状況を踏まえ、本年度は割

愛させていただきます。悪しからずご了承ください。 
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③選手コメント 

1組を走りました、M1の津吉です。応援ありがとうご

ざいました。怪我からうまく練習を積むことができず

に、不甲斐ない走りとなってしまいました。チームとし

ても目標を達成できずに悔しい思いをしたので、駅

伝等でやり返せるように頑張ります。(津吉) 

 

応援ありがとうございました。1組を走らせていただ

きました、江端です。まともなレースができず、最初に

立てた 31分台という目標にも遠く及ばす、チームに

勢いをもたらすこともできなかったこと、本当に申し

訳ないです。今回自分の最低限の役割を果たすこと

ができず、チームとしても目標に遠く及ばなかった悔

しさを忘れることなく、自分の今までの取り組みをよ

く見直して行動してまいります。(江端) 

 

２組を走らせていただきました、M１の清原です。昨年

から続く厳しいコロナ情勢で、無観客開催となってし

まい残念ではありましたが、期待そして応援してくだ

さりありがとうございました。私自身、今シーズンに入

ってから中距離メインの練習をしており、なおかつ自

身初めての 10000m ということで非常に不安では

ありましたが、最低限の走りをすることで精一杯でし

た。終盤に粘れず、集団から離されてしまったことが

悔やまれます。チームとしては目標には遠く及ばず、

上位校との差を感じざるをえず悔しい気持ちでいっ

ぱいです。今後ともチームの目標達成に近づけるよ

う練習に励んでまいりますので、応援よろしくお願い

いたします。(清原) 

 

沢山の応援をありがとうございました。順調に練習は

積めてきましたが、思うように実力を発揮できず、チ

ームに貢献することはできませんでした。期待に応え

られず申し訳なく思います。重要な試合で力を出し

切る難しさを再度実感するとともに、自らの準備不足

も痛感させられました。今回得られたことを今後に生

かし結果で恩返しができるよう、気を引き締め直して

頑張ります。(吉村) 

 

応援ありがとうございました。2組を走らせていただ

いた 2回生の市原です。せっかく走らせていただい

たにも関わらず自己ベストには全く及ばない記録で

チーム 8番以内に入ることも出来ず全く貢献出来な

かった事を申し訳なく思います。試合に向けた調整や

イメージトレーニングが甘かったと思います。この失

敗を反省し、同じ過ちを繰り返さないように精進して

ゆきます。(市原) 

 

応援ありがとうございました。3組を走らせていただ

きました、M2の相澤です。チームとしては目標の 3

位を達成できず、また個人としてもひとつ前の集団に

付きたかった所で自分の弱さが出てしまい、自身の

役割を全く果たすことができませんでした。最終学年

でこのような結果となり、不甲斐なく思います。駅伝

ではチームに貢献できるよう精進してまいります。(相

澤) 

 

本当に心のこもった応援ありがとうございました。教

育実習や当日の牽制など、なかなか力を出しにくい

状況でのレースになりましたが、それを差し引いても

もっと速く走れただろうと思います。関西上位勢と戦

っていくために、改めて自己の強みと弱みを分析し、

今後につなげていきます。（鈴木） 

 

応援ありがとうございました。4組目の上位で勝負

し、記録を稼ぐべき役割を任せていただきましたが、

5月に満足な練習が積めなかったこともあり苦しいレ

ース展開になってしまいました。自身最後の伊勢予

選で不本意な結果に終わってしまい、不甲斐なく思

っています。もう一度自分の取り組みを見つめなお

し、お世話になった方々やチームメイトに結果で恩返

しできるよう精進してまいります。(原田) 
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4組を走りました 4回生の足立です。満足いく練習

を積めないまま迎えた試合でしたが、集団に引いて

もらって楽に走るとができました。個人として先頭で

勝負できる力が無いこと、長距離パートとして関西で

戦える力が無いことをしっかりと受け止め、期待に応

えられるよう精進します。(足立) 

 

多くの方に応援いただきありがとうございました。結

果としては、全員が 10000mでしっかりと出しきる

ことの難しさを改めて感じるものでした。個人として

も思ったような走りが出来ず悔しさが残ります。今回

の経験はしっかりと今後に繋げていき、更に強くなれ

るようまた頑張ります。(清水) 

 

 

 

 

 

 

