
 

 

 

 

 

 

 

 

関西学生駅伝展望号 

令和 3(2021)年 11月 16日発行 

 

 

 

−目次− 

①長距離 PC挨拶・監督挨拶 

②関西学生駅伝展望 

③京阪神戦結果 

④京阪神戦OB様名簿 

⑤記録会等の結果 

No.6 



①長距離 PC挨拶・監督挨拶 
《長距離 PC挨拶》 

平素より京都大学陸上競技部へのご支援ご声援、誠にありがとうございます。 

来る 11 月 20 日（土）7 時 45 分より、京都府北部丹後地域にて第 83 回関西学生対校駅伝競

走大会が開催されます。 

昨年度の関西学生駅伝では 48 年ぶりの 4 位に沸いたチームではありましたが、今年の全日

本大学駅伝の関西地区予選（伊勢予選）では、全日本出場を勝ち取った大阪経済大学に 5分 45

秒も遅れての全体 7 位と、厳しい現実を突きつけられました。その現実を前に改めて各自が自ら

の取り組みやチームとして目指すべき姿を見つめなおし、この関西学生駅伝では再び 3 位を目標

として臨むことといたしました。 

今年は例年以上に各大学の実力が拮抗しております。また 3 位を狙うにあたって競合すること

になるであろう京都産業大学や大阪経済大学、関西大学、びわこ学院大学などのいずれも先日

の関西インカレなどではチームとして好調を感じさせる結果を残しており、これらに競り勝っての 3

位というのは全く容易な目標ではございません。 

しかし我々京都大学にとっても、今年の関西学生駅伝は、この4年間京大長距離を自らの競技

力で以て再び高い目標を掲げられるチームへと引っ張りあげてくれた足立、清水の両エースにと

ともに戦う集大成の駅伝となります。そんな 4回生のこの 4年間での成長はもちろん、これからの

京大長距離を引っ張っていく選手たちの活躍にも注目して応援いただけると幸いです。今年も

「強い京大」の姿を丹後路でお見せする覚悟です。 

昨年に引き続き無観客開催となり、京大の戦う姿を直接蒼穹会の皆様に見ていただけないこと

は残念至極でありますが、我々は 1 つでも前へと貪欲に攻め続ける姿勢を片時も忘れずに、全部

員一丸となって 84.1km を駆け抜けてまいります。LIVE 中継なども予定されておりますので、ご

多忙の中とは存じますがどうか熱い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長距離パートチーフ 鈴木洋太郎 

 

 

《監督挨拶》 

11月 20日(土)に第 83回関西学生駅伝が京丹後地域にて行われます。今年度は昨年度の 4

位という順位を超える 3位を目標に掲げています。 

関西インカレなどの様々な対校戦で大きな戦績を残してきた足立(4)、清水(4)、鈴木(4)を軸

にした安定感のあるオーダーに加え、今年度大きく実力を伸ばした津吉(M1)やコース適正があ

る宍倉(1)などの抜擢には非常に期待がかかるところです。全日本大学駅伝の予選会では多くの

選手が守りのレースを展開してしまい、実力が出しきれず不発に終わりました。長距離パートとし

てこの結果を重く受け止め、関西学生駅伝に向けて準備をして参りました。 

今回の 3 位という目標は 1960 年以来獲得できていない順位です。約 60 年ほど取れていな

い順位に挑戦することになり、私たちはこの目標に挑戦できることに誇りを持っております。今回

は攻めたレースを全員がしなければならないほど厳しい戦いになることが予想されますが、誇りや

期待を乗せた襷を胸に京丹後を走り抜けていきます。 

未だにコロナ禍の余波が残るところではありますが、関西学連や京丹後地区の関係者の皆様、

周辺住民の皆様のご尽力とご協力のおかげで関西学生駅伝が開催されました。凌ぎを削りなが

ら襷を繋ぐことができることに感謝申し上げます。 

蒼穹会の皆様におかれましては、いつも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。直接応援いただくことができないことが遺憾でございます。インターネットにて駅伝の様子



