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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の部が５月２５日から４日間西京極総合運動公園で開催されま

す。 

今年のチーム目標は男子１部残留、女子史上最高得点（２０１４年の７点を超える）となっていま

す。男子については、例年よりも得点を持った選手が少ないこと、京大の得点源である長距離の

レベルが上がることから、何としてもチーム全員で「関西インカレ１部」という舞台を守り抜くために

この目標を設定しました。女子については、例年以上に得点ライン付近の力を持った選手が多い

ことから、これまでの京大陸上部の最高得点である７点を超える得点をチーム全員で目指すこと

にしました。 

先日行われた関西インカレロードの部では、M１の３選手が合計１６点獲得というこれ以上ない

結果を出して良いスタートを切ることができました。残留争いをする各大学にアドバンテージを取

ることができ、チームには良い流れが来ていると言えるでしょう。しかし、目標を達成するには、こ

こからの T&Fの部の厳しい戦いを勝ち抜かなければなりません。関西インカレ１部という舞台で

戦い続け、史上最強の女子チームを証明するために部員一同本気で戦い抜きます。 

今大会は３年ぶりの有観客開催となります。様々な制限がありますが、蒼穹会の皆様にはぜひ競

技場に足を運んでいただきたいです。ご多忙とは存じますが現役部員も心待ちにしておりますの

で、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主将 眞鍋 聡志 

《女子主将挨拶》 

 

今年の関西インカレでは「史上最高得点(８点以上)」を女子チームの目標にしています。未だ、

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様々な制約がある中、各自が自

己管理を行いながら工夫を凝らしてレベルアップに努めてまいりました。昨年から今年春にかけて

実力を伸ばしてきた選手が多く、女子チームでは間違いなく史上最高といえる戦力が揃っていま

す。京都大、京都女子大あわせて、関西インカレにおける女子史上最高得点を何としても勝ち取り

たいと思います。 

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声援をいただき誠に有難うござい

ます。今大会は３年ぶりの有観客試合にて行われます。ご多忙の中恐縮ではありますが、是非とも

競技場に足を運んでいただき、熱いご声援のほどよろしくお願いいたします。 

 

京都大学陸上競技部女子主将 小西 菜月 



《監督挨拶》 

 

今年度の関西インカレは５月２５日から５月２８日にかけて、たけびしスタジアム京都にて開催さ

れます。５月の開催は実に３年ぶりとなります。新型コロナウイルスの影響も緩和されていく中では

ありますが、従来と同じ時期に開催できるよう尽力くださった方々に感謝申し上げます。 

さて、今年度の目標は男子が「１部残留」女子が「史上最高得点」を掲げております。今年度は

男子は３校が２部降格をする年でありますので非常に厳しい状況ではありましたが、先日開催さ

れた関西インカレハーフの部にて３選手で１６点獲得したことで厳しい状況を打開してくれました。

この大きなアドバンテージに加え、長距離や跳躍パートを中心に得点を獲得できる選手を多く擁

しています。１部残留のみならず、関西１部の中堅校に食い込めるような闘いをしていきたいです。

女子に関してはかつてない高みへの挑戦となります。投擲競技で複数の選手でどれだけの得点を

もたらすことができるのかが鍵になるでしょう。是非ともご期待下さい。 

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

年度は有観客試合となり現地にて応援することが可能になりました。私たちが競技している姿を

直接見ていただけることを非常に嬉しく感じております。期待以上の成果を出せるようチーム一丸

となって挑みますので、どうかより一層のご支援、ご声援のほど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関西インカレ展望 

