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①主将挨拶・女子主将挨拶・監督挨拶 

 

《主将挨拶》 

今年度の関西インカレ T&Fの部は、10月 19日から 10月 22日かけてヤンマーフィールド長

居にて開催されます。昨年度と同様に新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、10月での延期開催

となりました。 

京都大学陸上競技部の目標は、京都大、京都女子大の得点を合わせて男女総合 60 点として

おります。男女を問わずチームが一体となって関西インカレに向かっていけるよう、また、昨年度の

関西インカレに出場した部員が今年も多く在籍することから、昨年度の男女総合 56 点を上回り、

チームとして成長するべくこのような目標を掲げて参りました。 

しかし、4月 22日に実施されたロードの部で獲得した 6点と合わせても、残念ながら事前のラ

ンキング通りに得点を重ねるだけでは目標を達成することはできません。選手が本番に実力を発

揮することに加え、選手本人の実力以上の力をいかにチーム引き出せるかが明暗を分けます。泥

臭くランキングを覆し、1 点でも多く取る、取らせるような行動を部員一同が積み重ねていき、残り

4日間を戦い抜いた末に必ずや目標を達成してみせます。 

蒼穹会の皆様には、日頃より多大なるご支援・ご声援をいただき、誠にありがとうございます。

今大会も無観客での開催となり競技会場へと脚を運んでいただくことができないうえ、平日 4 日

間の開催とはなりますが、ライブ配信を通じてご観戦・熱いご声援をお送りいただけますと幸いで

す。 

京都大学陸上競技部主将 足立 舜 

 

《女子主将挨拶》 

今年の関西インカレでは、「男女総合 60 点」を目標としています。この一年間、京都大、京都女

子大の選手が揃って練習することができないなどの制約があった中でも、多くの選手が力を付け

てくれました。昨年は、女子チーム全体として苦しい戦いとなった関西インカレですが、今年は女子

の中にも入賞を狙える選手が複数おり、目標の 60 点に向けて得点の面でも貢献していきたいと

思います。 

 蒼穹会の皆様には、日頃よりご支援をいただき誠に有難うございます。今大会も無観客で行わ

れるため、競技場で直接ご声援をいただくことは叶いませんが、是非結果にご注目をいただける

と幸いです。                          

京都大学陸上競技部女子主将 西川 真悠 

 

 

 

 



《監督挨拶》 

 現在も続くコロナウイルス感染症の影響により関西インカレの開催や参加が危ぶまれましたが、

京都大学が参加できるようになりました。関西インカレという大きな舞台に立てるのも多くの方々

の尽力によるところです。深く御礼を申し上げます。 

今年度の目標は「男女総合 60点」となっております。前年度と全く同じ目標を掲げており、なん

とかリベンジを果たしたいところであります。関西の中堅校、強豪校と渡り合えるチームを目指し

日々練習して参りました。特に 4 回生に関しまして、この 1 年間は厳しい状況の中、新たなチーム

の在り方や運営を模索し実行してくれました。残すところは結果のみとなりました。1年間の集大成

として、なんとしてでも目標を達成し、来年に繋がる関西インカレにしたいと考えております。 

我々のチーム状況としては、安定した結果を残している長距離パートに加え、格段とレベルアッ

プしたフィールド競技に特に注目していただければと思います。例年よりも層が厚いのはもちろん

のこと、関西のトップ層に遜色ない実力を持った選手が多く揃っています。是非とも、ご期待いた

だければ幸いです。 

最後になりますが、蒼穹会の皆様から厚いご支援、ご声援をいただき感謝申し上げます。今年

度は昨年と同様に無観客試合となり、現地に蒼穹会の皆様が来られないことを非常に残念に思い

ます。インターネットで当日の様子は配信される予定ですので、期待以上の結果をお見せできるよ

うチーム一丸となって関西インカレに挑みます。より一層のご支援、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 

 

 



②関西インカレ展望 

 

《第９８回関西学生陸上競技対校選手権大会》 

令和 3年 10月 19日(火)～22日(金) 

ヤンマーフィールド長居 

 

 

～短距離～ 

男子 100m 

加藤 寿昴(M1) 10.64  予 4組 

武波 夏輝(4) 10.78   予 2組 

 

 男子 100m には加藤(M1),武波(4)が出場する。 

加藤は今年が最後の関西インカレとなる。全日本

インカレからあまり練習が積めておらず万全な状

況とはいえないが、持ち前の試合での安定感と爆

発力、経験を活かして決勝に進んで欲しい。 

武波はこの夏記録を大きく伸ばした 1人であり、

勢いがある。彼自身最初の関西インカレの個人種

目であるが、勢いと安定感のある走りで上位に食

い込んでいきたい。 

100m はここ数年で最もレベルが高く個人は厳

しい戦いになると思うが、なんとか上位に食い込ん

で得点を目指して頑張って欲しい。 

 

男子 200m 

梶原 隆真(M1) 21.98  予選２組 

 

