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①前長距離 PC挨拶･現長距離 PC挨拶･監督挨拶 

《前長距離 PC挨拶》 

平素より京都大学陸上競技部へ多大なるご支援ご声援をくださり、誠にありがとうございます。 

さて、去る 11 月 20 日、京都府北部丹後地域にて行われました第 83 回関西学生対校駅伝競

走大会において、京都大学は昨年度を上回る 3 位を目標に臨みましたが、結果は 3 位の関西学

院大学に 4 分 24 秒遅れての第 6 位という成績に終わりました。オーダーを組んだ段階から、前

半区間はかなり「賭け」に出たオーダーでありましたが、各大学が全力で挑んでくるこの丹後の舞

台においてその「賭け」を成功に導くだけの力がありませんでしたし、なにより「賭け」に出ないと目

標を達成できないようなオーダー、戦力しか揃えられなかったこのチームでは立命館大学、関西

学院大学、京都産業大学という「3 強」には到底太刀打ちできないという厳しい現実をまざまざと

突き付けられました。 

2 年前には喜べた順位かもしれませんが、今の私たちにとって 6 位というのは、何が何でも死

守しなければならない最低限の順位です。6位という結果にこのような価値づけを出来るようにな

ったことに対し、長距離パートがこの数年で成長した、強くなった証だと評価してくださる方もいら

っしゃいますが、これは足立や清水といった数人の「強い」選手の活躍に依存しての成績であるこ

ともまた否定しようのない事実であります。 

毎年選手が入れ替わる大学陸上においては、やはり継続的に選手の力を高め、伸ばすことので

きる環境を整えていくことが不可欠です。そういった点で今年最低限死守した、次年度の伊勢予

選のシード権を活かし、今年の敗北をたたき台として、チームの、またチームを構成するすべての

選手が自らの力を高めていくことを期待したいと思います。 

最後になりましたが、蒼穹会の皆様におかれましては、このような社会情勢の中でも変わらず京

大陸上部へのご支援ご声援をくださり、本当にありがとうございました。 

京都大学陸上競技部前長距離パートチーフ 鈴木洋太郎 

 

《現長距離 PC挨拶》 

関西学生駅伝が終わり、12 月 5 日に長距離の代替わり後初の対校戦となる京都駅伝が行わ

れました。無観客開催という状況の中でも激励の言葉をかけていただいたり変わらぬ応援をして

くださった皆様、誠にありがとうございました。 

総合 2:14.10 で 5 位、目標としていた 4 位には 27 秒及ばずという結果でした。駅伝全体の

流れを見れば、鍵となる序盤の 1・2区で踏ん張り 3・4・5区で差を詰め最終 6区で競るという形

で事前に我々が予定していたような試合運びとなりました。経験の少ないメンバーが中心での戦

いではありましたが、大学入学後初駅伝となるメンバーを含めて各個人が期待通りの走りをした

ことで持ちタイムでは上回っていた佛教大学に勝つことができました。これは今後に向けて希望の

持てる結果だったと言えます。 

しかし試合運びとしては十分なものだった言える中でターゲットとしていた龍谷大に勝てなかっ



たことは、それすなわち根本的に実力不足であると示してしまったことに他なりません。伊勢予選

に目を向けると来年度の出雲大学駅伝の関西枠は４ですが、全日本大学駅伝の関西枠は 3 のま

まです。関西学生駅伝の出走者を見ていただければわかるように 2021 年度は 4 回生に大きく

頼ったチームでした。これらの大会への出場を本気で目指すなら今回京都駅伝を走ったメンバー

だけでなくサポートに回ってくれたメンバーを含めたパート全体の底上げが必要不可欠となります。

冬練を越え来シーズンを迎えたときにひと回りもふた回りも強くなった姿をお見せできるように、

改善できるところは徹底的に見直し、欲と覚悟を持った取り組みをして参りたいと思っております。 

蒼穹会の皆様におかれましては、日頃より多大なるご支援・ご協力をいただきありがとうござい

ます。この場をお借りしてお礼申し上げます。結果でお返しできるよう長距離部員一同精進してい

く所存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。 

京都大学陸上競技部現長距離パートチーフ 髙橋 侃凱 

 