第９９回関西学生陸上競技対校選手権大会 

（T＆Fの部） 

２０２２年５月２５日－28日（水－土） 

たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園） 

～短距離～ 

男子 100m 

男子１００m には吉田（４）、山田（2）、高橋昂（1）が

出場する。吉田に関して、一時はハムを負傷したもの

の、回復を遂げて先週の福井選手権では安定した記

録を出した。怪我明けということもあって状態は更に

上がることが見込まれる。山田に関しては疲労や慢

性的な痛みの影響もあって本調子とはいえないが、

その中でも先週の記録会では３本とも安定した記録

を出した。調整でしっかりコンディションを整えること

でベストに近い記録を出してほしい。高橋に関しては

京大での新しい環境に上手く適応しながら練習が積

めている。大学デビュー戦で無風換算１０秒台相当の

記録を出しており、さらなる記録の向上に期待がか

かる。(髙橋惇) 

 

福井県選で安定した走りを見せた吉田(4) 

男子 200m 

男子200mには梶原（M2）が出場する。膝や足首

に不安を抱えていたものの、練習を上手く積むことが

できた。スタミナ面も得意のスタートも強化されてお

り、２１秒中盤から前半の記録を出すことができれば

入賞争いにも十分かかわることができるだろう。(髙

橋惇) 

男子 400m 

男子４００ｍには浅井（M２）が出場する。３組に入

り、組としては一番遅い組に入ったが、同時に決勝進

出ラインが一番混戦している組でもある。浅井は冬

季から怪我に苦しんでいて、今もスパイクを使用して

走れていない。しかしシューズで５０秒を切ることが

できる程度の走力はあり、４８秒台は出すことができ

る可能性が見えている。今の調子だと、人についてい

く走りしか出来なさそうとの事だが、それが出来る理

想のレーン、組に入った。経験や最後という意地で決

勝に向けて頑張ってもらいたい。（室） 

男子 100mH 

男子１１０mＨは永田（M１）が出場する。タイム的に

決勝進出はかなり厳しいラインではある。しかし、怪

我の影響などあったものの最近の練習は走れている

のかなという印象を受ける。チームに勢いを与える走

りをしてほしい。（田中） 

男子 400mH 

男子４００mＨについては酒井（M1）については怪

我の影響から欠場する。高橋昂（１）については、ラン

キング的に決勝進出は厳しいラインにある。組で１番

手の選手の実力は飛び抜けており、３番手までを５１

秒代の選手が占めているためだ。したがって着上が

りはかなり厳しいと思われる。しかしながらポテンシャ

ルは PB よりも高いところにあると思われるので２番

手３番手の選手に食らいつく、捉えるつもりで走って

くれれば、タイムでの決勝進出のチャンスはある。得

点目指して頑張ってほしい。（田中） 

男子 4×100mR 

走順は梶原→吉田→高橋→山田を予定している。

各人とも関西インカレに向けて調子を上げてきており、

バトンパスが上手くハマれば全カレ標準を切るような

タイムで走ることも期待される。(髙橋惇) 



男子４×400mR 

組としては、立命館、関西学院、京産大、びわスポ

大と同じ組に入った。短長で得点を生み出すために

はこれらのチームに遅れをとってはいけない。全員が

攻めた走りをして全力で決勝進出を目指していく。

（室） 

女子 100m 

女子１００m には三好（3）が出場する。今年のエン

トリーには１２秒台前半から１１秒台を持つ選手がひし

めきあっており、厳しい戦いが予想される、なんとか

食らいつき、蒼穹新記録に並ぶような記録を出すこと

ができれば十分戦うことはできるだろう。(髙橋惇) 

女子 200m 

女子２００m には三好（3）が出場する。こちらもエ

ントリー記録上では入賞ラインから離れているが、シ

ーズンインしてから練習自体は積むことが出来ており、

京大女子勢の悲願である２５秒台を出すことが期待

される。(髙橋惇) 

女子 400m 

女子４００ｍには森尾（３）が出場する。組、持ちタイ

ム的には準決に上がるのは厳しいレースになることが

見込まれる。この冬、スピードアップを目標として取り

組んできて、感覚的に良いところまで来ていると本人

も言っているので、取り組んできたスピードを活かし

て前半から攻める走りを恐れずにしてきて欲しい。

（室） 

女子４×100mR 

 走順は新保→森尾→齋藤→中野を予定している。

今年から入部した部員が２人いる上に、過去に関西

インカレを経験した部員がいないフレッシュなオーダ

ーを組み、挑むことになった。幸い、失うものは何もな

い立場で臨むことができるので、各人が攻めの走り

を見せてくれることが期待される。(髙橋惇) 