 

④京都インカレ結果 

《第 85回京都学生陸上競技対校選手権大会》 

令和 3年 4月 4日 

たけびしスタジアム京都 

氏名  記録 風 備考 

▼男子 100m 

加藤 寿昴 
予選 10.66 +1.0  

2位 10.64 ±0.0  

▼男子 200m 

梶原 隆真 予選 21.98 +0.8  

田中 大智 予選 22.25 +0.3  

藤浦 敦士 予選 23.01 ±0.0 自己新 

▼男子 400m 

浅井 良 
予選 48.41  

5位 49.40  

小原 幹太 予選 49.02  

伊藤 智也 予選 49.64 自己新 

▼男子 800m 

中尾 友哉 4位 1:56.05  

土屋維智彦 7位 1:57.38  

山田 大智  2:06.45  

▼男子 1500m 

清原 陸 3位 3:57.17  

木村 佑 5位 3:58.34  

乙守倫太郎  4:12.82 大学新 

▼男子 5000m 

清水 厚佑 優勝 14:31.57 自己新 

鈴木洋太郎 3位 14:38.66 自己新 

原田麟太郎  15:09.29  

▼男子 10000m 

相澤 航 7位 32:19.75  

泉 竣哉  34:24.57  

▼男子 110mH 

長谷川 隼 予選 15.23 +1.0 自己新 

永田 智季 予選 15.43 -0.1  

中村 鮎夢 予選 17.34 +0.5  

▼男子 400ｍH 

酒井 良佑 
予選 54.95  

7位 55.19  

平野 亘 予選 57.12  

▼男子 3000mSC 

吉村 柊太 2位 9:35.40  

市原 詩音 3位 9:37.48 自己新 

▼男子 4×100mR 

藤浦 敦士 

加藤 寿昴 

田中 大智 

梶原 隆真 

7位 42.05 

 

▼男子 4×400mR 

小谷 哲 

小原 幹太 

伊藤 智也 

浅井 良 

5位 3:15.38 

 

▼男子走高跳 
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阪口 裕飛 優勝 2m05  

鴛原 泰輝  1m80  

▼男子棒高跳 

黒川 泰暉  NM ±0.0  

▼男子走幅跳 

梶 慎介 5位 6m98 ±0.1  

村田 憧哉 7位 6m93 ±0.0  

仲村 快太  6m70 -0.1  

▼男子三段跳 

梶 慎介 優勝 15m27 -0.3 自己新 

齋藤 啓 5位 14m35 -1.1 大学新 

三神 淳志  NM ±0.0  

▼男子円盤投 

眞鍋 聡志 8位 37m71 自己新 

▼男子砲丸投 

眞鍋 聡志 5位 12m63 自己新 

▼男子やり投 

澤田 剛 7位 56m63  

山野 陽集  53m97  

▼女子 100m 

三好 紗椰 8位 12.96 ±0.0 自己新 

奥村 夏子  13.85 ±0.0  

稲原 南穂  14.05 ±0.0 大学初 

▼女子 200m 

三好 紗椰 6位 26.87 +0.7  

▼女子 400m 

後藤 加奈 5位 1:01.56  

大坂 桃子  1:04.10  

▼女子 800m 

西川 真悠 5位 2:26.28  

高木穂乃香  2:48.97  

▼女子 1500m 

中野 紗希 6位 4:46.86 大学新 

藤本 涼  5:01.37 自己新 

藤本のどか  5:23.96  

日野谷レナ  5:51.63  

▼女子 100mH 

鈴木 綾奈  18.18 +0.5  

▼女子 400ｍH 

藤林 悠希 7位 1:09.74  

▼女子 4×100mR 

奥村 夏子 

三好 紗椰 

大坂 桃子 

後藤 加奈 

6位 51.94  

▼女子円盤投 

中芝 美玖 優勝 37m42 大学初 

▼女子やり投 

中野 水貴 2位 42m23  

▼対校得点 

男子総合 5位 98点  

女子総合 7位 24点  

 

 

 

 

 