《監督挨拶》 

11 月 20 日に関西学生駅伝が丹後地域にて行われました。結果は 6 位となり、目標を 3 位と

大きく掲げていたことも乗じて非常に悔しい駅伝となりました。 

近年の長距離の活躍を鑑みるに、3位の目標は決して届かない目標ではなかったはずです。各

区間でも大きなミスはなかったものの、攻めたオーダーは最大限発揮されず、大きく殻を破ること

もありませんでした。実力通りの力を出すだけでは関西のトップ層とはまだまだ戦えないと痛感し

ました。 

ただ、6 位という結果はここ数年を振り返るとかなり高い順位です。それでもこの結果を悔しい

と思えるのは、長距離パートの水準が上がったことを意味しています。関西のトップ層に上り詰め

ることを目標に掲げられるのは、長距離パートの努力の賜物です。 

また、12月 5日に京都駅伝が行われました。4位を目標にしていたところ 5位となりました。長

距離パート新体制としての初陣となりましたが、惜しくも目標に及びませんでした。1 区から 4 位

が見える位置で襷を繋ぎ続けており、最終区では 1 秒差に迫る奮闘を見せましたが実力が 1 歩

及ばずでした。中には好走などもありましたが、単純な実力差を見せつけられる結果となりました。 

今回の両駅伝を糧に来年度も関西インカレ、伊勢予選、関西学生駅伝を戦うべく日々精進して

いきます。 

最後になりますが、いつも変わらぬご支援ご声援をいただく蒼穹会の皆様には感謝申し上げま

す。今後とも変わらぬ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関西学生駅伝結果 

《第 83回関西学生駅伝対校駅伝競走大会》 

令和 3年 11月 20日  

丹後地方コース 8区間 84.1㎞ 

順

位 
大学名 

第 1区 第 2区 第 3区 第 4区 第 5区 第 6区 第 7区 第 8区 

9.0㎞ 7.7㎞ 7.0㎞ 9.8㎞ 12.3㎞ 13.3㎞ 13.3㎞ 11.7㎞ 

１ 
立命館大 

(4:16:20) 

大森駿人 山崎皓太 松嶋 陸 永田一輝 谷口晴信 中田千太郎 山田真生 高畑凌太 

(1)27:33 (1)52：56 (1)1:13:35 (1)1:43:52 (2)2:20:54 (2)3:02.39 (1)3:41:11 (1)4:16:20 

(1)27.33 (2)25:23 (3)20:39 (1)30:17 (3)37.02 (5)41:45 (1)38:32＊ (1)35:09 

２ 

京都 

産業大 

(4:17:36) 

坂口博基 吉成啓介 北澤涼雅 粟井駿平 時岡宗男 小嶋郁依斗 浦田昴生 泉 海地 

(6)27:58 (6)53:51 (2)1:13:48 (3)1:45:30 (3)2:22:08 (3)3:02:55 (2)3:42:12 (2)4:17:36 

(6)27:58 (8)25:53 (1)19:57 (5)31:42 (2)36:38 (2)40:47 (2)39:17 (2)35:24 

3 

関西 

学院大 

(4:18:51) 

井出翔琉 清水皓太 田中優樹 佐藤良祐 上田颯太 守屋和希 今井由伸 中尾心哉 

(2)27:37 (2)53:27 (3)1:14:19 (2)1:45:17 (1)2:20:48 (1)3:01:35 (3)3:42:29 (3)4:18:51 

(2)27:37 (5)25:50 (6)20:52 (2)30:58 (1)35:31＊ (2)40:47 (8)40:54 (5)36:22 

4 
関西大 

(4:20:04) 

伊藤 仁 池村剛志 前田颯真 坂東壮琉 大高 肇 亀田仁一路 嶋谷鐘二郎 坊池一真 

(8)28:03 (4)53:49 (5)1:14:36 (7)1:46:50 (6)2:24:01 (4)3:03:48 (4)3:43:59 (4)4:20:04 