女子４×400mR 

新入生や普段走っていないメンバーもいるが、全

員が持久力には自信があるという力強い言葉を口に

してくれている。記録無しというところからのスタート

にはあるが、先を見据えて、七大戦で戦う事になるで

あろう阪大との差も意識して走ってきて欲しい。（室） 

 

～中距離～ 

男子 800m 

男子８００m には木村（M２）と西川（２）、平山（２）

が出場する。ランキング上位２名の松本、津田はグラ

ンプリシリーズに出場するなど一回り抜けた実力を持

っている。木村と西川の組にはその二人はおらず、平

山は津田と同組になっている。 

木村は予選、１分５０秒台の２選手との争いになる

と予想される。本来持っている勝負強さは近頃戻り

つつあるので、予選を勝ち切り、目標としている表彰

台を狙って走って欲しい。西川の組は比較的中堅が

集まった組になっており、上位で入ることも十分可能

である。１着+４ということから、それができれば何が

起こるか分からない。練習はあまりうまく行っていな

いが、試合での強さは折り紙つきであるので、目標の

入賞に向け最後まで走り切ってほしい。平山は今シ

ーズン立て続けに PB を更新し、標準を切ってくれた。

格上相手のレースになるが、怯まず思い切ってレース

展開にくらいついていきたい。（山田） 

男子 1500m 

男子 1500ｍには木村（M２）、清原（M２）、西川（２）

が出場する。木村清原は二人とも優勝を狙う。練習

通りいけば予選通過は危なげないので、決勝ではど

んな展開でも勝ち切る強さ見せて欲しい。木村は過

去最高クラスの練習水準で、練習のなかでも本来の

勝負強さを見せてくれている。近年は苦しいレースが

続いているが、本来の勝負強さを最後の関西インカ

レで見せつけてほしい。清原は全カレに初出場した

昨シーズンからさらに練習水準をさらに向上させ、成

長し続けている。スローペースが恒例となる関西イン

カレの特殊な展開でも、勝ち切ることを意識した練習

をしてくれている。関西インカレに関しては満足行く

結果を残せていないと思うので、練習の成果を結実

させ、優勝を勝ち取ってほしい。西川はまずは落ち着

いて予選を抜けることに全力を注ぐ。シーズンインで

も3分台は目の前の走りをしており、予選通過できる



実力は十分にあるので、落ち着いて力を出し切って

ほしい。（山田） 

女子 800m 

女子８００ｍには小坂（M２）が出場する。小坂は 4

月に練習を再開したばかりで、上位に絡んでいくの

は難しいが、院生陸上の初戦として力を出し切って

欲しい。タイムとしては 2’25"切りというところが一

つターゲットになるので、注目してもらいたい。（山田） 

女子 1500m 

女子１５００ｍには中野（４）が出場する。同種目で

昨シーズン決勝に進んでおり、それから入賞目指し

て練習してきたが、今シーズンはあまり走れず厳しい

レースが続いている。４回生の関西インカレを前に本

人も不安は大きいと思うが、上をみて食らいついて、

良い意味で予想を裏切ってほしい。４回生中距離の

エースとしての走りに期待がかかる。（山田） 

 

中距離 4 回生エースとして期待がかかる中野(4) 

 

