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①主将挨拶・女子主将挨拶・監督挨拶 

 

《主将挨拶》 

7 月 31 日に京都において、2 年ぶりの七大戦が開催されました。東京大学・大阪大学の欠場

を受け、男女総合優勝を目標として臨みましたが、京都大学は男子総合優勝、女子総合 3 位とい

う結果になりました。 

男子は接戦が予想された大阪大学が欠場のため優勝は確実かと思われましたが、京都大学が

事前の予想通り跳躍種目を中心に得点を重ねたのに対し、名古屋大学は大阪大学の分まで短距

離・投擲種目で得点をかき集め、想像以上の追い上げを見せました。その結果、決着は最終種目

である 4×400mR までもつれ込み、辛くも 1 点差での優勝となりました。今回の七大戦では 4

回生が意地を見せて多くの得点を重ねました。3回生以下には可能性を秘めた選手が多くいます

から、今回感じたことを力に変えて奮起し、来年の七大戦でも優勝できる戦力を整えていってほし

いと考えております。 

女子は人数が少ない中でも女子主将西川を中心に上手くまとまって戦いましたが、名古屋大

学・東北大学の層の厚さの前に敗れました。今年の参加は 5 大学で得点ラインが下がったことに

より、得点する経験をしその重みを知った選手が多くいると感じます。各種目万遍なく選手がおり

ますので、今回の経験を糧に各々が更に力を付けることができれば今後、非常に期待が持てると

思います。 

チームとしては一度幹部を 3 回生に預け、まずは同志社戦へと向かっていきます。そして秋に

は東大戦、関西インカレが控えております。今年の東大戦は 9月 25日に予定されており、目標は

男女総合優勝です。今回の七大戦に出場できなかった東京大学は、全力を懸けてこの試合に臨

んでくるでしょう。接戦になることが予想されますが、この夏に一回りも二回りも成長し、男女とも

に目標を達成するべく日々精進してまいります。 

蒼穹会の皆さま方におかれましては、どうか今後とも変わらぬご支援・ご声援の程、何卒よろし

くお願い申し上げます。 

京都大学陸上競技部主将 足立 舜 

 

 

 

《女子主将挨拶》 

 7/31 に行われた七大戦は、大阪大学・東京大学が欠場する中、男子は 130 点で僅差を制して

優勝、女子は 20.5 点で 3 位という結果に終わりました。両校の欠場を受け、女子は当初「3 位

16点」としていた目標を「優勝」に変更しましたが、達成することはできませんでした。 

 試合序盤はスコンクを果たしたやり投や 3000m、複数種目に出場した小西(3)の活躍もあり、

順調に得点を重ねることができました。一方、後半のトラック種目では優勝した名古屋大学、東北

大学に差を開けられることとなりました。目標達成はなりませんでしたが、今回多くの選手が対校

得点に絡む経験ができたことは、今後に向けて励みになったと考えております。また、今回苦戦し



た種目に関しても、三好(2)ら力のある下回生を中心に、底上げを図っていく所存です。秋には東

大戦、関西インカレを控えています。この悔しさを忘れず、残る対校戦では男女で目標を達成しま

す。 

 最後になりましたが、無観客での開催となった七大戦においても、蒼穹会の皆様には多くの応援

をいただきありがとうございました。今後とも変わらぬご支援、ご声援をどうぞよろしくお願いしま

す。 

京都大学陸上競技部女子主将 西川 真悠 

 

 