が放映される予定なので、こちらからご覧になっていただければ幸いです。遠方からとなりますが、

どうか大きな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関西学生駅伝展望 
丹後地域コース(久美浜浜公園～宮津市役所前)（8区間・84.1㎞） 

令和 3年 11月 20日（土） 

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 
9.0㎞ 

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 
7.7㎞ 

3区 七竜峠ロードパーク～浅茂川漁港～小浜キャンプ場前 7.0㎞ 

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 
9.8㎞ 

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 
12.3㎞ 

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 
13.3㎞ 

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 
13.3㎞ 

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 

11.7㎞ 

※第 3中継所以降で 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。 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、昨年度に引き続き無観客での開催となります。 

 

 

【出場校】 

シード校(10校) 

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

・大阪経済大学 ・関西大学 ・龍谷大学 ・近畿大学 ・大阪体育大学 

 

記録審査突破校(12校) 

・大阪大学 ・同志社大学 ・神戸大学 ・大阪学院大学 ・放送大学関西 ・佛教大学 

・甲南大学 ・神戸学院大学 ・兵庫県立大学 ・大阪市立大学 ・大阪府立大学 ・和歌山大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【出場選手紹介】 

区間情報等は部外秘でございます。関西学連からの公式オーダー発表の前に漏洩がございませ

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 9.0㎞ 相澤 航 M2 
15:10.67 

(15:11.50) 

31:35.89 

(32:19.75) 

2区 7.7㎞ 市原 詩音 2 
15:12.84 

(15:12.84) 

32:14.04 

(32:14.04) 

3区 7.0㎞ 宍倉 隆浩 1 
１５：１３．04 

(16:49.00) 

32:19(10㎞) 

(NR) 

4区 9.8㎞ 津吉 順平 M1 
15:18.14 

(15:18.14) 

32:43.61 

(32:43.61) 

5区 12.3㎞ 清水 厚佑 4 
14:28.96 

(14:28.96) 

30:29.44 

(30:29.44) 

6区 13.3㎞ 足立 舜 4 
14:14.17 

(14:14.17) 

29:59.26 

(30:01.75) 

7区 13.3.㎞ 鈴木 洋太郎 4 
14:36.32 

(14:36.32) 

30:29.80 

(30:29.80) 

8区 11.7㎞ 吉村 柊太 4 
15:21.34 

(15:21.34) 

32:10.28 

(32:41.90) 

補欠 江端 康汰 2 
15:33.71 

(15:33.71) 

32:44.73 

(32:44.73) 

補欠 尾原 翔 2 
15:52.72 

(16:09.37) 

33:36.85 

(33:36.85) 

補欠 原 圭佑 2 
１５：５８.85 

(16:37.21) 

34:01.18 

(34:01.18) 

5000m、10000mの記録は、上段が自己記録、下段括弧内に今シーズン最高記録となります。 

 

 

【各区間の展望】 

 各区間を担う選手を紹介します。 

1区(9.0㎞) 相澤 航(M2) 

1区 9.0kmはラストイヤー相澤（M2）が担当する。駅伝の流れを決める重要な区間でありながら序盤を

中心に起伏も多く、難しい区間である。今シーズンは思うような結果が出せず苦しい思いをしてきたが、2

区以降待ち受ける後輩が走りやすい好位置で、ラストの長い直線を走る姿を見せて欲しい。 

 

 



2区(7.7㎞) 市原 詩音(2) 

中盤以降の急激な登りが特徴の 2区 7.7kmは市原（2）が走る。単独走に強い選手ということは、駅伝を

走る上での大きな強みである。今シーズンも安定した結果を収めてきたが、この大舞台でもう一段落殻を

破り、登り終えた七竜峠の中継カメラ越しに衝撃を与える走りを期待したい。 

 

3区(7.0㎞) 宍倉 隆浩(1) 

2区とは一転急激な下り坂から始まる 3区はルーキー宍倉（1）が走る。元々力のある選手であり、その上

練習でも安定して強さを示してきた。本人は緊張しているだろうが、試走等で適性を評価されての起用で

あり、また 4区以降力のある選手が控えているので怯むことなく急坂を駆け下りて欲しい。 

 