(8)28:03 (4)25:46 (5)20:47 (10)32:14 (5)37:11 (1)39:47 (5)40:11 (4)36:05 

5 

大阪 

経済大 

(4:22:14) 

) 

島野和志 楠本拓真 杉本翔 藤村晴夫 佐々木凛太

郎 

中角航大 藤原亮太 杉本平汰 

(12)28:19 (8)54:09 (7)1:14:55 (6)1:46:42 (5)2:23:59 (5)3:06:09 (5)3:46:32 (5)4:22:14 

(12)28:19 (5)25:50 (4)20:46 (6)31:47 (6)37:17 (8)42:10 (6)40:23 (3)35:42 

6 
京都大 

(4:23:15) 

相澤航 市原詩音 宍倉隆浩 津吉順平 清水厚佑 足立 舜 鈴木洋太郎 吉村柊太 

(17)28:28 (12)54:40 (10)1:16:18 (11)1:48:57 (9)2:26:05 (6)3:06:53 (6)3:46:35 (6)4:23:15 

(17)28:28 (9)26:02 (11)21:38 (13)32:39 (4)37:08 (4)40:48 (3)39:42 (6)36:40 

7 

びわこ 

学院大 

(4:23:58) 

永井友也 西谷太一 川瀬翔太 九野耀太 小久保星音 井上亮真 杉岡洸樹 兵頭拓真 

(4)27:52 (7)53:55 (4)1:14:41 (5)1:46:31 (7)2:25:15 (7)3:07:24 (7)3:47:08 (7)4:23:58 

(4)27:52 (10)26:03 (2)20:36 (9)32:00 (11)38:44 (7)41:59 (4)39:54 (7)36:50 

8 
大阪大 

(4:29:49) 

坂東 賢 小島克彦 中嶋 遼 樫山直生 江守勇貴 帶島滉生 谷河幸祐 工藤陽貴 

(10)28:11 (3)53:31 (6)1:14:37 (4)1:45:46 (4)2:23:55 (8)3:08:08 (8)3:50:34 (8)4:29:49 

(10)28:11 (1)25:20 (7)21:06 (3)31:09 (8)38:09 (13)44:13 (13)42:26 (16)39:15 

9 
近畿大 

(4:30:37) 

薮内勇也 河野真志 増田聖也 樋口航 竹山晃平 中野裕太 内田晃太 別所響 

(14)28:30 (13)54:53 (11)1:16:23 (13)1:49:21 (11)2:28:03 (10)3:10:31 (9)3:52:35 (9)4:30:37 

(14)28:30 (12)26:23 (8)21:30 (14)32:58 (10)38:42 (10)42:28 (9)42:04 (12)38:02 

10 
同志社大 

(4:31:11) 

小田裕次

郎 

清水浩介 原口泰志 松本直樹 山崎寛太 大島康成 武林悠天 太田亮爾 

(11)28:12 (11)54:32 (12)1:16:24 (9)1:48:03 (8)2:25:50 (11)3:10:42 (10)3:53:31 (10)4:31:11 

(11)28:12 (11)26:20 (12)21:52 (4)31:39 (7)37:37 (18)44:52 (14)42:49 (8)37:40 

11 
佛教大 

(4:31:30) 

櫻井晃平 松村蒼斗 升田和真 岡本 陵 古谷大翔 魚谷朋哉 木脇 輝 西村優斗 

(5)27:55 (10)54:25 (8)1:15:56 (8)1:47:48 (10)2:26:09 (9)3:10:16 (11)3:53:48 (11)4:31:30 

(5)27:55 (13)26:30 (9)21:31 (7)31:52 (9)38:21 (12)44:07 (19)43:32 (9)37:42 



12 
神戸大 

(4:31:58) 

佐々木太

一 

佐久間啓 横谷陸哉 篠原直生 岡田卓也 若江亮平 田上雄士 平井大誠 

(18)28:39 (9)54:19 (14)1:16:48 (12)1:49:11 (14)2:30:00 (12)3:11:53 (12)3:53:57 (12)4:31:58 