 男子 200m には梶原(M1)が出場する。先日の

京都陸協記録会ではあまり自信の無い状況だった

にも関わらず 100mで 10秒台をマークするなど、

確実に調子を上げてきている。200m でもいつも

の練習で見せる彼の器用な走り方を再現さえすれ

ばベストは期待できるので、本番での緊張感を乗

り越えて自信のベストパフォーマンスをしてほしい。 

200mも 100m同様レベルはかなり高い。一つで

も上のレベルを目指して頑張って欲しい。 

 

男子 400m 

小谷 哲(M2) 47.22 資格記録 5位  予 2組 

浅井 良(M１) 48.08 予 1組 

 

 男子400mには小谷(M2)が出定する。なお、浅

井(M1)はケガのため欠場する。 

小谷は昨年の関西インカレで自己ベストを更新

して以降も順調に練習を積んできた。関西インカレ

の延期が決まってからは夏場に練習量を増やし、

秋にベストなパフォーマンスをする準備ができてお

り PB を大きく更新する走りに期待したい。近いタ

イムを持つ選手が多い中で抜け出し、46 秒前半

の 2 選手に食らいつく陸上人生の集大成となる走

りを見せてほしい。 

 

46秒台なるか 小谷(M2) 

 

男子１１０ｍH 

永田 智季(4) 15.04 予 3組 

 

男子 110mH には永田(4)が出場する。例年以

上にレベルの高い戦いになると予想され、決勝進

出には 14 秒台前半が必要となるだろう。得点ライ

ンには距離があるが、ハードルパートとして得点す

るために貪欲に上位陣に食らいついて決勝進出を

狙う姿勢を見せたい。 



男子 400mH 

酒井 良佑(4) 54.01 予 3組 

 

男子 400mH には酒井(4)が出場する。エント

リーでは得点ラインは 52 秒付近となっているが、

レース展開によっては酒井にも逆転の可能性は十

分にある。粘り強い走りで決勝進出を狙う。 

 

男子 4×100mR 

京都大 41.78  予 2組 

武波 夏輝(４) 田中 大智(4) 

吉田 悠樹(3) 山田慎之助(１) 

湯谷 樹生(4) 野田 真志(4) 

 

 走順は1走から順に山田慎－加藤－田中大－武

波を予定しているが、加藤の状態次第では二走が

吉田に変更になる可能性もある。目標は決勝進出、

得点である。タイムとしては例年であれば 40.5 

前後が必要となる。 今年は京大の各個人のレベ

ルはかなり高く、バトンをきちんと繋ぎさえすれば

決勝進出は現実的である。 

例年の穴である2-3-4走のバトン練も例年より

も本番想定で考えバトン練習を行なえている。例

年 4 継で結果を残せていないことが多いため、今

年は各個人の調子の良さを活かして完璧にバトン

を繋ぎ決勝進出・得点をしてチームに勢いを繋げ

ていきたい。 

 

男子４×400mR 

京都大 3:13.00  予 2組 

小原 幹太(M2) 水野 廉也(M2) 

藤田 雄大(４) 前田 朝陽(4) 

室 和希(3) 角谷 幸紀(2) 

 

 男子 4×400mR には小谷(M2)、小原(M2)、

藤田(4)、室(3)が出場予定である。チームとして、

関西インカレ表彰台を目指して昨年から練習に取

り組んできた。今年度は関西の各校に400mの戦

力が分散しており、まず決勝に進出することも容易

ではない。一方で、決勝に進めば展開次第でどの

大学にも表彰台のチャンスがある状況である。エ

ースの小谷が作った流れを活かして勝負をものに

し、チームの目標達成に大きく貢献する得点をもた

らしたい。 

 

女子 200m 

三好 紗椰(2) 26.48 予 3組 

 

 女子 200mには三好(2)が出場する。エントリー

ランキング上は一番下であるが、調子がとても良く

大ベストを出せる状態にある。昨年の予選突破ラ

インは 25 秒前半と今のベストからは少し遠くはあ

るが、本番のレーン自体 8レーンと外側で走りやす

いと思うので、記録的には 26 秒フラットあたりを

出せるように準備していって欲しい。 

 

女子 400m 

後藤 加奈(M1) 1:00.68 予 1組 

 

 女子 400m には後藤(M2)が出場する。昨年は

思うように走れないシーズンとなったが、フォーム

改善に努め今シーズンは自己ベストを狙えるとこ

ろまで復活を遂げている。関西インカレの延期でも

なんとか気持ちを切らさず、練習を続けてきた。1

分を切る選手と走る中でその流れに乗り、自己ベ

ストを更新する優秀の美を見せてほしい。 

 

女子 400mH 

藤林 悠希(M2) 1:04.86 予 2組 

 

女子 400mH には藤林(M2)が出場する。決勝

ラインは 1分フラット付近となっており、大幅な自己

記録の更新を狙う必要がある。やや距離はあるが

チャンスを冷静に見極め勝負することで決勝進出

を目指す。 



 
大幅 PB更新をめざす 藤林(M2) 

 

女子４×100mR 

京都大 51.22  予 2組 

藤林 悠希(M2) 後藤 加奈(M2) 

三好 紗椰(2) 森尾 美月(2) 

奥村 夏子(4) 新保 歩(1) 

 