⑤関西インカレロードの部結果 

《第 98回関西学生陸上競技対校選手権大会》 

令和 3年 4月 22日 

ヤンマーフィールド長居 

▼男子 1部ハーフマラソン 

１位 守屋 和希(2) 関西学院大 1:05:09 

２位 坊池 一真(4) 関西大 1:05:40 

３位 浦田 昴生(4) 京都産業大 1:06:17 

４位 原田麟太郎(M2) 京都大 1:06:26 

５位 宮内 浩志(3) 龍谷大 1:06:41 

６位 小島 克彦(M2) 大阪大 1:06:43 

７位 泉 海地(4) 京都産業大 1:06:52 

８位 鈴木洋太郎(4) 京都大 1:06:55 

９位 足立 舜(4) 京都大 1:07:18 
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ハーフ終了時の対校得点順位 

1位 関西学院大 8点 

2位 京都産業大 8点 

3位 関西大   7点 

4位 京都大   6点 

5位 龍谷大   4点 

6位 大阪大   3点 

 

関西インカレの 1種目目、ハーフマラソンには原田

（M2）・足立（4）・鈴木（4）が出場した。原田・足立に関

しては冬季における怪我等の影響もあり、万全といえる

状態ではなかったが序盤から鈴木を含めた 3人とも積

極的に先頭集団でレースを進め、15km手前までは 3

人ともその位置をキープし続けた。やがて鈴木が集団

から遅れ、7位に落ち、その後足立も遅れることになっ

た。一方で原田はその後も順調にレースを進め、4着で

フィニッシュ。4度目の関西インカレハーフマラソンで初

の得点となる 5点を獲得した。暑さの厳しいコンディシ

ョンであったことから、他大学の選手を含めて 5位以下

の得点争いは混迷を極め、最終的に鈴木が 8位、足立

が 9位でフィニッシュし、京大はこの種目で 6点を得

た。中盤まで 3選手とも先頭付近で攻めのレースを展

開できたことは、京大に 6点という得点以上の大きな勢

いをもたらしたといえるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥記録会などの結果 

《第 69回元旦競歩大会》 

令和 3年 1月 1日 

神宮外苑絵画館 20km競歩路コース 

▼男子 20㎞W 

池田 尚平  1:40:12 自身初 

平岡 拓  DQ  

 

《第 9回京都陸協記録会》 

令和 3年 1月 16日 

たけびしスタジアム京都 

▼男子 3000m 

木村 佑  9:08.92  

乙守倫太郎  9:29.98 大学初 

川 俊太  9:31.89 
大学初 

自己新 

鶴見 薫樹  9:47.97 
大学初 

自己新 

中尾 友哉  9:52.59 大学初 

小崎 舜真  10:26.16 自身初 

▼男子 5000m 

清原 陸  15:00.18  

川井 景太  17:09.82 
大学初 

自己新 

▼女子 3000m 

中野 紗希  10:33.24  

藤本 涼  11:06.59  

西川 真悠  11:47.88  

日野谷レナ  12:31.98 自身初 

 

 

《2020年度第 3回学連競技会》 

令和 3年 3月 16，17日 

ヤンマーフィールド長居 

▼男子 100m 

加藤 寿昴  10.79 -0.9  

梶原 隆真  11.14 -0.6  
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湯谷 樹生  11.35 -0.7  