(18)28:39 (3)25:40 (17)22:29 (11)32:23 (19)40:49 (6)41:53 (9)42:04 (11)38:01 

13 
龍谷大 

(4:33:22) 

武村知浩 井上潤弥 村上真矢 朝山航大 垣内航汰 上村直輝 宮内浩志 竪山泰正 

(3)27:50 (14)54:58 (16)1:17:50 (19)1:53:05 (18)2:32:16 (15)3:14:39 (13)3:55:24 (13)4:33:22 

(3)27:50 (17)27:08 (19)22:52 (21)35:15 (13)39:11 (9)42:33 (7)40:45 (10)37:58 

14 

大阪 

体育大 

(4:35:45) 

岩田直人 中辻隼人 津田竜太朗 新井貫太 加藤優希 若林 拓 笹本 匠 尾田一翔 

(7)28:00 (5)53:50 (9)1:15:58 (14)1:49:54 (13)2:29:47 (14)3:14:03 (15)3:57:34 (14)4:35:45 

(7)28:00 (5)25:50 (13)22:08 (17)33:56 (14)39:53 (14)44:16 (18)43:31 (13)38:11 

15 

神戸 

学院大 

(4:35:58) 

辻井冬和 川端 樹 立石陽斗 鶴田慈英 谷西裕哉 近藤瑞起 嵯峨山楓汰 竹中慎裕 

(9)28:08 (15)55:03 (13)1:16:37 (10)1:48:33 (12)2:29:01 (13)3:13:44 (14)3:56:59 (15)4:35:58 

(9)２８：０８ (16)26:55 (10)21:34 (8)31:56 (17)40:28 (16)44:43 (16)43:15 (14)38:59 

16 

大阪 

学院大 

(4:38.41) 

横山志穏 金岡弘尚 岩藤綾汰 増原薫平 清水裕次郎 池嶋佳憲 下妻樹生 大石陸斗 

(19)28:40 (18)56:05 (17)1:18:28 (15)1:50:53 (15)2:31:32 (17)3:17:01 (17)3:59:20 (16)4:38:41 

(19)28:40 (18)27:25 (16)22:23 (12)32:25 (18)40:39 (19)45;29 (11)42:19 (17)39:21 

17 
甲南大 

(4:39.02) 

藤原夢記 古満 敬 杉野聖太 生田怜大 上野拓貴 児島翔太 松久保春紀 四方和志 

(20)29:20 (20)56:53 (20)1:19:25 (20)1:53:07 (17)2:32:08 (16)3:15:57 (16)3:59:17 (17)4:39:02 

(20)29:20 (19)27:33 (18)22:32 (15)33:42 (12)39:01 (11)43:49 (17)43:20 (18)39:45 

18 

大阪 

市立大 

(4:39.13) 

矢守志穏 岡嶌峻平 中田小太郎 小松優真 伏本カーデ

ィン 

三木康裕 稲葉丈人 佐野良典 

(16)28:32 (19)56:33 (18)1:18:44 (17)1:52:31 (19)2:32:35 (18)3;17:03 (18)4:00:08 (18)4:39:13 

(16)28:32 (20)28:01 (14)22:11 (16)33:47 (16)40:04 (15)44;28 (15)43:05 (15)39:05 

19 

放送大 

関西 

(4:42:51) 

阿賀康生 山口雄也 南隆之介 粟田貴明 村上将悟 中村暢宏 藤本純司 有山恵大 

(13)28:19 (17)55:13 (19)1:18:54 (18)1:53:00 (20)2:35:02 (20)3:19:46 (19)4:02:10 (19)4:42:51 

(13)28:19 (15)26:54 (20)23:41 (18)34:06 (20)42:02 (17)44:44 (12)42:24 (19)40:41 

20 

兵庫 

県立大 

(4:45:42) 

横川和輝 白髭一翔 清水祥吾 山口智也 上田晧一 森口勇輝 村上翔太 八尾知典 

(15)28:30 (16)55:05 (15)1:17:26 (16)1:51:53 (16)2:31:55 (19)3:18:43 (20)4:03:35 (20)4:45:42 