4区(9.8㎞) 津吉 順平(M1) 

序盤の起伏と後半の単調さゆえ強い精神力の求められる 4区 9.8kmはついに初の丹後である津吉

（M1）である。今シーズンもっとも力を伸ばした選手の 1人であり、距離への耐性もかなり強化してきた選

手だ。過去 3年同期久田の好走を一番そばで支えてきたが、今年はついに自分の番だ。駅伝男の魂を受

け継ぐ走りを見せて欲しい。 

 

5区(12.3㎞) 清水 厚佑(4) 

実力者の揃う 5区 12.3kmは昨年同様清水（4）である。関西上位層と台頭に渡り合える力は確実に有し

ている上、1人でも淡々とハイペースで刻めることは最大のストロングポイントである。特別なことをする必

要はないので、どんな順位で襷を受けたとしても、いつも通りの攻めの走りを求めたい。 

 

6区(13.3㎞) 足立 舜(4) 

最長 13.3kmの 6区は 3年連続で足立（4）が務める。連戦にはなるが、試合での強さは誰もが知るとこ

ろだろう。最後に登りが待っているが、目標達成のために序盤から突っ込む苦しいレースも予測される。ど

うせ苦しい思いをするなら少しでも後悔しないレース運びをして、4年間の集大成を飾りたい。 

 

7区(13.3㎞) 鈴木 洋太郎(4) 

下り基調の長距離区間 7区 13.3kmは鈴木（4）が担当する。下り坂で果敢に攻める走りは本人も自信

を持っており、距離への不安も練習の中でだいぶ克服してきた。この 4年間で成長した姿を結果で体現

し、8区吉村に少しでも走りやすい位置で渡すことで長距離チーフ最後の仕事を果たしたい。 

 

 

 



8区(11.7㎞) 吉村 柊太(4) 

目標達成を決する 8区 11.7kmは吉村（4）に託された。強い海風や天橋立の未舗装路など走りにくい区

間だが、うまく攻略すれば相手との差も一気に縮むだろう。過去 2度走った 3区ではいずれも力を出しき

れていない。3度目の丹後である今年こそは最高の笑顔で宮津市役所に帰ってきてほしい。 

 

【コース図】 

京丹後地域(久美浜浜公園～宮津市役所前) 8区間 84.1㎞ 

 
 

 

③京阪神戦の結果 
《第 57回京阪神三大学対校陸上競技大会 

兼 第 28回京阪神三大学対校女子陸上競技大会》 

服部緑地公園陸上競技場 

令和 3年 11月 6日(土) 
 

男子対校得点 

第 1位 大阪大学 126点 

第 2位 神戸大学 118点 

第 3位 京都大学 109点 

 