～長距離～ 

男子 5000m 

5000ｍには津吉(M2)、足立(M1)、鈴木(M1)が

出場する。１３分台を持っている選手が４人おり例年

以上のレベルの高い試合となることが予想される。津

吉は実力の上回る選手ばかりの中での試合となる。

得点するのは厳しいが練習状況からして１４分台を狙

える実力をつけてきた。最初で最後の関西インカレで

好記録を出してチームに勢いを与える走りを期待し

たい。足立はハーフ以降急ピッチで練習を積んでき

た。エントリーでは上位にいるびわ学の選手に勝って

ランキングを返してより多くの得点を取ってきて欲し

い。鈴木は５０００mに向けてスピードを出した練習は

あまり積めていない。ただ得点ラインからは外れた位

置にいるものの今シーズンのベストで見ると鈴木より

上のランキング９番手以降の選手も勝てない相手で

はない。貪欲に８位以内を狙って欲しい。足立は

10000m と３０００mSCにも、鈴木は１００００mにも

エントリーしているが実際に多種目出場するかどうか

は検討中である。（髙橋侃） 

男子 10000m 

10000m には足立(M1)、柴田(M1)、鈴木(M1)

が出場する。エントリーランキング１位の上田は頭ひと

つ抜けているが2位以降の選手の実力はそれほど大

差がなく混戦になり順位が大きく変動する可能性が

ある。足立はハーフ以降１００００mに向けて長い距離

の練習を積んできた。昨年入賞した種目でありランキ

ングを返して今年も入賞を期待したい。柴田は足首

の怪我で不安を抱えるものの関西インカレに向けて

復調しつつある。ハーフの時のような力強い走りで足

立同様入賞を期待したい。鈴木はエントリー上は得

点圏内ではないがランキングで上の選手の今季の記

録からして８位以内に入る可能性は大いにある。ハ

ーフ同様大きくランキングを返して得点をもたらした

い。柴田は３０００ｍＳＣにもエントリーしているが実

際に多種目出場するかどうかは検討中である。（髙

橋侃） 

 

好記録でチームを勢いづけたい足立、柴田、鈴木(ともにＭ

1) 

男子３０００ｍSC 



3000ｍＳＣには足立(M1)、柴田(M1)が出場す

る。今年は２組に分かれるが、両者とも後半の２組目

での出場となる。足立にとっては昨年得点した種目で

ある。ランキング上は６位となっているが３位から５位

の選手の調子は良いとは言えず３位以内に入って入

賞を期待したい。柴田はランキング２位につけている。

貪欲に優勝を狙って欲しい。２組目はハイスピードで

の展開になることが予想されるが、この種目での大量

得点を期待したい。（髙橋侃） 

～競歩～ 

男子１００００ｍW 

 男子 10000mW には、平岡(M1)、池田(4)、尾原

(3)が出場する。平岡は院生となり環境の変化に慣

れていない様子もあるが、自信を持って臨めばラン

キング通りの順位は十分に狙える。恐れず貪欲に戦

いたい。池田は納得のいかないレースが続いている

が、４回生として最後の関カレで意地を見せたい。尾

原は伊勢予選も見据え、事前棄権する選択肢も考慮

することになる。競歩での 10000m は未知の領域と

なるが、得点を目指して果敢にチャレンジしてほしい。 

（池田） 

～跳躍～ 

男子走高跳 

 鴛原(3),山中(2)が出場する。ここ２,３年の結果を

見る得点限りではラインは２ｍと予想される。２回生

山中は京都インカレでＰＢの２m１７を出していて好調。

天理の選手達との優勝争いになりそうだが、試技数

などは関係なく記録で勝つための十分な実力がある

ので、ぜひ記録の更新を狙っていってほしい。 

３回生鴛原は今季早くも１m９０を越える跳躍をし

ていてPBの１m９５以上を狙うのには十分なコンディ

ションに仕上がっている。得点を取るためには１m９５

の試技数、２ｍを跳べるかどうかといったところが鍵

となってくる。(坂本) 