 走順は藤林―三好―後藤―森尾である。一走

に関しては藤林から奥村に変更の可能性もある。 

個人個人の状態も良く、特に下回生はベストを

普通に更新できる状態であるほど勢いがある。 

去年の関西インカレでは 51.47 というタイムで

あったが去年よりも個人の状態が上がっているた

め着実に良いタイムが期待できる。バトンの安定感

もかなり良いと言えるので、女子 4 継チームの目

指す京大新記録(50.38)というところに向けて、

また関西で戦えるようになる礎となるように今回の

4継、頑張って欲しい。 

 

女子４×400mR 

京都大 4:04.94  予 2組 

後藤 佳奈(M2) 大坂桃子(M2) 

藤林 悠希(M2) 三好 紗椰(2) 

西川 真悠(4)  森尾 美月(2) 

 

 女子 4×400mR には後藤(M2)、大坂(M2)、

藤林(M2)、森尾(2)が出場予定である。京大陸上

部の歴史で初となるマイル 4 分切りを目指す。森

尾、藤林は今シーズン PB をマークし好調であり、

後藤もPBが狙える状態にある。大坂は、個人での

練習となる期間が長かったがその中でもきっちり

走り込み、状態を上げてきている。強豪ひしめく中

で流れを掴み、女子チームの歴史を変える走りに

期待したい。 

 

～中距離～ 

男子 800m 

木村 佑(M１) 1:53.47   予 2組 

中尾 友哉(4) 1:54.95   予 1組 

土屋維智彦(M2) 1:54.99 予 4組 

 

 男子 800m には土屋(M2)、木村(M1)が出場

する。中尾(4)は疲労骨折のため棄権。資格記録

で見ると決勝進出ラインが 1:51.24であり、全カレ

標準突破者が 11名と京大にとっては厳しい戦いと

なる。資格記録 16 位の木村は、組 2 着での決勝

進出を狙う。決勝進出は 1着+4のため、ハイペー

スの流れを掴めるかが鍵となる。土屋は今季も怪

我との戦いとなっている。満足に練習は詰めてい

ないが、最後の年に後悔のない走りをしてもらい

たい。 

 

男子 1500m 

清原 陸(M1) 3:47.98 資格記録3位 予2組 

木村 佑(M1) 3:54.45   予 2組 

西川 洸平(１) 4:00.61   予 1組 

 

 男子 1500m には木村(M1)、清原(M1)、西川

(1)が出場する。清原は資格記録上 3 位と表彰台

が期待される。今季は安定して記録を出せている

ので、貪欲に優勝を狙う。木村は今季を通して不

振が続いているが、全カレ以降は練習水準を立て

直しつつある。予選は 2 組のため 1 組のタイムも

見つつ、まずは決勝進出が目標となる。西川は秋

以降、受験のブランクを感じさせない勢いを見せ



ている。決勝進出は高い目標となるが、持ち前の

積極性を生かして果敢に勝負したい。 

 

女子 800m 

西川 真悠(4) 2:22.88 予 1組 

 

 女子 800m には西川(4)が出場する。西川は資

格記録で最下位となっており、厳しい戦いが予想

される。ただ、組の中には実力が近い選手もいるた

め、食らいつくレースを期待したい。この 2 年自己

記録から遠ざかっているものの、最後の関西イン

カレで女子主将としての意地を見せてほしい。 

 

女子 1500m 

中野 紗希(3) 4:42.29 予 1組 

 

 女子 1500m には中野(京女 3)が出場する。資

格記録上は 4:42 で 19 位だが、10 月 3 日の記

録会で 6年ぶりの P B となる 4:36.40 をマーク

し、これは 13位に相当する。決勝ラインは 4:33と

少し離れるが、決して高望みではなくなった。予選

は 1 組のため、まずはベストを尽くし決勝の舞台に

駒を進めたい。 

 

PBを更新し勢いに乗る中野(京女 3) 

 

 

 

 

～長距離～ 

男子 5000m 

清水 厚佑(4) 14:31.57 資格記録 6位 

鈴木洋太郎(4) 14:38.66 

足立 舜(4) 14:39.33 

 

男子 5000mには足立（4）、清水（4）、鈴木（4）

が出場する。エントリーランキングでは、順に 13 位、

6 位、11 位となっている。いずれも 2 日前に

10000m を走った状態で臨むことになることに加

え、得点が見込まれる他大学の選手に好調がうか

がわれる選手が多いことから、非常に厳しい戦い

を強いられることになると思われる。それでも

14:30 前後でまとめられれば得点は十分可能で

あると思われるうえ、3選手ともそのタイムをしっか

りと照準にいれ練習を継続してきた。京大長距離

の意地を見せたい。 

 

男子 10000m 

足立 舜(4)   30:01.75 資格記録 4位 

清水 厚佑(4) 30:36.08 

鈴木洋太郎(4) (5000m/14:38.66) 

 

男子 10000mには足立（4）、清水（4）、鈴木（4）

が出場する。エントリーランキングでは、順に 4位、

11 位、12 位となっているが、特に清水、鈴木に関

しては確実にこのタイム以上で走る力を有してい

るといえることから、3 選手とも得点は十分に狙え

る位置にいると考えている。5000m よりは

10000m の方が得点を獲りやすいと思われるた

め、この種目でしっかりと大量得点をもたらし、2

日目から京大の目標達成に向けてよい勢いをもた

らせる走りをしたい。 

 