女子対校得点 

第 1位 京都大学 40点 

第 2位 大阪大学 34点 

第 3位 神戸大学 22点 

～対校の部～ 

▼男子 100m 

山田慎之助 ２位 10.96 +0.8  

長田 雅史 ５位 11.38 +0.2  

▼男子 200m 

藤浦 敦士 ３位 23.08 -1.2  

長田 雅史 ５位 23.48 -1.2  

▼男子４００m 

益田 椋多 ４位 ５１．９６ 大学初 

角谷 幸紀 ６位 ５２．２１  

▼男子８００m 

西川 洸平 ３位 １:５７．５４  

平山 悦章 ６位 １:５８．５３ 自己新 

▼男子１５００m 

西川 洸平 ２位 ４:１２．４６  

岡 樹生 ３位 ４:１２．９８ 大学新 

▼男子５０００m 

市原 詩音 １位 １５:１２.８４ 自己新 

江端 康汰 ５位 １５:５３.１０  

▼男子１００mH 

岩崎 光起 ３位 15.50 +0.3 
大学初 

自己新 

五十嵐 聖 ６位 19.89 +0.3 大学初 

▼男子 400mH 

岩崎 光起 ４位 56.72  

金盛 圭吾 ５位 57.14 大学新 

▼男子 4×100mR 

山田慎之助 

藤浦 敦士 

長田 雅史 

蝶野 浩平 

３位 ４３．２０  

▼男子４×４００mR 

益田 椋多 

角谷 幸紀 

金盛 圭吾 

木之下隆弘 

３位 ３:２６．６６  

▼男子走高跳 

山中 駿 1位 ２m０６  

鴛原 泰輝 ３位 １m８０  

▼男子棒高跳 

深井颯一郎 ５位 ３m００ 
自己新 

タイ 

中川 遥仁 ６位 ２m８０ 自身初 

▼男子走幅跳 

齋藤 啓 １位 ６m９９ +0.3  

梶 慎介 ２位 6m97 +0.7  

▼男子三段跳 

梶 慎介 1位 14m61 +0.2  

 齋藤 啓 ２位 14m35 +0.2  

▼男子砲丸投 

安藤 正貴 ５位 ７m５９  

宮園 隼人 ６位 ６m４１ 自身初 

▼男子円盤投 

安藤 正貴 ２位 ２７m９２  

岡本 亜哲 ５位 １９m１６ 自身初 

▼男子ハンマー投 

安藤 正貴 ２位 １９ｍ０３  

木之下隆弘 ３位 １７ｍ１１ 自己新 

▼男子やり投 

岡本 亜哲 ３位 ３５ｍ５２ 自己新 

島村 夏惟 ５位 ３３m６６ 大学初 

▼女子１００m 

三好 紗椰 ４位 １２．９５ +0.1  

▼女子 400m 



三好 紗椰 ２位 1:00.00 自己新 

▼女子８００m 

日野谷レナ ４位 ２:３８．０４ 自己新 

高木穂乃香 ５位 ２:４１．０４  

▼女子３０００m 

周藤 紗季 ３位 １１:３８．０４  

▼女子 100mH 

小西 菜月 1位 １５．４１ -１．０ 
自己新 

京大新 

新保 歩 ２位 １６．４４ -１．０  

▼女子 4×100mR 

新保 歩 

三好 紗椰 

小西 菜月 

日野谷レナ 

３位 ５４．４２  

▼女子走高跳 

小西 菜月 １位 １m６６ 

自己新 

京大新 

タイ 

新保 歩 ３位 １m４０  

▼女子走幅跳 

小西 菜月 １位 ５m０４ -０．１  

新保 歩 ３位 ４m６１ -０．１ 大学新 

▼女子砲丸投 

小西 菜月 １位 ９m４０ 自己新 

篠田 佳奈 ２位 8m34 自己新 

▼女子やり投 

篠田 佳奈 1位 43m99  

小西 菜月 ２位 34m62  

 