(15)28:30 (14)26:35 (15)22:21 (19)34:27 (15)40:02 (21)46:48 (21)44:52 (22)42:07 

21 

大阪 

府立大 

(4:54:52) 

前田巧巳 嵐 健太 山口龍真 宇野篤彦 芦谷晃生 宜野座金流

亜 

室元寛史 秋田健志 

(21)29:32 (21)58:48 (21)1:22:38 (21)1:57:19 (21)2:41:21 (21)3:27:44 (21)4:13:29 (21)4:54:52 

(21)29:32 (22)29:16 (21)23:50 (20)34:41 (22)44:02 (20)46:23 (22)44:52 (21)41:23 

22 
和歌山大 

(5:00:08) 

田中太一 中村憲太

郎 

山本玲於奈 水野詠介 谷岡義隆 山田貫太 坂上蒼太 和田 智 

(２２)32:23 (22)1:01:31 (22)1:25:33 (22)2:02:12 (22)2:46:03 (22)3:35:16 (22)4:18:58 (22)5:00:08 

(22)32:23 (21)29:08 (22)24:02 (22)36:39 (21)43:51 (22)49:13 (20)43:42 (20)41:10 

※＊は区間新記録 

 

③関西学生駅伝詳細 

1区 9.0㎞ 相澤 航(M2) 28:38(区間 17位・通過 17位) 

1 区を走ったのは昨年、初出場で 4 区を走った相澤(M2)。スタート直後スローペースだったが

1km 手前でペースが上がり、3:10/km 前後でひとつの大きな集団となってレースが進む。5km



過ぎてからペースが上がって集団も縦に長くなっていき、先頭集団から離れた大阪経済大、放送

大とともに併走する。その後、7km過ぎの登りで離されペースを大きく落としてしまい、ラストで順

位を 3つ落としてしまう苦しい走りとなった。先頭の立命大とは 1分 5秒差、3位龍谷大とは 48

秒差の区間 17位で、3位入賞を目指すチームとしても非常に厳しいスタートとなった。 

 

2区 7.7㎞ 市原詩音(２) 26:02(区間 9位・通過 12位) 

2区を走ったのは初出場の市原（2）。一区相澤（M2）から 17位で襷を受け取り 8秒前にいた近

畿大学と兵庫県立大学の集団に追いつき 6km 地点までその 2 校を引っ張る形で共に走る。そ

の道中で大阪市立大学と放送大学を抜かしまた最後の坂で近畿大学と兵庫県立大学を突き放し

独走状態となり、向かい風も相まってかなりペースが落ちたが神戸学院大と龍谷大も最後の登り

坂で抜かす。前の同志社大学と 8秒差の 12位で 3区宍倉（1）に襷を繋げた。 

 

3区 7.0㎞ 宍倉隆浩(1) 21:38(区間 11位・通過 10位) 

3区を走ったのは大学初の駅伝となる宍倉(1)。12位で襷を受け取り、下りでスピードに乗りつつ

前の佛教大、同志社大と差を詰めていった。2 キロすぎで、佛教大、同志社大に追いつくと同時に

近畿大に追いつかれ集団となった。上りに入ると前半のハイペースも影響して集団に離されたが、

集団が見える位置で耐えた。その後の下りから平坦で同志社大、近畿大にもう一度追いついた。 

 

4区 9.8㎞ 津吉順平(M1) 32:39(区間 13位・通過 11位) 

4 区を走ったのは初出場となる津吉(M1)。10 位で襷を 3 区の宍倉(1)から受け取り最初の 1 キ

ロ付近で前の大体大に追いつき抜かす。その前の佛教大を追うもなかなか詰まらず後ろから追

いかけてきた同志社大と近大に追いつかれ 3 キロほど並走したものの、5 キロ手前の登りで同志

社大に離される。その後の下りで一時は差を詰めたものの、海岸線での向かい風に対応できず差

を広げられてしまう。残り 2キロほどで神戸学院大にもかわされ 11位で襷を渡した。 

 