男子 3000mSC 

足立 舜(4)  ９：０８．27 資格記録 4位 

吉村 柊太(4) 9:29.22 



市原 詩音(２) 9:37.48 

 

男子 3000m 障害には足立（4）、吉村（4）、市

原（2）が出場する。エントリーランキングでは、順に

4 位、10 位、13 位となっている。足立に関しては

10000m、5000m に続くレースとなるうえ、ラン

キング上位の 3 選手とも非常に力のある選手とい

う状態ではあるが、主将の意地で 1つでもランキン

グを返す好走を期待したい。全体的に若い選手が

多いので、吉村、市原とも相手の取りこぼしを確実

に拾い 、 1 点でも多く稼いで最終種目の

4×400mR につなげてほしい。 

 

3種目で好走を期待したい 足立(4) 

 

～競歩～ 

男子１００００ｍW 

池田 尚平(3) 46:47.30 

平岡 拓(4) 47:28.64 

 

 男子 10000mW には、平岡(4)、池田(3)の 2

名が出場する。昨年と同様、得点ラインは 44 分台

に引かれると思われる。平岡は、昨年と比べて大き

く成長し、ベストを更新し続けてきた。今年は得点

も全く不可能な目標ではない。他大の選手と粘り

強く戦い、成長した姿を見せたい。池田は、自身の

課題と真摯に向き合い、徐々に調子を上げてきた。

その成果を存分に発揮できれば、自己ベストはも

ちろんのこと、得点も十分に狙える。一つでも前の

集団で粘り強く戦い、自身の強さを見せたい。今

年も厳しい戦いになることが予想されるが、実力を

最大限に発揮し、昨年の悔しさを晴らすようなレー

スをしたい。 

 

～跳躍～ 

男子走高跳 

山中 駿(1) 2m12 資格記録 1位  試順 19 

坂口 裕飛(4) 2m05 資格記録6位  試順14 

 

男子走高跳には阪口(4)、山中(1)が出場する。

ランキングでは 10.5点の獲得が予想され、最終日

にチーム目標達成に向けて大きなカギを握る種目

となっている。阪口は怪我の影響や院試で七大戦

に出場できなかったこともあり久しぶりの試合とな

る。苦しむ中でも継続して練習は続けており、京大

記録保持者として復活の跳躍が期待される。山中

は 1 回生ながら春先から見事な活躍を見せており

今回も好成績が期待される。5 月の関西 CS で逃

した関西チャンピオンの称号を奪うべく自己新で

の優勝を狙う。 

 

男子棒高跳 

黒川 泰暉(4) 4m40  決 2組試順 2 

 

 男子棒高跳には黒川(4)が出場する。ランキング

で得点圏内に位置する選手は全員資格記録を今

季マークしているため好記録での争いとなるだろ

う。得点ラインは 4ｍ60 から 4ｍ80 の間になると

予想される。黒川は昨年の関西 IC では空中動作

が未完成のまま 4m40 をクリアしたが、今年はそ

こに力を入れて練習してきておりより良い記録を

狙える動きを見せている。今季ここまで自分の力



を出し切れない試合が続いているため、昨年 PB

を出した相性の良いこの試合で思い切ったパフォ

ーマンスを見せてほしい。 

 

得点争いに勝ち切れるか 黒川(4) 

 

男子走幅跳 

村田 憧哉(4) 7m06  試順 9 

 

 男子走幅跳には村田(4)が出場する。7 月末の

七大戦では向かい風 1.6mの中 7m06を跳び自

己ベストを更新、参加標準を突破してみせた。つい

に壁を破ったことで練習でも 7ｍはいつでも跳べ

るというような動きを見せるようになるなど、明らか

にレベルが一段階上がっている。今年の男子走幅

跳は 7m50 以上の記録を持つ上位選手が多いも

のの、8 位入賞ラインは例年ほどは高くないことが

予想され、チャンスとも言える年である。副将とし

てチームを奮い立たせる大ジャンプに期待したい。 

 

男子三段跳 

梶 慎介(２) 15m27 資格記録 4位 試順 2 

三神 惇志(M2) 14m79 試順 10 

齋藤 啓(２) 14m47 試順 4 

 

 男子三段跳には三神(M2)、梶(2)、齋藤(2)が

出場する。今年は資格記録や PB で 15m 台の記

録を持つ選手が多く、またその多くが今季記録さ

れておりハイレベルな戦いが予想される。三神は資

格記録のみでは必ずしも優勢とは言えないが、優

勝しか見ていない。長い間京大跳躍の看板選手と

して活躍してきた競技者生活の最後を有終の美で

飾ってほしい。梶は 6 本跳ぶにつれて大きく記録

を伸ばすことができる選手であるから、1 回目から

好記録をマークし試合を優位に進めたい。三神が

安心して去れるような、京大跳躍の未来が見える

跳躍を期待したい。齋藤は今季の試合は走幅跳の

疲労を抱えたまま三段跳に臨むことが多かったが、

今回は三段跳のみのエントリーで、より集中して試

合に臨むことができる。ランキングを大きく覆し関

西トップレベルの選手として名乗りを挙げる絶好の

機会をものにしてほしい。 

 