《監督挨拶》 

7 月 31 日に京都大学主管で西京極陸上競技場にて七大戦が行われました。東京大学、大阪

大学が直前に欠場となり、未曾有の事態にとても残念に思います。結果は男子が総合優勝、女子

が総合 3位となりました。 

男子に関しては、事前ランキングでは優勢であったものの、名古屋大学の猛攻により追い込ま

れる場面が多々ありました。4×400mR 直前で名古屋大学に 1 点ビハインドでしたが、

4×400mR を制し、なんとか 2 連覇を達成となりました。近年稀に見る接戦を制した裏には、跳

躍勢の大量得点や名古屋大学の猛攻の流れを断ち切った中尾(4)などの活躍が大きいでしょう。

そして何よりも、中長距離 3種目に出場し 15点を獲得した足立(4)の主将としての意地の走りに

は多くの部員が心を打ち、勇気をもらいました。今大会では約 5 割が 4 回生の得点であり、来年

度はさらに厳しい戦いが予想されます。選手層を厚くし、3連覇をするチームを作って参ります。 

女子に関しては、直前の大阪大学の欠場を受けて目標を 3 位かつ 16 点から優勝に切り替え

ました。小西(3)中心にフィールド競技で得点を重ねていったものの短距離で大きく点数を離され、

1 歩届かずとなってしまいました。各所では自己ベストを更新するなどの活躍が見受けられました

が、当日の接戦を制する勝負強さなどの課題が多く露呈しました。選手の底上げをすると共に、女

子選手を増やすことが来年度以降の七大戦の攻略の鍵となります。 

来年度は東北にて七大戦が開催されますが、是非とも 3年振りに七大学が揃う日を願っており

ます。また、秋には全日本インカレ、東大戦、関西インカレ、関西学生駅伝などの対校戦が待ち構

えています。コロナウイルス感染症に十分に注意しつつ、日々努力を重ねて参ります。 

最後になりますが、遠方からのご声援ありがとうございました。男子の総合優勝は皆様のご声

援なく成し遂げられることではありません。今後とも変わらぬご支援、ご声援をよろしくお願い致し

ます。 

京都大学陸上競技部監督 長谷川 隼 

 

 

 

 

 

 



②七大戦結果 

※今大会は東京大学と大阪大学の欠場を受け五大学にて開催されました。 

第 72回全国七大学対校陸上競技大会  

第 32回全国七大学対校女子陸上競技大会 

令和３年７月３１日(土) 

たけびしスタジアム京都 

京都市西京極総合運動公園補助陸上競技場 

 

男子総合結果 

第 1位 京都大 130点 

第 2位 名古屋大 129点 

第 3位 東北大 75点 

 

男子トラックの部 

第 1位 名古屋大 76点 

第 2位 京都大 71点 

第 3位 東北大 54点 

 

男子フィールドの部 

第 1位 京都大 59点 

第 2位 名古屋大 53点 

第 3位 東北大 21点 

 

女子総合結果 

第 1位 名古屋大 25点 

第 2位 東北大 23.5点 

第 3位 京都大 20.5点 

 

女子トラックの部 

第 1位 名古屋大 14点 

第 1位 東北大 14点 

第 3位 京都大 9点 

 

女子フィールドの部 

第 1位 京都大 11.5点 

第 2位 名古屋大 11点 

第 3位 東北大 9.5点 



男子 100m 

《予選 3組２＋２》 

1組 中喜多和孝 (2)京都大 5着 11.91/-0.3  

自己新、大学初 

2組 山田慎之助 (1)京都大 2着 11.10/-1.6  

Q、大学初 

3組 山﨑 貴仁 (2)京都大 4着 11.62/-1.4  

大学初 

 

《決勝》 風速-0.3 

1位 山本 悠生 (3)名古屋大 10.89 

2位 新山 大翔 (1)東北大 10.90 

3位 鳥居 青矢 (3)名古屋大 10.93 

4位 山田慎之助 (1)京都大 11.03   大学新 

5位上村 赳之 (4)東北大 11.09 

6位 執柄 翔輝 (4)九州大 11.35 

 

→3点獲得 

 

1回生ながら得点を掴んだ山田 

 

男子 200m  

《予選 3組２＋２》 

1組 山﨑 貴仁 (2)京都大 3着 23.27/±0.0  

大学初、自己新 

2組 田中 大智(4)京都大 2着 22.39/+3.5 

 Q 

3組 中喜多和孝(2)京都大 ３着 23.73/+4.8  

大学初 

《決勝》 風速+0.7 

1位 山本 悠生 (3)名古屋大 21.85 

2位 鳥居 青矢 (3)名古屋大 21.96 

3位 西尾 陸大 (1)東北大  22.33 

4位 田中 大智 (4)京都大  22.33 

5位 上村 赳之 (4)東北大  22.34 

6位 亀田 智大 (4)北海道大  22.47 

 