男子棒高跳 

黒川（M１）が出場する。得点ラインは例年通りなら

４m６０で、試技数次第で順位が大きく変わってくる。 

M1黒川は今季 4m40の PBタイを出していて

好調な滑り出しとなっている。4m60も十分現実的

な数字なのでここをどれだけ早くクリアできるかが勝

負の分かれ目となりそうだ。（坂本） 

男子走幅跳 

 齋藤(3),高橋昂(1)が出場する。得点ラインは

7m10～7m25あたりと思われる。 

１回生高橋は今季６m９２を跳んで、PBには少し遠

いが十分力を戻してきてくれている。 

３回生齋藤は今季、思うような記録が出せず苦戦

している印象だが、爆発力のある選手であり、他校の

上位層がある程度固まった記録帯にいることから、ベ

スト８にさえ残ってしまえば順位はいくらでも変動し

うる。２人とも自己ベスト付近の記録を出せば残れる

可能性は高いのでまずはそこを堅実に狙いたい。（坂

本） 

男子三段跳 

 梶（3）,齋藤（３）が出場する。得点ラインは１４m70

～14m９０程度と思われる 

３回生梶は京都インカレで PB を出していてとりあ

えずは好調。勢いのある他校の一回生の存在なども

ありかなり精神的にナーバスになっている様子だが、

いつものことなので問題ない。ただ資格記録は８位ま

でかなり詰まっているので最後まで油断ならない試

合になることは間違い無い。 

  

好調を維持しての得点に期待がかかる梶(3) 

３回生齋藤は今季あまり三段跳の練習をしていな

かったが、そのわりに記録会の結果が良く出場を決

めてくれた。練習でも 14m後半を跳ぶなど調子はか



なりいいのでベスト 8 に滑り込む可能性は十分にあ

ると思われる。（坂本） 

 

～投擲～ 

男子砲丸投 

男子砲丸投は眞鍋（4）が出場する。ランキングは9

位。14m 前後が top８進出ラインと予想される。今シ

ーズンは記録こそ出ていないが、状態は悪くなくラン

キングを返すことも期待できる。２年間関西インカレ

では悔しい思いをし続けただけに、ここで力を出し切

りたい。主将としてランキング外のこの種目で点を生

み出せるかが鍵となる。（眞鍋） 

男子円盤投 

男子円盤投は眞鍋（4）が出場する。資格記録では

入賞ラインには離れているが、例年の top８付近の

42ｍ前後を投げられる力は十分にある。３本で自身

の力を出し切ることができれば入賞も見えてくるので

力を出し切る投げを期待したい。砲丸投と連日の試

合になるが二種目入賞で大きな流れを生み出したい。

（眞鍋） 

男子やり投 

男子やり投げには澤田（M2）、山野（M1）が出場

する。入賞には６０ｍ越えの記録が必要になると予想

される。院生の二人だが忙しい中でも自分に必要な

練習を積み重ねてきている。十分に二人そろっての

入賞も期待できる。関西インカレ入賞経験者の二人

が大舞台でどのようなパフォーマンスをみせるのか

非常に楽しみである。最終日という目標の得点ライン

が目の前に見えてくるところではあるが、チームを引

っ張る投擲での得点を見せてほしい。（眞鍋） 

女子円盤投 

女子円盤投には中芝（2）が出場する。グラウンドを

自由に使うことができない状況の中で練習を積み重

ねてきた。高校時代からの目標である４０ｍを投げる

コンディションは十分に整っている。４０ｍを越えると

得点の可能性が非常に高くなる。関西インカレという

舞台の全てを味方につけて、殻を破る投擲をしても

らいたい。昨年に続いて京都女子大学からの得点を

もたらして、史上最高得点という目標に近づきたい。

（眞鍋） 

女子やり投 

女子やり投には中野（M2）、篠田（2）が出場する。

今シーズン序盤から好記録を連発している二人はそ

の勢いに乗って同時入賞が期待される。女子史上最

高得点という目標を達成するためにはここで何点取

れるかが大きく影響する。大きなプレッシャーを感じ

るだろうがそれを力に変える投げを期待したい。お互

いに良い影響を与え合ったこの１年間の集大成として、

関西のトップで二人が競り合う姿を見せてもらいた

い。（眞鍋） 

 