藤浦 敦士  11.44 -0.4 自己新 

野田 真志  11.56 +0.9  

鄭 晟皓  11.65 -0.4  

今西 直  11.74 +0.2  

川端 将貴  11.84 +0.2  

▼男子 200m 

梶原 将貴  21.91 +5.2  

湯谷 樹生  22.98 +2.9  

藤浦 敦士  23.09 +2.2  

▼男子 400m 

浅井 良  48.85  

小原 幹太  49.40  

伊藤 智也  50.36  

前田 朝陽  50.54 自己新 

嵯峨 宙飛  53.86  

角谷 幸紀  53.91 大学初 

宮園 隼人  55.89  

▼男子 800m 

土屋維智彦  1:56.72  

木村 佑  1:57.49  

中尾 友哉  1:58.65  

川井 景太  2:01.17  

小崎 舜真  2:12.80 自身初 

▼男子 1500m 

清原 陸  3:54.57  

木村 佑  4:11.39  

乙守倫太郎  4:16.24  

川口 修大  4:17.87  

鶴見 薫樹  4:17:89 自己新 

松岡 健  4:22.20 自己新 

▼男子 5000m 

松岡 健  16:38.15 自己新 

▼男子 10000m 

市原 詩音  32:14.04 自身初 

鈴木洋太郎  32:14.41  

津吉 順平  32:43.61 自己新 

江端 康太 
 

33:07.19 
大学初 

自己新 

尾原 翔  33:36.85 自身初 

足立 舜  33:36.86  

原 圭佑  34:01.18 自身初 

▼男子 110mH 

長谷川 隼  15.16 +3.2  

五十嵐隆皓  16.31 +3.9  

▼男子 400mH 

酒井 良佑  54.95 自己新 

▼男子走高跳 

鴛原 泰輝  1m85  

▼男子棒高跳 

今西 直  3m60 自己新 

五十嵐隆皓  3m40  

鄭 晟皓  3m40  

▼男子走幅跳 

村田 憧哉  6m98 +0.8  

仲村 快太  6m83 -1.3  

齋藤 啓  6m74 +0.5  

鄭 晟皓  5m93 +1.4 自己新 

▼男子三段跳 

齋藤 啓  14m32 +1.0 大学新 

柳原 拓海  13m16 ±0.0  

岩井 響平  NM ±0.0  

▼男子円盤投 

眞鍋 聡志  35m93  

今西 直  24m33 自己新 

鄭 晟皓  24m10  

▼男子やり投 

澤田 剛  56m40  

▼女子 100m 

奥村 夏子  13.99 -0.4  

▼女子 400m 

後藤 加奈  1:03.22  

▼女子 800m 

中野 紗希  2:21.65 大学新 
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西川 真悠  2:27.48  

高木穂乃香  2:46.20 大学新 

日野谷レナ  2:47.74 自身初 

▼女子 1500m 

中野 紗希  4:50.02 大学新 

藤本 涼  5:04.51 自己新 

高木穂乃香  5:39.51 大学新 

日野谷レナ  5:50.63  

鶴崎 涼花  6:26.38  

▼女子 400mH 

藤林 悠希  1:11.78  

▼女子 4×100mR 

奥村 夏子 

後藤 加奈 

藤林 悠希 

西川 真悠 

 53.25  

▼女子 4×400mR 

藤林 悠希 

後藤 加奈 

大坂 桃子 

西川 真悠 

 4:20.05  

▼女子走高跳 

小西 菜月  1m50  

▼女子やり投 

中野 水貴  40m36  

小西 菜月  32m40 自己新 

 

《第 13回山田隆記念陸上競技大会》 

令和 3年 3月 20日 

鴻ノ池 

▼男子 400m 

室 和希  50.40  

▼男子やり投 

山野 陽集  60m13  

▼男子八種競技 

五十嵐隆皓  DNF  

100m  11.91 -0.1  

走幅跳  5m75 +0.3  

砲丸投  9m72  

 

《第 1回全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会》 

令和 3年 3月 21日 

長居公園 

総合 20㎞ 京都大学 1:09:39 3位 

1区 3㎞ 原田麟太郎 8:56 4位 

2区 2㎞ 高木穂乃香 8:14 4位 

3区 5km 鈴木洋太郎 14:59 2位 

4区 3㎞ 西川 真悠 11:58 4位 

5区 2㎞ 吉村 柊太 5:58 3位 

6区 5km 藤本 涼 19:34 3位 

※順位は国立大男女四大学対校戦 

 

《2020年度第 3回北和記録会》 

令和 3年 3月 30日 

鴻ノ池 

▼男子 100m 

梶原 隆真 

Ⅰ 11.49 -3.1  

Ⅱ 11.01 +1.2 
自己新 

タイ 

野田 真志 
Ⅰ 11.71 -1.1  

Ⅱ 11.46 -1.1 自己新 

高橋 惇寿 
Ⅰ 12.27 -1.6  

Ⅱ 11.91 +1.2 大学新 

芦田 開 
Ⅰ 12.28 -2.0  

Ⅱ 11.82 +1.2  

安藤 滉一 
Ⅰ 12.50 -1.7  

Ⅱ 12.53 -1.3  

▼男子 200m 

田中 大智  22.28 +0.3  

▼男子 400m 

岩松 尚杜  52.30  

▼男子 110mH 

永田 智季  15.58 -2.2  

中村 鮎夢  17.12 -2.2  
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▼男子 400mH 