～オープンの部～ 

▼男子１００m 

村田 憧哉 11.11 +0.2 自身初 

前田 朝陽 11.24 +0.2 自己新 

湯谷 樹生 11.50 +0.2  

野田 真志 11.72 +0.2  

山崎 貴仁 11.73 +1.3  

黒川 泰暉 11.77 -0.1  

川端 将貴 １２．０１ +1.3  

蝶野 浩平 12.30 -1.3  

芦田 開 12.34 -1.3  

▼男子 200m 

山田 大智 24.19 +0.5 大学初 

川端 将貴 24.64 +0.5  

▼男子 400m 

田中 大智 49.53 自己新 

湯谷 樹生 57.97 自身初 

▼男子 800m 

清原 陸 1:55.25 自己新 

土屋維智彦 1:59.48  

前田 朝陽 2:03.92 自身初 

山口 佐助 2:04.07  

川口 修大 2:04.98  

鶴見 薫樹 2:05.00  

松岡 健 2:13.69  

小崎 舜真 2:14.00  

鄭 晟皓 2:24.74 自身初 

▼男子 1500m 

木村 佑 4:07.45  

川口 修大 4:08.52 自己新 

乙守倫太朗 4:15.65  

山口 佐助 4:20.79 大学初 

山田 大智 4:26.94  

高山 兼輔 4:28.44  

松岡 健 4:33.95  

小井 稜真 4:39.94 自身初 

▼男子１１０ｍH 

永田 智季 15.23 +0.1  

酒井 良佑 15.51 +0.1  

鄭 晟皓 17.47 +0.1  

▼男子 400mH 

酒井 良佑 55.05  

長谷川 隼 ５５．７３  

平野 亘 56.47  



五十嵐隆皓 58.09  

三神 惇志 59.27 自身初 

小原 幹太 1:03.17 自身初 

永田 智季 1:04.60 大学初 

▼男子 4×400mR 

鶴見 薫樹 

乙守倫太朗 

川井 景太 

川 俊太 

3:30.45  

山田 大智 

山口 佐助 

松岡 健 

川口 修大 

3:36.96  

眞鍋 聡志 

野田 信志 

木村 佑 

三神 惇志 

3:39.38  

今西 直 

松井 そら 

鄭 晟皓 

五十嵐隆皓 

3:41.04  

平山 悦章 

岡 樹生 

高山 兼輔 

西川 洸平 

3:41.62  

▼男子棒高跳 

五十嵐隆皓 3m60  

▼男子走幅跳 

田中 大智 6m72 -1.7 大学初 

紀之定玲司 6m53 -0.3 自己新 

松本 良平 6m18 +0.3 大学初 

坂本 璃月 6m18 +03  

室 和希 6m17 -0.1 自身初 

鄭 晟皓 6m15 +1.2  

黒川 泰暉 5m97 +0.3 自身初 

▼男子三段跳 

井上 裕介 14m16 ±0.0 自己新 

村田 憧哉 13m71 +0.3  

山中 駿 13m70 +0.1  

松本 良平 13m25 ±0.0 大学新 

中川 遥仁 13m16 +0.5 
自己新

タイ 

五十嵐隆皓 12m91 +0.1  

田中 大智 12m12 -0.2 自身初 

高橋 惇寿 11m48 +0.1 自身初 

紀之定玲司 NM   

▼男子円盤投 

五十嵐隆皓 23m08  

▼男子砲丸投 

鄭 晟皓 9m53  

五十嵐隆皓 8m17  

▼男子やり投 

澤田 剛 55m11  

山野 陽集 53m04  

加藤 寿昴 49m57 大学新 

今西 直 47m60 自己新 

松井 そら 44m46  

鄭 晟皓 34m３９  

五十嵐隆皓 ３２m２７  

▼女子 100m 

稲原 南穂 13.98 +0.3  

西川 真悠 13.99 +0.3  

鈴木 綾奈 14.68 +0.3  

▼女子 400m 

西川 真悠 1:03.24  

高木穂乃香 1:11.26 自身初 

▼女子 3000m 

中野 紗希 10:14.18 大学新 

▼女子 4×400mR 

鈴木 綾奈 

中野 紗希 

中芝 美玖 

稲原 南穂 

4:34.48  

西川 真悠 

周藤 紗季 
4:47.61  



日野谷レナ 

高木穂乃香 

▼女子円盤投 

中芝 美玖 37m26  

▼女子やり投 

中野 水貴 40m27  

 

④京阪神戦OB様名簿 

鯉谷 忠夫 様(S41) 

森本 正幸 様(S41) 

藤原 忠義 様(S41) 

山本 和賢 様(S43) 

勝村 弘也 様(S44) 

染川 武博 様(S45) 

中村 茂夫 様(S48) 

池本 忠司 様(S49) 

桂 総一郎 様(S51) 

三好 稔彦 様(S52) 

真野 勝文 様(S53) 

熊谷 元 様(S59) 

 

今大会は来場人数を制限しての有観客で行われ

ました。ご来場くださった OB の皆様、この度はあ

りがとうございました。 

感染症が落ち着き、皆様に会場まで気兼ねなくお

越しいただける日を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤記録会等の結果 

《秩父宮賜杯 

第 53回全日本大学駅伝対校選手権大会》 

熱田神宮西門前～伊勢神宮内宮宇治橋前 

令和 3年 11月 7日 

▼7区 17.6㎞ 

足立 舜 

(日本学連選抜) 
54:54 

区間 15位 

タイ 
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