京大新を達成するなど好記録を連発している篠田(2) 

 

～混成～ 

男子十種競技 

男子十種競技には長谷川(M2)が５６１３点の資格

記録で出場する。8位入賞ラインは６１００～６２００点

と予想される。ランキング上位６名は安定して６２００

点以上を記録しているため入賞は固いと予想され、

残り２枠を６０００点前後の資格記録を持つ７～１３位

の選手で争う戦いになるだろう。長谷川の資格記録

は５６１３点でランキング上では１５位となっており、入

賞からは少し遠い位置にいる。しかしこの５６１３点は

技術練習を十分に積み切れていない今年春に出した

記録であり、関西インカレまでの期間にさらなるレベ

ルアップを遂げた長谷川には、８位入賞は決して遠く

ないと断言できる。残留争いにおいて、ランキング外

の選手が得点することの意味を誰よりも理解してい



る長谷川なら、チームに勢いをもたらす戦いを見せて

くれるだろう。２日間という長丁場だが、選手・応援と

もに集中を切らさず１点をもぎ取りたい。（今西） 

女子七種競技 

女子七種競技には小西(4)が４４３１点、資格記録

７位で出場する。８位入賞ラインは４３００～４４００点

と予想される。ランキング上位６名に加え、９位の同志

社・宮脇は恐らく入賞に絡んでくると考えられ、残り１

枠を小西含め５名の選手で争う戦いになるだろう。小

西は実習で忙しい中でも、工夫しながら継続して練

習を積み重ねてきた。今季初戦ではあるものの、持ち

前の調整力と実力を発揮すれば、得点は間違いなく

可能である。女子チームを率いてきた女子主将とし

て、目標の史上最高得点を達成するために、１点でも

多く点を獲得してきてほしい。こちらも２日間という長

丁場だが、選手・応援ともに集中を切らさず最後まで

戦い抜きたい。（今西） 

 

 

 

 

 

 

 

  



③関西インカレ日程 

第９９回関西学生陸上競技対校選手権大会（T＆Fの部） 

２０２２年５月２５日－２８日（水－土） 

たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園） 

第１日目 

  

  

開始時刻 ラウンド 組・着＋α

11:05 1部男子 2

11:20 女子 1500m 予選 3ｰ4＋3

11:55 女子 5ｰ2＋6

12:35 1部男子 3ｰ2＋2

13:00 女子 6ｰ3＋6

14:00 1部男子 4ｰ3＋4

15:10 1部男子 110ｍH 予選 3ｰ2＋2

15:35 女子 1500m 決勝 1

15:55 女子 3ｰ2＋2

16:25 1部男子 2ｰ3＋2

18:15 1部男子 2

18:30 1部男子 10000ｍ 決勝 1

開始時刻 ラウンド

12:00 1部男子

15:30 1部男子

開始時刻 ラウンド

13:40 1部男子

十種走高跳

投擲種目

種目 出場選手

長谷川(M1)十種砲丸投

トラック種目

跳躍種目

十種走幅跳

種目 出場選手

長谷川(M1)

400m 予選

100ｍ 予選

4×100ｍR 予選

十種400m

長谷川(M1)

長谷川(M2)

足立(M1),柴田(M1),鈴木(M1)

浅井(M2)

三好(3)

吉田(4),山田(2),高橋昂(1)

永田(M1)

種目

十種100m

出場選手

長谷川(M1)

中野(4)

森尾(3)



第２日目 

 

  