→3点獲得 

    

僅差で 3点をもぎ取った田中(4) 

 

男子 400m 

《予選 3組 2＋2》 

1組 前田 朝陽 (4)京都大 ３着 50.18 q 

2組 室 和希 (3)京都大 1着 50.26 Q 

3組 藤田 雄大 (4)京都大 2着 50.17 Q 

 

《決勝》 

1位 斉藤 宥哉 (2)東北大 49.35 

2位 小島七洋希 (3)名古屋大 49.43 

3位 室 和希 (3)京都大 49.50     大学新 

4位 片桐 大智 (4)東北大 49.82 

5位 佐藤 千仁 (3)東北大 49.94 

6位 藤田 雄大 (4)京都大 50.12 

7位 前田 朝陽 (4)京都大 50.37 

 

→5点獲得 

 

男子 800m 

《予選 3組２＋２》 



1組 中尾 友哉 (4)京都大 1着 1:59.07 Q 

2組 山口 佐助 (3)京都大 4着 2:00.75 

3組 川井 景太 (4)京都大 2着 1:57.35 Q 

 

《決勝》 

1位 中尾 友哉 (4)京都大  1:54.95  大学新 

2位 安井 遥祐 (3)名古屋大 1:56.67 

3位 三田 智己 (3)九州大   1:56.68 

4位 川井 景太 (4)京都大   1:57.04 

5位 大塚 光陽 (1)東北大  1:57.46 

6位 遠藤 乃碧 (3)名古屋大 1:57.61 

 

→9点獲得 

 

京大に勢いをもたらす走り 中尾(４)川井(４) 

 

男子 1500m 

《決勝》 

1位 足立 舜(4)京都大  4:03.82  

大学初、自己新 

2位 宮瀬 陸 (3)北海道大 4:04.85 

3位 林 亮佑 (3)北海道大 4:04.87 

4位 古田 龍嗣 (3)九州大 4:05.43 

5位 重田 直賢 (3)名古屋大 4:07.13 

6位 今岡 佑斗 (3)名古屋大 4:09.08 

10位 乙守倫太朗(4)京都大 4:12.84 

11位 西川 洸平(1)京都大 4:15.40 

 

→6点獲得 

 

猛烈なスパートで優勝を飾った足立(４) 

 

男子 5000m 

《決勝》 

1位 清水 厚佑 (4)京都大  14:55.14 

2位 足立 舜(4)京都大  14:59.71 

3位 重田 直賢 (3)名古屋大 15:08.75 

4位 林 亮佑 (3)北海道大 15:11.08 

5位 河﨑 憲祐 (2) 名古屋大 15:23.28 

6位 千々松皇陽 (3)九州大  15:44.04 

11位 鈴木洋太郎 (4)京都大  16:09.32 

 

→11点獲得 

 

序盤からレースを引っ張る京大の 3選手 

 

男子 110mH 

《予選 3組２＋２》 

1組 中村 鮎夢 (3)京都大 4着 16.45/+2.1 

2組 酒井 良佑 (4)京都大  DNS 

3組 永田 智季 (4)京都大 1着 15.04/+1.7  

Q 

 



《決勝》  風速-0.1 

1位 釜谷 拓磨 (3)北海道大 14.59 

2位 齋藤 晃汰 (2)東北大  14.77 

3位 宮原 翔太 (4)名古屋大  14.82 

4位 齋藤 岳 (２)名古屋大 14.93 

5位 根本 大輝 (2)東北大 15.39 

6位 岡田 幹太 (2)東北大 15.69 

8位 永田 智季 (4)京都大 16.01 

 

 

男子 400mH 

《予選 3組 2+2》 

1組 岩崎 光起 (2)京都大 2着 58.10 Q 

大学初 

2組 酒井 良佑 (4)京都大 1着 55.54 Q 

3組 金盛 圭悟 (1)京都大 2着 57.89 Q 

大学初 

 