5区 12.3㎞ 清水厚佑(4) 37:08(区間 4位・通過 9位) 

5区を走ったのは清水(4)。前を走る神戸学院大とは 24秒差、同志社大とは 54秒差、佛教大と

は 1 分 9 秒差の 11 位で襷を受ける。5 区から立て直しを図るべく、序盤 2km ほどで神戸学院

大をかわし、さらに前を走る同志社大、佛教大を追う。序盤の差し込みで終始苦しい走りとなった

が、ペースの落ち込みは最小限に抑え、前 2校との差を詰めていき、終盤で佛教大を抜き 9位で

足立に襷を渡す。3 位の目標に希望を残す位置でつなぐという意味では物足りなさが残ったが、

差し込みがあった中でも持ち味の粘り強さからエース区間で区間 4位にまとめ健闘した。 

 

6区 13.3㎞ 足立 舜(4) ４０：４８(区間 4位・通過 6位) 

6区を走ったのはこの区間 3度目の足立(4)。1つ前の同志社大と 15秒差の 9位で襷を受け取

ると、最初の2kmを2'56-2'57で入って同志社大を抜き去る。その後はペースを落とすも1km

あたり 3'02 前後で刻んで前を走る大学を追っていく。9km 付近で大阪大、11.5km 付近でび

わ学大を捉え、最後の上り坂もなんとか脚を回して走りきった。関西インカレからの連戦で前年度



よりも区間記録は20秒近く遅かったものの、順位を3つ上げて6位に浮上させる走りを見せた。 

 

7区 13.3㎞ 鈴木洋太郎(4) ３９：４２(区間 3位・通過 6位) 

下り基調の 13.3km である 7 区は鈴木（4）が担当した。5 位と 44 秒差の 6 位で受け取った襷

を、3秒差まで詰めはしたもののそのまま 6位で 8区吉村に渡すことしかできず、また目標として

いた 3 位との差も開く一方であり、7 区終了時までに 3 位に立つという事前のプランからは程遠

い結果となった。区間記録だけをみれば成長も感じられる成績であったが、求められるものや目

指していたものはもっともっと高い水準であり、下り坂を利用して大阪経済大の選手に一度追い

ついた 8km以降でもっとタイムを伸ばしたかったところだ。 

 

8区 11.7㎞ 吉村柊太(4) 36:40(区間 6位・通過 6位) 

8 区を走ったのは 4 回生の吉村。前の大経大と 3 秒差、後ろのびわ学大と 33 秒差の 6 位で 7

区鈴木(4)から襷を受け取る。大経の選手が最初からかなり飛ばしていたため前を見据えつつ自

分の走りをすることに徹し、最初の 1kmを3’03で入ったのち3kmまで3’05で刻む。3-5km

は向かい風と若干の登りもありペースがやや落ちたが、すぐにペースを戻し、その後も大きく崩れ

ることなく淡々と走り 6位をキープしたままフィニッシュ。目標の 3位にこそ届かなかったが、自身

最後のレースで充実の走りを見せた。 

 

④京都学生駅伝結果 

《第 88回京都学生駅伝競走大会》 

令和 3年 12月 5日 

京都洛北コース 6区間 42.3㎞ 

 

順

位 
大学名 

第 1区 第 2区 第 3区 第 4区 第 5区 第 6区 

10.0㎞ 7.5㎞ 5.8㎞ 5.8㎞ 5.0㎞ 8.2km 

1 
立命館大 

(2:08:58) 

永田一輝 北辻巴樹 松山旭良 森田健太郎 鈴木雄太 高畑凌太 

(1)31:26 (3)54:20 (3)1:11:38 (2)1:28:52 (2)1:44:38 (1)2:08:58 

(1)31:26 (5)22:54 (1)17:18 (2)17:14 (1)15:46 (1)24:20 

2 

京都 

産業大 

(2:09:14) 