開始時刻 ラウンド 組・着＋α

10:40 1部男子 2

11:15 女子 3ｰ2＋2

11:45 1部男子 2ｰ4

12:05 女子 400m 準決勝 2ｰ4

12:50 1部男子 1500m 予選 2ｰ4＋4

14:00 1部男子 110mH 決勝 1

14:35 女子 1

14:55 1部男子 1

15:30 女子 400m 決勝 1

16:50 1部男子 1500m 決勝 1

17:10 女子 1

17:30 1部男子 1

18:00 1部男子 1

開始時刻 ラウンド

10:30 1部男子 三段跳 決勝

13:20 1部男子

開始時刻 ラウンド

11:30 1部男子

13:00 女子 やり投 決勝

13:00 1部男子 砲丸投 決勝

15:40 1部男子

中野(M2),篠田(2)

眞鍋(4)

長谷川(M2)

十種円盤投

十種やり投

十種棒高跳 長谷川(M2)

投擲種目

種目 出場選手

長谷川(M2)

十種1500m

跳躍種目

種目 出場選手

梶(3),齋藤(3)

長谷川(M2)

100m 決勝

4×100ｍR 決勝

100m 準決勝

木村(M2),清原(M2),西川(2)

トラック種目

種目 出場選手

十種110ｍＨ 長谷川(M2)



第３日目 

 

  

開始時刻 ラウンド 組・着＋α

10:30 女子 2

10:50 女子 6ｰ3＋6

11:40 1部男子 3ｰ2＋2

12:05 女子 4ｰ1＋4

12:40 1部男子 4ｰ1＋4

13:55 1部男子 400mH 予選 3ｰ2＋2

14:25 女子 200m 予選 3ｰ2＋2

15:10 1部男子 2ｰ3＋2

15:25 女子 3ｰ2＋2

16:15 女子 2

17:00 1部男子 5000m 決勝 1

開始時刻 ラウンド

11:30 女子

13:00 1部男子 棒高跳 決勝

13:30 1部男子 走幅跳 決勝

開始時刻 ラウンド

10:30 女子 円盤投 決勝

14:10 女子

15:30 1部男子 円盤投 決勝 眞鍋(4)

小西(4)七種砲丸投

齋藤(3),高橋(1)

投擲種目

種目 出場選手

中芝(2)

跳躍種目

種目 出場選手

七種走高跳 小西(4)

黒川(M1)

4×400mR 予選

七種200m 小西(4)

津吉(M2),足立(M1),鈴木(M1)

小坂(M1)

木村(M1),西川(2),平山(2)

酒井(M1),高橋(1)

七種100ｍH

200m 予選

800m 予選

トラック種目

種目 出場選手

小西(4)

三好(3)

梶原(M2)



第 4日目 

 

 

 

 

 

 

詳しいタイムテーブル及びスタートリストは関西学連ホームページの大会情報

（https://gold.jaic.org/icaak/convention/2022/20220525.html）でもご確認いただけます。 

  

開始時刻 ラウンド 組・着＋α

10:40 1部男子 10000ｍW 決勝 1

12:35 1部男子 400mH 決勝 1

13:00 1部男子 200m 決勝 1

13:20 女子 1

13:30 1部男子 1

14:10 1部男子 3000ｍSC タイムレース決勝 2

14:55 女子 1

15:20 女子 1

15:40 1部男子 1

開始時刻 ラウンド

10:00 女子

12:30 1部男子 走高跳 決勝

開始時刻 ラウンド

12:10 女子

13:40 1部男子 やり投げ 決勝

投擲種目

種目 出場選手

小西(4)

澤田(M2),山野(M1)

七種やり投

800m 決勝

決勝

跳躍種目

種目 出場選手

七種走幅跳 小西(4)

鴛原(3),山中(2)

七種800m

4×400mR

足立(M1),柴田(M1)

小西(4)

トラック種目

種目 出場選手

平岡(M1),池田(4),尾原(3)

https://gold.jaic.org/icaak/convention/2022/20220525.html


⑤ 関西インカレロードの部結果 

第 99回関西学生陸上競技対校選手権大会（ロードの部） 

ヤンマーフィールド長居付設長距離競走路 

２０２２年４月２１日 

 