《決勝》 

1位 田中 塁 (3)九州大  52.10 

2位 酒井 良佑 (4)京都大 54.01 自己新 

3位 二ノ神 遼 (4)東北大 54.27 

4位 蔵 浩暉(2)名古屋大 55.91 

5位 岡田 幹太(2)東北大 55.97 

6位 岩崎 光起 (2)京都大 57.37 大学新 

8位 金盛 圭悟 (1)京都大 59.44 

 

→6点獲得 

 

果敢な走りを見せた酒井(４) 岩崎(２) 

 

 

男子 3000mSC 

《決勝》 

1位 森川 陽之 (4)名古屋大 9:20.88 

2位 吉村 柊太 (4)京都大 9:29.69 

3位 足立 舜  (4)京都大 9:33.97 

4位 野中 大地 (4)九州大 9:38.46  

5位 嶋田 舜紀 (2)北海道大 9:40.48  

6位 小川 海里 (1)名古屋大 9:41.27 

8位 市原 詩音 (2)京都大 9:55.60 

 

→９点獲得 

 

男子 5000mW 

《決勝》 

1位 大島 涼賀 (2)名古屋大 22:29.33 

2位 平岡 拓 (4)京都大 22:32.46 自己新 

3位 池田 尚平 (3)京都大 23:31.59 

4位 辻本 隆文 (3)東北大 23:52.36 

5位 伊里 友希 (2)名古屋大 24:11.41 

6位 冨田 尚希 (3)名古屋大 24:40.66 

7位 尾原 翔 (2)京都大 25:19.91 大学初 

 

→9点獲得 

 

先頭集団で勝負する平岡(４)・池田(３) 

 

男子 4×100mR 

《決勝》 

1位 東北大(上村-新山-西尾-齋藤) 41.26  

2位 名古屋大(山本-髙間-宮原-鳥居) 41.33 



3位 京都大(山田慎-田中大-村田-仲村)41.72 

4位 九州大(田中-小川-黒澤-執柄) 42.81 

5位 北海道大(久保-大野-神田-白井) 43.08 

 

→4点獲得 

 

男子 4×400mR 

《決勝》 

1位 京都大(前田-藤田-中尾-室)   3:19.19 

2位 東北大(斉藤-二ノ神-吉田-片桐)  3:21.11 

3位 名古屋大(小島-蔵-蔵-大久保)  3:21.39 

4位 九州大(田中-執柄-大鷲-梁)  3:25.29 

5位 北海道大(神田-白井-杉原-林) 3:26.25 

 

→6点獲得 

 

先頭を死守し総合優勝を決めたアンカーの室(３) 

 

男子走高跳 

《決勝》 

1等 山中 駿 (１)京都大 2m09 

2等 大平 海史 (2)名古屋大 2m06 

3等 嶋崎 雄飛 (2)東北大 1m95 

4等 鴛原 泰輝 (2)京都大 1m90 大学新 

5等 平山 朝陽 (1)東北大 1m85 

6等 根本 大輝 (２)東北大 1m85 

7等 井上 裕介 (３)京都大 1m80 大学初 

 

→9点獲得 

 

初の七大戦で優勝を掴んだ山中(１) 

 

男子棒高跳 

《決勝》 

1等 藤 虎康 (2)九州大 4m20  

2等 圓山 遥斗 (1) 北海道大 4m20 

3等 佐々木 玲 (4)東北大 4m10 

4等 佐藤陸斗 (2)東北大 3m80 

5等 黒石 広祐 (１)東北大 3m60 

6等 今西 直 (3)京都大 3m40  

8等 深井 颯一郞 (1)京都大 2m80 自身初 

黒川 泰暉 (4)京都大  NM 

 

→1点獲得 

 

男子走幅跳 

《決勝》 

1等 村田 憧哉(4)京都大 7m06/-1.6 自己新 

2等 齋藤 啓(2)京都大 7m04/+0.2 大学新 

3等 仲村 快太 (4)京都大 6m95/-0.1  

4等 太田 匠哉 (３)九州大 6m89/+1.8 

5等 市川 忠樹 (２)名古屋大 6m79/+0.6 

6等 渡邊 啓暉 (4)北海道大学 6m71/+1.0 

 

→15点獲得 

 