酒井 良佑  54.45 自己新 

▼男子走幅跳 

中村 快太  6m77 -0.4  

坂本 璃月  6m20 +0.8  

▼男子三段跳 

井上 裕介  14m13 +1.5 
大学初 

自己新 

柳原 拓海  13m94 +0.4 自己新 

扇澤 剛志  13m19 +0.4  

▼女子 200m 

三好 紗椰  26.70 +0.8 大学新 

▼女子 400m 

後藤 加奈  1:02.96  

▼女子 800m 

高木穂乃香  2:42.48 自己新 

▼女子 400mH 

藤林 悠希  1:09.69  

 

《2020年度第 4回北和記録会》 

令和 3年 3月 31日 

鴻ノ池 

▼男子 100m 

川端 将貴 
Ⅰ 11.82 +1.0  

Ⅱ 11.69 +1.4  

芦田 開 
Ⅰ 12.11 +0.4  

Ⅱ 11.88 +1.6  

▼男子 200m 

木之下 隆弘  23.72 +0.1 大学初 

▼男子 400m 

武波 夏輝  51.35  

▼男子走幅跳 

坂本 璃月  6m08 +1.1  

▼男子三段跳 

岩井 響平  14m21 +0.4 自己新 

▼女子 100m 

奥村 夏子 Ⅰ 13.96 -0.5  

《第 69回大阪学生陸上競技対校選手権大会》 

令和 3年 4月 6，7日 

ヤンマーフィールド長居 

▼男子十種競技 

五十嵐隆皓 OP 5401点  

100m  11.78 +1.3  

走幅跳  6m01 -1.3  

砲丸投  7m97  

走高跳  1m75  

400m  53.15  

110mH  16.58 +1.7  

円盤投  23m68  

棒高跳  3m60  

やり投  34m30  

1500m  4:51.06  

鄭 晟皓 OP 5294点 自己新 

100m  11.49 -0.3  

走幅跳  6m22 +1.3 自己新 

砲丸投  8m70  

走高跳  1m60 自己新 

400m  53.79  

110mH  16.42 +1.0 自己新 

円盤投  23m66  

棒高跳  3m40 
自己新 

タイ 

やり投  36m52  

1500m  5:09.22 自己新 

今西 直 OP 5042点 自己新 

100m  11.69 -0.3 自己新 

走幅跳  5m67 ±0.0 自己新 

砲丸投  8m94 自己新 

走高跳  1m45  

400m  54.09  

110mH  17.85 +1.0 自己新 

円盤投  20m51  

棒高跳  3m40  

やり投  45m53  
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1500m  4:52.76 大学新 

▼女子七種競技 

小西 菜月 OP 3507点 自己新 

100mH  16.37 +2.2  

走高跳  1m55  

砲丸投  8m54  

200m  28.88 -0.8 自己新 

走幅跳  4m77 +1.2  

やり投  32m89 自己新 

800m  3:30.71  

 

《第 1回京都陸協記録会》 

令和 3年 4月 10日 

たけびしスタジアム京都 

▼男子 100m 

加藤 寿昴  10.61 +3.0  

芦田 開  11.99 +0.3  

▼男子 400m 

前田 朝陽  50.85  

水野 廉也  51.29  

宮園 隼人  54.17 大学新 

▼男子 1500m 

川口 修大  4:15.84  

▼男子 110mH 

長谷川 隼  15.13 +2.6  

▼男子走高跳 

鴛原 泰輝  1m85  

▼男子走幅跳 

村田 憧哉  6m68 -0.1  

齋藤 啓  6m34 +0.8  

▼女子 400m 

後藤 加奈  1:01.28  

大坂 桃子  1:04.29  

▼女子 800m 

西川 真悠  2:26.45  

▼女子 1500m 

藤本 涼  5:00.32 自己新 

▼女子 100mH 

藤林 悠希  16.20 +1.9  

鈴木 綾奈  16.96 +1.9  

▼女子 400mH 

藤林 悠希  1:09.08  

稲原 南穂  1:22.74 大学初 

▼女子円盤投 

中芝 美玖  38m26 大学新 

 

《第 2回大阪陸上競技記録会》 

令和 3年 4月 10，11日 

ヤンマーフィールド長居 

▼男子 110mH 

永田 智季  15.14 +0.4  

▼男子三段跳 

柳原 拓海  13m69 ±0.0  

松原 耕平  12m61 -0.1  

 