関西上位に食い込みたい 齋藤(2) 

 

～投擲～ 

男子砲丸投 

眞鍋 聡志(3) 13m47  試順 7 

 

男子砲丸投には眞鍋(３)が出場する。ランキン

グは 9 位で、8 位とは２０ｃｍ差と十分に入賞を狙

える位置につけている。七大戦で大幅ベストを更

新したように、本大会でもその勝負強さをいかんな

く発揮してほしい。 

 



男子円盤投 

眞鍋 聡志(3) 37m71  試順 6 

 

 男子円盤投には眞鍋(３)が出場する。入賞する

には４５ｍ程度の記録が必要になると予想される。

今期は円盤投の記録が振るわず、苦しいとは思う

が間違いなく地力は高いものがある。４０ｍを超え

る記録を期待したい。 

 

男子やり投 

澤田 剛(M1) 64m57  試順 12 

山野 陽集(4) 60m68  試順 5 

 

 男子やり投には澤田(M1)、山野(４)が出場する。

今シーズン好調の澤田はランキングは 9位だが、7

位までは十分に狙える位置にいる。蒼穹新を出し

た勢いに乗って更なる記録更新を目指してほしい。 

山野はここ最近記録が振るっていないが、復活

の一投を期待したい。 

 

昨年に続き得点を期待 山野(4) 

 

女子円盤投 

中芝 美玖(1) 38m77  試順 11 

 

 女子円盤投には中芝(京女１)が出場する。現在

ランキングは 9 位で、5 位から 9 位までが 1m の

中に詰まっている。このシーズンは京大の施設が

使えない中でも安定して高い水準の記録を残して

きた。シーズン最大の試合となるこの関西インカレ

で４０ｍを超える投擲を見せてほしい。 

 

女子やり投 

中野 水貴(M1) 42m72  試順 6 

 

 女子やり投には中野(M１)が出場する。入賞ライ

ンは４４m程度になると予想される。４３ｍ手前での

足踏みが続く歯がゆい状況とは思うが、院生にと

って今シーズン最後の対校戦となる本大会で実力

を発揮してほしい。 

 

～混成～ 

男子十種競技 

長谷川 隼(M1) 5530点 

 

男子十種競技には長谷川(M1)が出場する。得

点ラインは6200点前後と予想され、ここ数年では

最も高くなると考えられる。長谷川の資格記録

5530 点はランキング上で 16 位となっている。こ

の 5530 点は自身初となる十種競技時の点数で

あり、暑さが厳しく向かい風の中での記録である

ため、2 回目の十種競技となる関西インカレではさ

らなる好記録が期待できる。得点ラインからは少し

離れているが、得点を目指して各種目での自己ベ

ストを更新していけば、京大に大きな勢いをもたら

してくれるであろう。 

 

女子七種競技 

小西 菜月(3) 4101点 

 

女子七種競技には小西(3)が出場する。小西の

資格記録 4101 点はランキング上では 13 位であ

るが、今季の記録だけを見れば 10位である。上位

7 人の実力は少し抜けている。他大の選手の状態

にもよるが、8 位の得点争いはかなり接戦になり、



4200〜4300 点で決着がつくと予想している。3

回生での関西インカレで得点することを目標に頑

張ってきた小西には京大記録の更新と熾烈な 8位

争いを制して次期女子主将としての威厳を見せて

ほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③関西インカレ日程 

第 1日目 4月 22日(木) 

▼ロード競技 

開始時刻 種別 種目 

9:30 
2部男子 

ハーフマラソン 決勝 
1部男子 

 

 

 

第２日目 10月 19日（火） 

▼トラック競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

11:00 ２部男子 
十種 100m 

11:05 1部男子 

11:25 女子 

400m 

予選 4-1+4 

11:45 ２部男子 予選 3-2+2 

12:00 1部男子 予選 4-1+4 

12:30 女子 

100m 

予選 5-2+6 

12:55 ２部男子 予選 5-2+6 

13:20 1部男子 予選 4-3+4 

13:50 女子 100mH 予選 4-3+4 

14:20 ２部男子 
110mH 

予選 2-4 

14:30 1部男子 予選 3-2+2 

14:55 女子 
4×

100mR 

予選 3-2+2 

15:10 ２部男子 予選 3-2+2 

15:25 1部男子 予選 2-3+2 

15:40 女子 

10000m 決勝 16:25 ２部男子 

17:05 1部男子 

17:45 ２部男子 
十種 400m 

17:50 1部男子 

▼跳躍競技・投擲競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

11:00 女子 走高跳 決勝 

11:50 
1部男子 

２部男子 
十種走幅跳 



14:00 ２部男子 三段跳 決勝 

15:00 ２部男子 棒高跳 決勝 

15:10 
1部男子 

２部男子 
十種走高跳 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

11:00 女子 ハンマー投 決勝 

13:40 ２部男子 ハンマー投 決勝 

13:30 
1部男子 

２部男子 
十種砲丸投 

15:30 1部男子 ハンマー投 決勝 

 

 

 

 