 

自己新で優勝しスコンクを達成 村田(4) 

 

男子三段跳 

《決勝》 

1等 梶 慎介 (2)京都大 14m89/-1.2 

2等 齋藤 啓 (2)京都大 14m40/-0.6 

3等 岩井 響平 (4)京都大 14m35/±0.0  

自己新 

4等 諏訪 玄樹 (4)名古屋大 14m24/+0.3 

5等 浅田 朋来 (3)九州大 14m21/+0.8 

6等 大木島 壮 (３)東北大 14m04/+0.9 

 

→15点獲得 

 

男子砲丸投 

《決勝》 

1等 中村 龍彦 (3)名古屋大 13m62 

2等 眞鍋 聡志 (3)京都大 13m47  

自己新、京大新 

3等 松本 大輝 (4)九州大 11m99 

4等 糀 翔太 (２)名古屋大 10m66 

5等 鄭  晟皓 (4)京都大  9m96  自己新 

6等 青木 秀磨 (1)北海道大 6m97 

 

→7点獲得 

 

 

86年ぶりに京大記録を更新 眞鍋(3) 

 

男子円盤投 

《決勝》 

1等 安岡 大生 (2)名古屋大 36m70 

2等 中村 龍彦 (3)名古屋大 36m62 

3等 糀 翔太 (2)名古屋大 35m99 

4等 眞鍋聡志 (３)京都大 35m19 

5等 松本 大輝 (４)九州大 34m50 

6等 安藤 正貴 (１)京都大 28m73  自身初 

7等 鄭 晟皓 (4)京都大 26m67 

 

→4点獲得 

 

男子ハンマー投 

《決勝》 

1等 中村 龍彦 (3)名古屋大 46m88 

2等 爲本 龍汰 (4)北海道大 41m39  

3等 柳生 憲伸 (3)名古屋大 31m23  

4等 眞鍋 聡志 (3)京都大 27m14 自己新 

5等 糀 翔太 (２)名古屋大 25m72 

6等 中井 優介 (4)北海道大 19m29 

7等 安藤 正貴 (１)京都大 13m31 自身初 

岡本 亜哲 (１)京都大 DNS 

 

→3点獲得 

 

 

 



男子やり投 

《決勝》 

1等 松岡 幹也 (3)名古屋大 60m08  

2等 山野 陽集 (4)京都大  54m40  

3等 根本 大輝 (2)東北大 53m89 

4等 青木 秀磨 (１)北海道大 52m01 

5等 河野 颯平 (３)九州大 51m51 

６等 小坂井克也 (３)名古屋大 45m98  

7等 今西 直 (３)京都大 45m49 

岡本 亜哲 (1)京都大 DNS 

 

→5点獲得 

 

2位に入り力を見せた山野(４)の投擲 

 

女子 100m 

《予選 2組 3+2》 

1組 奥村 夏子 (4)京都大 4着 13.66/+1.2 

2組 三好 紗椰 (２)京都大 3着 12.99/-0.7 

 Q 

 

《決勝》 風速-2.2 

1位 祖父江真子 (２)名古屋大 12.39 

2位 小林はづき (３)名古屋大 12.92 

3位 米山 寧音 (３)九州大 12.96 

4位 入江 明歩 (２)北海道大 13.09 

5位 三好 紗椰 (２)京都大 13.16 

 

女子 400m 

《決勝》 

1位 菅田 理乃 (1)東北大  57.94  

2位 入江 明歩 (2)北海道大 59.75  

3位 山崎萌々子 (3)東北大 1:00.88 

4位 丹羽 優菜 (２)名古屋大 1:03.19 

5位 西川 真悠 (4)京都大  1:03.53 

 

女子 800m 

《決勝》 

1位 小川 明音 (4)東北大 2:14.48  

2位 吉良 瑞希 (2)九州大 2:18.50  

3位 西川 真悠 (4)京都大 2:22.88  

4位 鷲谷 苑子(３)北海道大 2:31.91 

5位 日野谷レナ (2)京都大 2:39.97 

 

→2点獲得 

 