大石朝陽 中村光稀 野上千尋 小嶋郁依斗 多田颯太 大久保颯汰 

(2)31:29 (1)53:22 (1)1:10:40 (1)1:27:28 (1)1:43:38 (2)2:09:14 

(2)31:29 (1)22:17 (1)17:18 (1)16:48 (3)16:10 (3)25:36 

3 
同志社大 

(2:12:00) 

山崎寛太 松本直樹 小田裕次郎 大島康成 清水浩介 武林悠天 

(3)31:56 (2)54:13 (2)1:11:32 (3)1:29:22 (3)1:45:17 (３)2:12:00 

(3)31:56 (2)54:13 (3)17:19 (3)17:50 (2)15:55 (6)26:43 

４ 
龍谷大 

(2:13:43) 

武村知浩 宮内浩志 垣内航汰 井上潤弥 奥村孝太郎 上村直輝 

(5)32:16 (4)54:39 (4)1:12:36 (4)1:30:30 (4)1:48:16 (4)2:13:43 

(5)32:16 (3)22:23 (5)17:57 (5)17:54 (6)17:46 (2)25:27 



５ 
京都大 

(2:14:10) 

津吉順平 江端康汰 宍倉隆浩 原 圭佑 尾原 翔 市原詩音 

(6)32:17 (6)55:54 (6)1:13:43 (5)1:31:36 (5)1:48:17 (5)2:14:10 

(6)32:17 (6)23:37 (4)17:49 (4)17:53 (5)16:41 (4)25:53 

６ 
佛教大 

(2:15:45) 

櫻井晃平 升田和真 木脇 輝 馬場海人 岡本 陵 魚谷朋哉 

(4)31:59 (5)54:52 (5)1:13:21 (6)1:32:54 (6)1:49:09 (6)2:15:45 

(4)31:59 (4)22:53 (6)18:29 (6)19:33 (4)16:15 (5)26:36 

7 
滋賀大 

(2:31:24) 

尾野弘直 浅井祐輝 谷口真貴 辻 開斗 千葉祐輔 松岡 潤 

(7)34:05 (7)1:00:28 (7)1:20:19 (7)1:41:42 (7)2:00:12 (7)2:31:24 

(7)34:05 (7)26:23 (7)19:51 (7)21:23 (7)18:30 (7)31:12 

※今大会は従来と異なる新コースで行われました。今大会での各区間 1 位の記録が区間記録と

なります。 

 

 

 

⑤京都学生駅伝詳細 

第 1区 10.0㎞ 津吉順平(M１) 32:17(区間 6位・通過 6位)  

 

 

一団でスタートする 1区の選手 

(京大・津吉は写真右端) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 区を走ったのは京都駅伝初出場の津吉(M1)。ス

タート直後はかなりのスローペースとなり、河川敷

を出てからは同志社大を先頭にお互いに牽制しな

がらのレースとなる。中盤の上りに差し掛かったとこ

ろで立命館大に仕掛けられ、佛教大と共に先頭集

団を離れる。その後佛教大と並走状態でレースは

進み、ラストの下りに入ったところで佛教大の仕掛

けに対応できず、その後龍谷大に追いつかれ、6 位

で襷を渡した。前が見える位置で 2 区に襷を繋ぎ、

チームに貢献した。 



第 2区 7.5㎞ 江端康汰(2) 23:37(区間 6位・通過 6位) 

 

第 3区 5.8㎞ 宍倉隆浩(1) 17:49(区間 4位・通過 6位) 

 
 

第 4区 5.8㎞ 原 圭佑(2) 17:53(区間 4位・通過 5位) 

 

 

 