第３日目 10月 20日（水） 

▼トラック競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:00 2部男子 
十種 110mH 

10:10 1部男子 

10:25 女子 100mH 準決勝 2-4 

10:45 女子 

100m 

準決勝 2-4 

10:55 2部男子 準決勝 2-4 

11:05 1部男子 準決勝 2-4 

11:25 女子 

1500m 

予選 3-3+3 

11:50 2部男子 予選 3-3+3 

12:15 1部男子 予選 2-4+4 

13:15 2部男子 
110mH 決勝 

13:25 1部男子 

13:40 女子 100mH 決勝 

14:00 女子 

100m 決勝 14:05 2部男子 

14:10 1部男子 

14:40 女子 

400m 決勝 14:45 2部男子 

14:50 1部男子 

15:55 女子 
3000m 

SC 
決勝 

16:20 女子 

1500m 決勝 16:30 2部男子 

16:40 1部男子 

17:00 女子 
4×

100mR 
決勝 17:10 2部男子 

17:20 1部男子 

17:40 2部男子 
十種 1500m 

17:50 1部男子 

▼跳躍競技・投擲競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

9:30 1部男子 棒高跳 決勝 

10:00 女子 三段跳 決勝 

12:50 
1部男子 

２部男子 
十種棒高跳 

14:30 1部男子 三段跳 決勝 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:00 ２部男子 砲丸投 決勝 

11:00 
２部男子 

1部男子 
十種円盤投 

12:30 女子 やり投 決勝 

14:45 1部男子 砲丸投 決勝 

15:10 
1部男子 

２部男子 
十種やり投 

 

 

 

第４日目 10月 2１日（木） 

▼トラック競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:00 女子 七種 100mH 

10:20 女子 

200m 

予選 5-2+6 

10:45 ２部男子 予選 3-2+2 

10:55 1部男子 予選 4-3+4 

11:25 女子 

800m 

予選 3-2+2 

11:40 ２部男子 予選 2-3+2 

11:50 1部男子 予選 4-1+4 

12:20 女子 
400mH 

予選 4-1+4 

12:50 ２部男子 予選 2-3+2 



13:00 1部男子 予選 3-2+2 

13:35 女子 
200m 

準決勝 2-4 

13:45 1部男子 準決勝 2-4 

14:10 女子 

5000m 

決勝 

14:40 ２部男子 決勝 

15:05 1部男子 決勝 

15:30 女子 七種 200m 

15:50 女子 
4×

400mR 

予選 3-2+2 

16:10 ２部男子 予選 3-2+2 

16:30 1部男子 予選 2-3+2 

▼跳躍競技・投擲競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:30 ２部男子 走幅跳 決勝 

11:10 女子 七種走高跳 

14:30 ２部男子 走髙跳 決勝 

15:00 1部男子 走幅跳 決勝 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:00 女子 円盤投 決勝 

12:30 ２部男子 円盤投 決勝 

13:40 女子 七種砲丸投 

14:30 1部男子 円盤投 決勝 

 

 

第５日目 10月 2２日（金） 

▼トラック競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

9:30 
1部男子 

２部男子  10000mW  
決勝  

10:30 女子 決勝  

12:20 女子  

400mH   

決勝  

12:35 2部男子  決勝  

12:45 1部男子  決勝  

13:00 女子  

200m  

決勝  

13:05 2部男子  決勝  

13:10 1部男子  決勝  

13:35 女子  
800m  

決勝  

13:40 2部男子  決勝  

13:45 1部男子  決勝  

14:05 2部男子  3000mSC  決勝  

14:25 1部男子 3000mSC 決勝 

14:45 女子 七種 800m 

15:20 女子  

4×400mR  

決勝  

15:30 2部男子  決勝  

15:40 1部男子  決勝  

▼跳躍競技・投擲競技 

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

9:30 女子  走高跳  決勝  

10:00 女子  七種走幅跳  

12:40 1部男子  走髙跳  決勝  

13:30 女子  走幅跳  決勝  

開始時刻 種別 種目 ラウンド 

10:00 ２部男子 やり投 決勝 

12:20 女子 七種やり投 

12:30 女子 砲丸投 決勝 

13:40 1部男子 やり投 決勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④全日本インカレ結果 

《天皇賜杯第 90回 

日本学生陸上競技対校選手権大会》 

熊谷スポーツ文化公園 

令和 3年 9月 17～19日 

▼男子 100m 

加藤 寿昴 予選 10.75 +1.6 1組 5着 

▼男子 400m 

小谷 哲 予選 48.59 2組 4着 

▼男子 800m 

木村 佑 予選 1:55.73 1組 9着 

▼男子 1500m 

清原 陸 予選 3:48.55 4組 6着 

木村 佑 予選 4:07.63 ５組 10着 

▼男子 4×400mR 

小谷 哲 

小原 幹太 

中尾 友哉 

伊藤 智也 

予選 3:15.67 4組 6着 

▼男子走高跳 

山中 駿 決勝 2m05 9等 

 

 

⑤記録会等の結果 

《第 94回関東陸上競技選手権大会》 

カンセキスタジアムとちぎ 

令和 3年 8月 20～22日 

▼男子やり投 

澤田 剛 6１m０６  

 

《TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 

in OSAKA》 

ヤンマーフィールド長居 

令和 3年 8月 20日 

▼男子 1500m 

松岡 健 4:27.21  

高山 兼輔 4:30.15 大学初 

▼男子 1000m 

島村 夏惟 2:41.66 自身初 

▼女子 800m 

西川 真悠 2:28.27  

▼女子 1500m 

中野 紗希 4:46.76  

藤本 涼 5:03.82  

 

《Ritsumeikan Athletics Games》 

BKCクインスタジアム 

令和 3年 8月 21日 

▼男子 400m 

水野 廉也 50.69  

▼男子三段跳 

岩井 響平 13m77 -0.1  

▼女子円盤投 

中芝 美玖 36m11  

 

《第 89回近畿陸上競技選手権大会》 

鴻ノ池 

令和 3年 8月 28，29日 

▼男子 3000mSC 

吉村 柊太 9:37.08 6位 

▼女子円盤投 

中芝 美玖 36m88  

▼女子やり投 

中野 水貴 42m72  

▼女子七種競技 

小西 菜月 3795点  

１００ｍH  16.36 +0.7 自己新 

走高跳  1m53  

砲丸投  8m95  

200m  29.45 +0.5  

走幅跳  4m45 -2.1  

やり投  30m66  

800m  2:39.24 大学新 

 



《2021関西学生新人陸上競技選手権大会  

兼 2021ディムライトリレーズ》 

ヤンマーフィールド長居 

令和 3年 9月 2日、3日 

▼男子 800m 

西川 洸平 タ決 2:00.08 大学初 

須山 傑 タ決 2:04.25 大学新 

▼男子 1500m 

西川 洸平 タ決 4:11.48  

岡 樹生 タ決 4:13.65  

▼男子４００ｍH 

金盛 圭悟 タ決 58.82  

▼男子走高跳 

山中 駿 決 ２ｍ03 優勝 

鴛原 泰輝 決 1m90 7位 

▼男子走幅跳 

齋藤 啓 決 6m90 +0.4 4位 

▼男子三段跳 

梶 慎介 決 15m12 +1.6 優勝 

齋藤 啓 決 14m30 +1.6 6位 

▼女子 200m 

三好 紗椰 タ決 27.01 -1.3  

▼女子 800m 

新保 歩 タ決 2:33.51  

▼女子 400mH 

稲原 南穂 タ決 1:19.61  

▼女子 4×100mR 

新保 歩 

三好 紗椰 

小西 菜月 

森尾 美月 

タ決 52.65  

▼女子円盤投 

中芝 美玖 決 36m36 5位 

▼女子やり投 

篠田 佳奈 決 40m17 4位 

 

 

 

《第 3回強化・普及記録会》 

鴻ノ池 

令和 3年 9月 5日 

▼男子 100m 

室 和希 １１．40 -0.6 大学新 

▼男子 400m 

室 和希 50.24  

 

《2021年度大阪陸協加入クラブ対抗 

陸上競技大会》 

ヤンマーフィールド長居 

令和 3年 9月 20日 

▼男子 100m 

田中 大智 10.91 +1.3 自己新 

武波 夏輝 11.33 -0.2  

湯谷 樹生 11.61 -0.7  

山崎 貴仁 11.62 +0.7 
大学新 

タイ 

▼男子 400m 

角谷 幸紀 51.92 大学新 

▼男子 1500m 

川口 修大 4:14.95  

▼男子 110mH 

永田 智季 15.39 -1.9  

▼女子 200m 

後藤 加奈 ２８．０３ +0.6  

 