女子 3000m  

《決勝》 

1位 藤本 涼 (4)京都大 10:40.32  自己新 

2位 中村沙和子 (4)北海道大 11:02.65 

3位 溝江 悦子 (3)九州大 11:05.22 

4位 藤本のどか (3)京都大 11:20.44 

 

→5点獲得 

 

後半ペースを上げ後続を突き放し優勝 藤本(4) 

 

女子 100mH 

《決勝》 風速+1.1 

1位 坂口なつこ (1)名古屋大 15.10 

2位 山崎萌々子 (3)東北大 15.35  



3位 百合草美優 (2)名古屋大 15.60  

4位 新保 歩 (1)京都大 16.48  大学初 

 

走高跳で自己新などタフさを見せた新保(１) 

 

女子４×100mR 

《決勝》 

１位 名古屋大(小林-祖父江‐坂口‐中村) 48.46 

GR 

２位 東北大(須藤-伊藤-原田-山崎) 50.83 

3位 京都大(新保-三好-小西-森尾) 51.43 

4位 九州大(渡邊-米山-藤井-石井) 52.36 

 

→2点獲得 

 

3走小西(３)から森尾(２)へのバトンパス 

 

女子走高跳 

《決勝》 

1等 中村 友香 (３)名古屋大 1m63 

2等 小西 菜月 (３)京都大 1m60 

自己新タイ 

3等 百合草美優 (２)名古屋大 1m50 

4等 新保  歩 (１)京都大 1m45 

大学初、自己新 

4等 原田萌々子 (１) 東北大 1m45 

 

→3.5点獲得 

 

女子走幅跳 

《決勝》 

1等 小林はづき (３)名古屋大 5m49/-0.6 

2等 伊藤 未空 (２)東北大 5m22/+1.4 

3等 小西 菜月 (3)京都大 5m07/+2.0 

         自己新 

4等 石井 晶子(１)九州大 5m05/+0.2 

6等 新保 歩(1)京都大 4m58/+0.8 

大学初 

 

→2点獲得 

 

多種目で得点をもたらした小西(3) 

 

女子砲丸投 

《決勝》 

1等 畠山 千果 (３)東北大 10m45 

2等 小西 菜月 (３)京都大 9m27 自己新 

3等 芦立 美春 (２)東北大 8m31 

4等 清水 優香 (４)名古屋大 8m15 

 

→3点獲得 

 

 



女子やり投 

《決勝》 

1等 篠田 佳奈 (１)京都大 40m32 

2等 小西 菜月 (３)京都大 33m82 自己新 

3等 芦立 美春 (2)東北大 29m96 

4等 畠山 千果 (3)東北大 27m33 

 

→3点獲得 

 

圧巻の投擲で優勝 篠田(１) 

 

例年は七大戦詳細を設けておりますが、今大会は

無観客開催ということで割愛させていただきます。 

代替として試合の動画をYouTubeに限定公開し

ておりますので、以下のリンクよりご覧いただけれ

ば幸いです。 

※HP 版ではリンクは掲載しておりません 

 

 

③記録会等の結果 

《2021山城陸上競技協会第 2回記録会》 

太陽が丘 

2021年 7月 24日 

▼男子 100m 

芦田 開  11.76 ±0.0  

川端 将貴  11.86 ±0.0  

▼男子走幅跳 

中川 遥仁  6m11 +0.6 
大学初 

自己新 

紀之定玲司  6m07 -1.6 大学初 

▼女子 100m 

後藤 加奈  13.40 -0.5  

▼女子 400m 

藤林 悠希  1:01.25  

▼女子 1500m 

高木穂乃香  5:34.22 大学新 

 

《加古川選手権》 

加古川運動公園 

2021年 8月 1日 

▼男子 100m 

川端 将貴  11.95 -1.5  

 