2 区を走ったのは江端（2）。大学初の駅伝であった。龍谷

とは 1秒差、佛教とは 18秒差の 6位で襷を受け取るも、

序盤で一気に龍谷から離される。その後はずっと単独走

となり、差はなおも広がっていく。そのまま 6 位で 3 区宍

倉へと襷を渡すこととなった。最終的に、差は龍谷とは 1

分 15 秒、佛教とは 1 分 2 秒と広げられてしまった。実力

差がもろに出た苦しいレースであった。 

3 区を走ったのは宍倉(1)。3 区は距離走で走っているとこ

ろと重なる部分も多く、慣れたコースでのレースであった。

佛教大と 1 分 2 秒差、龍谷大と 1 分 15 秒差の 6 番手で

襷を受け取り、前に追いつこうとハイペースで入った。前半

でかなり差を詰めることができたが、後半ペースダウンして

しまい徐々に差を広げられた。最後はなんとかペースを上

げ得意のラストスパートで再び前方との差を縮めた。一つ

でも順位を上げたかったが、佛教大が見える位置で順位を

維持しての襷リレーとなった。 

 

4 区を走ったのは原(2)。大学初の駅伝かつ初の対校戦となった。前

を行く佛教大と 22 秒差、その前の龍谷大とは 1 分 7 秒差の 6 位で

襷を受け取る。淡々とペースを刻み、2 キロ付近で佛教大を捉える

も、下りに入ってからもペースが上がらず、スピードに乗り切れない走

りが続いた。最終的に佛教大との差を 1 分 18 秒に広げたものの、前

を行く龍谷大との差を 1秒縮めるにとどまった。佛教大に差をつけると

いう役割は果たしたものの、4 位を見える範囲に捉えることができず、

実力不足を痛感するレースとなった。 

 

 



 

第 5区 5.0㎞ 尾原 翔(2) 16:41(区間 5位・通過 5位) 

 

前を追う尾原(写真左) 

 

第 6位 8.2㎞ 市原詩音(2) 25:53(区間 4位・通過 5位) 

 

   

 

 

⑥記録会等の結果 

《第 9回京都陸協記録会》 

令和 3年 11月 21日 

西京極補助競技場 

▼男子 3000m 

服部航大 10:02．17 大学初 

▼男子 5000m 

原 圭佑 15:42.06 自己新 

江端康汰 15:46.96  

尾原 翔 15:48.08 自己新 

潮崎 羽 15:58.69  

斉藤優成 16:37.42 大学新 

三嶋友貴 17:01.46  

宮澤知希 17:41.84  

山本峰丸 17:56.59  

 

《2021年度第 3回強化長距離記録会》 

令和 3年 11月 23日 

鴻ノ池 

▼男子 5000mW 

池田尚平 23:50．85  

5 区を走ったのはこちらも大学初の駅伝となる尾原(2)。

4 位龍谷大と 1 分 6 秒差の 5 位で原から襷を受け取る

と、得意の上り坂も手伝って前との差を徐々に詰めてい

く。中継所手前で龍谷大に追いついたが、スパートで競り

負け 1 秒ビハインドで 6 区市原に繋いだ。京大に流れを

手繰り寄せる走りではあったが、龍谷大の 6 区上村の走

力を考えると追いつくだけでは不十分であり、6 位を走る

佛教大に迫られるなど格上相手に力の差を見せつけられ

る結果ともなった。 

 

6区を走ったのは初出場の市原（2）。4位の龍谷大学の 1秒

後ろで 5区尾原から 5位で襷を受け取る。序盤からハイペー

スな展開で走る龍谷に 4km 付近まではついていくが後半で

一気に離されてしまい、そのまま離れてゴール。チームの目標

の 4位には 30秒近く届かなかった。 

 



《第 10回京都陸協記録会》 

令和 3年 12月 5日 

たけびしスタジアム京都 

▼男子 3000m 

西川洸平 9:28.83 大学初 

▼男子 5000m 

相澤 航 15:09.43 自己新 

松岡 健 16:40.92  

山田大智 16:54.24 
大学初 

自己新 

 

 

《奈良マラソン 2021》 

令和 3年 12月 12日 

天理市内コース 

▼男子フルマラソン 

江端康汰 2゜59:01 自身初 

山本峰丸 3゜01:16 
大学初 

自己新 

 

《第 11回長崎陸協競歩大会》 

令和 3年 12月 12日 

トランスコスモススタジアム長崎 

▼男子 10000mW 

平岡 拓 45:41.26 自己新 
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