《第 6回京都陸協記録会》 

たけびしスタジアム京都 

令和 3年 9月 23日 

▼男子 100m 

田中 大智 10.78 +1.9 自己新 

山田慎之助 10.90 +1.0 大学新 

武波 夏輝 10.97 -0.1  

吉田 悠樹 11.04 -0.1 大学初 

梶原 隆真 11.09 -0.1  

長田 雅史 １１．33 +1.5 大学初 



野田 信志 11.40 +1.5  

湯谷 樹生 11.43 +1.3  

鄭 晟皓 11.50 +1.1  

今西 直 11.56 +1.5  

山崎 貴仁 11.58 +1.7 大学新 

藤原 秀朗 11.66 +1.6  

川端 将貴 11.87 +1.8  

芦田 開 12.10 +1.6  

▼男子 300m 

川端 将貴 39.03 自身初 

▼男子 400m 

水野 廉也 50.98  

木之下隆弘 53.14 大学初 

宮園 隼人 54.25  

▼男子 800m 

山田 大智 2:00.16 大学新 

松岡 健 2:07.08 自己新 

▼男子 5000m 

相澤 航 15:11.50  

津吉 順平 15:18.14 自己新 

吉村 柊太 15:21.34 自己新 

市原 詩音 15:28.89  

江端 康汰 15:33.71 自己新 

尾原 翔 16:28.48  

潮崎 羽 16:33.98  

宍倉 隆浩 16:49.00 大学初 

宮澤 知希 16:58.16  

三嶋 友貴 17:05.88 自身初 

池田 幹 17:14.29 大学初 

原 圭佑 17:21.41  

山本 峰丸 17:26.69 
大学初 

自己新 

齋藤 優成 18:03.18 大学初 

▼男子 110mH 

永田 智季 15.84 -1.8  

長谷川 隼 16.12 -1.6  

中村 鮎夢 17.05 ±0.0  

▼男子 400mH 

酒井 良佑 55.58  

▼男子走高跳 

鴛原 泰輝 1m85  

▼男子棒高跳 

深井颯一郎 2m60  

五十嵐隆皓 NM  

▼男子走幅跳 

齋藤 啓 7m06 +1.8 大学新 

仲村 快太 6m80 +0.5  

村田 憧哉 6m71 +0.1  

紀之定玲司 
6m27 +3.3  

5m96 +1.2 公認 

坂本 璃月 5m97 +3.9 公認無 

▼男子三段跳 

岩井 響平 13m94 -0.7  

齋藤 啓 13m85 +0.4  

井上 裕介 13m75 +1.1  

柳原 拓海 13m53 +1.4  

松本 良平 12m54 +0.8 大学初 

中川 遥仁 12m52 +0.2  

▼男子円盤投 

眞鍋 聡志 35m09  

安藤 正貴 28m17  

▼男子やり投 

岡本 亜哲 33m10 自身初 

澤田 剛 NM  

▼女子 100m 

三好 紗椰 13.06 -2.7  

後藤 加奈 13.83 -2.7  

▼女子 400m 

三好 紗椰 1:00.17 自己新 

後藤 加奈 1:01.95  

大坂 桃子 1:03.38  

▼女子 800m 

日野谷レナ 2:40.79  

▼女子 1500m 



中野 紗希 4:58.25  

藤本 涼 5:00.78  

日野谷レナ 5:30.83 自己新 

高木穂乃香 5:44.86  

▼女子 100mH 

藤林 悠希 17.66 -2.0  

▼女子 400mH 

稲原 南穂 1:17.19  

▼女子 4×100mR 

奥村 夏子 

三好 紗椰 

後藤 加奈 

森尾 美月 

51.59  

▼女子走高跳 

新保 歩 1m50 自己新 

▼女子やり投 

中野 水貴 42m64  

篠田 佳奈 41m25  

 

《2021年度奈良県記録会》 

橿原公苑 

令和 3年 9月 25日 

▼男子走幅跳 

梶 慎介 7m01 +1.8  

 

《2021第 2回長距離強化記録会》 

西京極補助競技場 

令和 3年 9月 26日 

▼男子 800m 

乙守倫太朗 1:58.62 自己新 

平山 悦章 2:01.48 大学初 

須山 傑 2:01.81 大学新 

▼男子 5000m 

清水 厚佑 14:32.95  

鈴木洋太郎 14:44.71  

原田麟太郎 14:59.44  

▼女子 800m 

西川 真悠 2:24.46  

後藤 加奈 2:34.23  

▼女子 1500m 

中野 紗希 4:42.95  

藤本 涼 4:56.05 自己新 

周藤 紗季 5:23.27 自己新 

 

《関西学生第 3回長距離強化記録会》 

西京極補助競技場 

令和 3年 10月 3日 

▼男子 800m 

川井 景太 1:58.59  

山田 大智 2:00.21  

乙守倫太朗 2:00.40  

須山 傑 2:05.30  

山口 佐助 2:05.91  

鶴見 薫樹 2:07.16  

▼男子 1500m 

川口 修大 4:11.40 自己新 

高山 兼輔 4:27.02 大学新 

▼男子 10000m 

江端 康汰 32:44.7３ 自己新 

尾原 翔 ３４:４９.９４  

原 圭佑 ３６:２１.1７  

▼女子 1500m 

中野 紗希 ４：３６.40 自己新 

藤本 涼 5:26.23  

高木穂乃香 5:27.29 大学新 

 

《兵庫陸上競技秋季記録会》 

ユニバ―記念競技場 

令和 3年 10月 9、１０日 

▼男子 100m 

藤浦 敦士 11.52 -0.2  

川端 将貴 12.07 -1.3  

▼男子 200m 

藤浦 敦士 23.23 +1.2  



▼女子 400m 

森尾 美月 1:01.06 
大学初 

自己新 

▼女子 200m 

三好 紗椰 26.20 -0.4 
自己新 

蒼穹新 

森尾 美月 27.73 -1.9 大学初 

▼女子 800m 

日野谷レナ 2:３8.22  

 

《東三河陸上競技記録会》 

豊橋市陸上競技場 

令和 3年 10月 9日 

▼男子 400m 

前田 朝陽 50.17  

 

《第 1回奈良県強化長距離記録会》 

橿原公苑 

令和 3年 10月 9日 

▼男子 400m 

水野 廉也 51.36  

▼男子 800m 

須山 傑 2:04.79  

▼女子 400m 

大坂 桃子 1:03.61  

西川 真悠 1:05.36  

▼女子 800m 

高木穂乃香 2:43.00  
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陸上競技部 HP     http://www.athletics.kusu.kyoto-u.ac.jp/ 

陸上競技部記録HP  http://www.athletics.kusu.kyoto-u.ac.jp/kiroku.htm 

関西学連HP       http://gold.jaic.org/jaic/icaak/index.htm 

メールアドレス     shimamura.kai.54z@st.kyoto-u.ac.jp(島村) 
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