《第 1回学連競技会》 

ヤンマーフィールド長居 

2021年 8月４～５日 

▼男子 100m 

武波 夏輝  10.78 +0.9 自己新 

湯谷 樹生  11.23 +0.9  

野田 真志  11.39 +0.1 自己新 

▼男子 200m 

武波 夏輝  22.18 -2.0 自己新 

伊藤 智也  22.77 +0.7 自己新 

野田 信志  23.08 +1.6 自己新 

中喜多和孝  23.18 +1.6 自己新 

▼男子 400m 

小原 幹太  49.51  

伊藤 智也  49.57 
自己新

タイ 

水野 廉也  50.68  

岩本 翔太  53.37 大学初 

宮園 隼人  54.45  

▼男子 800m 

土屋維智彦  2:00.23  

山田 大智  2:02.63  

▼男子 1500m  

鈴木洋太郎  4:03.82 自己新 



川井 景太  4:08.70 大学新 

宍倉 隆浩  4:27.68 大学初 

潮崎 羽  4:29.89 自己新 

三嶋 友貴  4:30.31 自身初 

宮澤 知希  4:32.44 
大学初 

自己新 

斎藤 優成  4:34.36 
大学初 

自己新 

池田 幹  4:45.20 大学初 

▼男子三段跳 

中川 遥仁  13m16 +0.9 
大学初 

自己新 

▼男子十種競技 

長谷川 隼  5530点 自身初 

100m  11.72 -1.5 
大学初 

自己新 

走幅跳  6m09 +0.9 自身初 

砲丸投  8m12 自身初 

走高跳  1m65 
大学初 

自己新 

400m  52.07 
大学初 

自己新 

110mH  15.71 -1.7  

円盤投  22m72 自身初 

棒高跳  3m20 自身初 

やり投  44m16 自身初 

1500m  4:49.78 自身初 

五十嵐隆皓  5148点  

100m  12.23 -1.5  

走幅跳  5m91 +1.6  

砲丸投  8m62  

走高跳  1m70  

400m  53.13  

110mH  16.92 -2.8  

円盤投  23m49  

棒高跳  3m40  

やり投  32m00  

1500m  4:53.54  

▼女子 200m 

三好 紗椰  26.57 -0.1  

西川 真悠  28.64 +0.2 自身初 

▼女子 400m 

西川 真悠  1:02.98  

▼女子 800m 

藤本 涼  2:27.84 自己新 

日野谷レナ  2:39.28  

高木穂乃香  2:39.97 自己新 

▼女子 1500m 

中野 紗希  4:52.95  

藤本 涼  4:56.69 自己新 

西川 真悠  5:32.50  

高木穂乃香  5:32.95 大学新 

周藤 紗季  5:57.53 自身初 

▼女子 100mH 

藤林 悠希  16.21 +0.1  

▼女子 400mH 

藤林 悠希  1:07.60  

▼女子円盤投 

中芝 美玖  35m02  

▼女子七種競技 

小西 菜月  3878点  

100mH  16.53 +1.3  

走高跳  1m60 
自己新

タイ 

砲丸投  8m97  

200m  30.53 -2.6  

走幅跳  4m89 +1.8  

やり投  32m39  

800m  2:43.69  

新保 歩  3467点 大学初 

100mH  16.99 +1.3  

走高跳  1m40  

砲丸投  7m96 大学初 

200m  28.81 -2.6 大学初 



走幅跳  4m45 +1.7  

やり投  20m58 大学初 

800m  2:31.38 大学初 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④新幹部のおしらせ 

役職 氏名 フリガナ パート 連絡先 

主将 

投擲 PC 
眞鍋 聡志 マナベ サトシ 投擲  

女子主将 小西 菜月 コニシ ナツキ 混成  

副将 

競歩 PC 
池田 尚平 イケダ ショウヘイ 競歩  

副将 

中距離

PC 

山田 大智 ヤマダ ダイチ 中距離  

短短 PC 高橋 惇寿 タカハシ アツトシ 短短  

短長 PC 室 和希 ムロ カズキ 短長  

ハードル

PC 
田中 宏樹 タナカ ヒロキ ハードル  

跳躍 PC 坂本 璃月 サカモト リツキ 跳躍  

混成 PC 今西 直 イマニシ スナオ 混成  

渉外主務 川口 修大 カワグチ シュウト 中距離  

学連主務 山口 佐助 ヤマグチ サスケ 中距離  

体育会主

務 
松岡 健 マツオカ ツヨシ 中距離  
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