《第 60回全日本競歩輪島大会》 

令和 3年 4月 18日 

道の駅ふらっと訪夢前往復コース 

▼男子 10㎞W 

平岡 拓  45:38 自身初 

 

《第 66回大阪三大学対校陸上競技大会》 

令和 3年 4月 10日 

堺市金岡公園陸上競技場 

▼男子 100m 

梶原 隆真 OP 11.03 +2.3  

▼男子三段跳 

井上 裕介 OP 13m70 +0.6  

 

《第 1回大体大競技会》 

令和 3年 4月 10日 

大体大 

▼男子三段跳 

岩井 響平  13m59 +3.7  
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《第 1回神奈川県記録会兼国体選考会》 

令和 3年 4月 10日 

レモンガススタジアム平塚 

▼男子やり投 

澤田 剛  54m93  

 

《兵庫陸上競技春季記録会》 

令和 3年 4月 17，18日 

加古川 

▼男子 100m 

川端 将貴  11.87 +0.2  

▼男子 200m 

藤浦 敦士  23.26 -0.2  

川端 将貴  24.84 -3.2  

▼男子 800m 

中尾 友哉  1:55.48 大学新 

▼女子 200m 

三好 紗椰  26.84 +0.8  

▼女子 800m 

日野谷レナ  2:44.61 自己新 

 

《第 2回栃木陸上競技協会記録会兼国体選考記録

会》 

令和 3年 4月 24日 

カンセキスタジアムとちぎ 

▼男子 400mH 

平野 亘  55.56  

 

《第 2回京都陸協記録会》 

令和 3年 4月 25日 

たけびしスタジアム京都 

▼男子 100m 

川端 将貴  11.57 +0.9  

高橋 惇寿  11.67 +1.9 大学新 

芦田 開  11.67 +0.9 自己新 

▼男子 200m 

梶原 隆真  21.95 +2.2  

田中 大智  22.35 +1.3  

▼男子 800m 

土屋維智彦  1:55.62  

島村 夏惟  2:00.23 自己新 

山田 大智  2:04.11  

小崎 舜真  2:22.03  

▼男子 5000m 

相澤 航  15:31.32  

尾原 翔  16:09.37  

原 圭佑  16:37.38 大学初 

江端 康太  16:45.76  

宮澤 知希  18:01.47  

▼男子 110mH 

長谷川 隼  15.12 +2.1  

永田 智季  15.20 +2.1  

▼男子 400mH 

酒井 良佑  55.25  

▼男子 3000mSC 

市原 詩音  9:51.71  

▼男子走高跳 

鴛原 泰輝  1m85  

▼男子棒高跳 

黒川 泰暉  4m20  

今西 直  3m60 
自己新 

タイ 

▼男子走幅跳 

仲村 快太  
6m94 +2.4  

6m74 -0.2 公認 

村田 憧哉  6m77 +0.1  

▼男子三段跳 

齋藤 啓  14m47 +0.6 大学新 

井上 裕介  13m75 +1.8  

柳原 拓海  
13m62 +2.1  

13m29 +0.8 公認 

岩井 響平  NM ±0.0  

▼男子やり投 

澤田 剛  54m95  

▼女子 200m 
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三好 紗椰  26.88 +3.3  

▼女子 800m 

中野 紗希  2:20.77 大学新 

西川 真悠  2:24.82  

▼女子 100mH 

鈴木 綾奈  16.36 +1.4  

▼女子 400mH 

藤林 悠希  1:08.53  

稲原 南穂  1:17.15 大学新 

▼女子走高跳 

小西 菜月  1m60 自己新 

 

《2021年度奈良県陸上競技選手権大会》 

令和 3年 5月 4，5日 

鴻ノ池 

▼男子三段跳 

梶 慎介 4位 14m65 +0.9  

 

《第 76回国体第 1次選考会》 

令和 3年 5月 9日 

たけびしスタジアム京都 

▼男子 5000mW 

池田 尚平  23:24.59  

▼男子走幅跳 

鄭 晟皓 
 6m02 +2.4  

 6m01 +0.6 公認 

 

《関西学生陸上競技チャンピオンシップ》 

令和 3年 5月 20－23日 

たけびしスタジアム京都 

▼男子 100m 

梶原 隆真 予選 10.96 -0.2 自己新 

▼男子 200m 

梶原 隆真 予選 22.35 -1.5  

▼男子 400m 

小谷 哲 
予選 48.31  

7位 48.29  

小原 幹太 予選 49.81  

伊藤 智也 予選 49.85  

▼男子 800m 

中尾 友哉 予選 1:55.37 大学新 

木村 佑 予選 1:56.54  

土屋維智彦 予選 1:57.75  

▼男子 1500m 

清原 陸 
予選 3:55.91  

4位 3:53.74  

木村 佑 予選 4:06.63  

▼男子 110mH 

長谷川 隼 予選 15.21 +0.2 自己新 

永田 智季 予選 15.31 +0.2  

▼男子 400mH 

平野 亘 予選 56.07  

▼男子 10000mW 

平岡 拓  47:28.64 自己新 

池田 尚平  47:37.50  

▼男子 4×400mR 

小谷 哲 

藤田 雄大 

伊藤 智也 

前田 朝陽 

予選 3:15.64  

▼男子走高跳 

山中 駿 2位 2m10 大学初 

▼男子走幅跳 

齋藤 啓  6m87 -0.1  

村田 憧哉  NM ±0.0  

▼男子三段跳 

三神 淳志  14m73 +1.1  

齋藤 啓  
14m40 +2.8  

13m97 +1.5 公認 

▼男子円盤投 

眞鍋 聡志  36m05  

▼男子砲丸投 

眞鍋 聡志  11m67  

▼男子十種競技 
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鄭 晟皓  5032点  

100m  11.42 -0.1 自己新 

走幅跳  6m20 +0.8  

砲丸投  8m71  

走高跳  1m60 
自己新 

タイ 

400m  53.58 自己新 

110mH  17.33 -0.4  

円盤投  24m55  

棒高跳  3m40 
自己新 

タイ 

やり投  23m85  

1500m  5:13.45  

五十嵐隆皓  DNF  

100m  11.86 -0.1  

走幅跳  5m78 +0.9  

砲丸投  8m40  

走高跳  1m70  

▼女子 400m 

後藤 加奈 予選 1:00.68  

▼女子 800m 

中野 紗希 予選 2:25.24  

▼女子 1500m 

中野 紗希 予選 4:56.50  

▼女子 400mH 

藤林 悠希 予選 1:04.86 自己新 

▼女子 4×100mR 

藤林 悠希 

三好 紗椰 

大坂 桃子 

後藤 加奈 

予選 51.22  

▼女子 4×400mR 

藤林 悠希 

後藤 加奈 
予選 4:04.94 

 

大坂 桃子 

西川 真悠 

▼女子走高跳 

小西 菜月  1m55  

▼女子円盤投 

中芝 美玖  NM  

 

《2021日本学生陸上競技個人選手権大会》 

令和 3年 6月４－６日 

レモンガススタジアム平塚 

▼男子 100m 

加藤 寿昴 
予選 10.48 +3.6  

準決 10.63 +2.5  

▼男子走高跳 

山中 駿  NM   

 

《第 37回東三河陸上競技選手権大会》 

令和 3年 6月 5，6日 

豊橋 

▼男子 100m 

前田 朝陽 タ決 11.26 +0.5 自己新 

▼男子 200m 

前田 朝陽 タ決 22.74 -1.7 自己新 

▼男子 400m 

前田 朝陽 タ決 50.19 自己新 

 

《2021年度名古屋地区夏季陸上競技大会兼愛知

県国体選手選考会》 

瑞穂 

令和 3年 6月 13日 

▼女子 1500m 

中野 紗希  4;42.29 大学新 
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⑦新入部員名簿 

回生 名前 ふりがな 学部 
出身高校 

(都道府県) 
パート 種目 PB 

１ 

安藤 正貴 あんどう まさき 工・工化 彦根東(滋賀県) 投擲 円盤投 32m 

五十嵐 聖 いからし ひじり 工・工化 聖心学園(奈良県) ハードル 110mH 16.58 

池田 幹 いけだ もとき 法 山口(山口県) 長距離 5000m 16:30.91 

岩本 翔太 いわもと しょうた 工・電電 広島学院(広島県) 短長 400m 50.90 

大浦 はるな おおうら はるな 
京女・現

社 

京都外大西(京都

府) 

中 or 

マネージャー 
  

岡 樹生 おか いつき 法 高松(香川県) 中距離 1500m 3:59.89 

岡本 亜哲 おかもと あさと 経済 大阪桐蔭(大阪府) 投擲   

小笹 陽輝 おざさ はるき 
工・物理

工 
札幌南(北海道) 中距離 800m 1:59 

金盛 圭悟 かなもり けいご 医・人健 倉敷青陵(岡山県) ハードル 400mH 55.98 

神谷 駿斗 かみや はやと 医・人健 岡崎(愛知県) トレーナー   

紀之定 玲司 きのさだ れいじ 農・応生 北野(愛知県) 跳躍 走幅跳 6m14 

斎藤 優成 さいとう ゆうせい 法 新潟(新潟県) 長距離 5000m 16:16.57 

宍倉 隆浩 ししくら たかひろ 
工・物理

工 
県立千葉(千葉県) 長距離 5000m 15:14 

篠田 佳奈 しのだ かな 工・工化 岐阜(岐阜県) 投擲 やり投げ 40m41 

新保 歩 しんぼ あゆみ 総人 新潟(新潟県) 混成 七種競技 3719点 

周藤 紗季 すとう さき 文 修猷館(福岡県) 中距離   

須山 傑 すやま すぐる 
工・地球

工 
水戸第一(茨城県) 中距離 800m 1:55.29 

髙田 雄平 たかだ ゆうへい 
工・物理

工 
札幌南(北海道) 短短 100m 10.89 

髙山 兼輔 たかやま けんすけ 農・地環 
東京学芸大学付属

(東京都) 
中距離 1500m 4:15.08 

中川 遥仁 なかがわ はると 理 高槻(大阪府) 跳躍 走幅跳 6m50 

中芝 美玖 なかしば みく 
京女・教

育 
京都女子(京都府) 投擲 円盤投 38m77 

長田 雅史 ながた まさし 工・工化 北野(大阪府) 短短 100m 11.09 

西川 洸平 にしかわ こうへい 工・工化 西京(京都府) 中距離 800m 1:56.24 

服部 航大 はっとり こうだい 文 
西大和学園(奈良

県) 
長距離 1500m  

平岡 雪乃 ひらおか ゆきの 農・食品 
都立桜修館中等教

育(東京都) 
マネージャー   

平山 悦章 ひらやま よしあき 文 聖学院(東京都) 中距離 800m 1:59.82 

深井 颯一郎 ふかい そういちろう 総人 都立武蔵(東京都) 跳躍 棒高跳  
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益田 椋多 ますだ りょうた 経済 長田(兵庫県) 短長 400m 49.59 

三嶋 友貴 みしま ともき 工・工化 北野(大阪府) 長距離   

三輪 花音 みわ かのん 文 長田(兵庫県) マネージャー   

山田 慎之助 やまだ しんのすけ 法 藤島(福井県) 短短 100m 10.78 

山中 駿 やまなか しゅん 
工・物理

工 
三国丘(大阪府) 跳躍 走高跳 2m12 

亘鍋 早希 わたなべ さき 
京女・教

育 
大分東明(大分県) マネージャー   

2 

稲原 南穂 いなはら なほ 
京女・教

育 
洛北(京都府) 短長 400mH 1:05.87 

岩崎 光起 いわさき こうき 農・地環 北野(大阪府) ハードル 400mH 54.74 

角谷 幸紀 かどや こうき 
工・地球

工 
天王寺(大阪府) 短長 400m 50.51 

川崎 玲央 かわさき れお 経済 
海陽中等教育(愛

知県) 
短短 100m 11.22 

蝶野 浩平 ちょうの こうへい 
工・物理

工 
旭丘(愛知県) 短短 100m 11.50 

中喜多 和孝 なかきた かずたか 農・食品 天王寺(大阪府) 短短 100m  

森尾 美月 もりお みづき 文 
神戸大附属中等教

育(兵庫県) 
短短 200m 27.24 

山﨑 貴仁 やまざき たかと 教育 北野(大阪府) 短短 100m 11:40 

３ 山本 峰丸 やまもと みねまる 法 
聖光学院(神奈川

県) 
長距離 5000m 17:37.92 

M1 藤原 秀朗 ふじはら ひであき 
教育学

研究科 
人吉(熊本県) 短短 100m 11.16 
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