関西学連ホームページ（https://gold.jaic.org/icaak/convention/2022/20220421.html） 

でも大会結果等の詳細をご確認いただけます。 

順位 記録

1 1:04:47	

2 1:05:47	

3 1:05:48

4 1:06:05	

5 1:06:09

6 1:06:12	

7 1:06:36	

8 1:06:48

9 1:07:34

10 1:07:40	

11 1:07:42	

12 1:08:28	

13 1:08:35	

14 1:09:04

15 1:09:08	

16 1:09:09	

17 1:09:20

17 1:09:20

19 1:09:31

20 1:10:05	

21 1:10:16

22 1:11:17	

23 1:11:18	

24 1:12:23	

25 1:14:56	

DNS

DNS

DNS中川　一勢 (3)

関西学院大

京都産業大

大阪教育大

太田　亮爾 (3) 同志社大

松本　直樹 (2) 同志社大

清水　皓太 (2)

中村　光稀 (2)

佐藤　颯 (2) 大阪経済大

西尾　駿介 (4) びわスポ大

山本　真大 (1) 大阪体育大

山﨑　寛太 (3) 同志社大

山﨑　真聖 (1) 大阪経済大

内田　晃太 (3) 近畿大

北辻　巴樹 (3) 立命館大

居林　和輝 (2) 関西大

樋口　航 (2) 近畿大

石井　滉人 (3) 関西大

九野　耀太 (3) びわこ学院大

田中　夢人 (3) びわこ学院大

今井　由伸 (4) 関西学院大

森田　健太郎 (4) 立命館大

中辻　隼人 (3) 大阪体育大

大石　朝陽 (3) 京都産業大

永井　友也 (3) びわこ学院大

島野　和志 (3) 大阪経済大

小嶋　郁依斗 (2) 京都産業大

鈴木　洋太郎 (M1) 京都大

足立　舜 (M1) 京都大

氏名 所属

守屋　和希 (3) 関西学院大

柴田　栗佑 (M1) 京都大

https://gold.jaic.org/icaak/convention/2022/20220421.html


⑥ 記録会等の結果

 《凡例》 

選手名 順位 記録 風速 備考 

 

《第 70回元旦競歩大会》 

神宮外苑絵画館 20km競歩コース 

２０２２年１月１日 

▼男子 

２０ｋｍＷ 

平岡 拓  1.31.55  自己新 

 

《2022大阪ハーフマラソン兼 

第 3回関西学生ハーフマラソン選手権大会》 

阪城公園東側～ヤンマースタジアム長居 

２０２２年１月３０日 

▼男子 

ハーフマラソン 

相澤 航  1.09.31   

江端 康汰  1.10.02   自身初 

▽女子 

ハーフマラソン 

西川 真悠  1.37.52  自身初 

 

《第 2回全国招待大学対校男女混合駅伝競走大会》 

長居公園 

２０２２年２月２０日 

総合 20km 京都大学 1.12.27 4位 

1区 3km 川口 修大 9.43  

2区 2km 大浦はるな 7.35  

3区 5km 松岡 健 17.36  

4区 3km 中野 紗希 10.53  

5区 2km 西川 洸平 6.10  

6区 5km 周藤 紗季 20.30  

 

《第 105回日本陸上競技選手権大会 20㎞競歩》 

六甲アイランド甲南大学周辺コース 

2022年２月２０日 

▼男子 

5kmW 

平岡 拓  23.16   

10kmW 

平岡 拓  47.09   

15kmW 

平岡 拓  1.11.23  自身初 

20kmW 

平岡 拓  1.36.06   

 

《第 11回愛知競歩競技会》 

半田運動公園 

２０２２年２月 26日 

▼男子 

10000mW 

池田 尚平  47.49.81   

 

《第 15回 Ritsumeikan Athletics Games》 

BKCクインスタジアム 

２０２２年３月１２日 

▼男子 

100ｍ 

今西 直  12.12 -2.8  

走高跳 

今西 直  1.55   

棒高跳 

今西 直  3.40   

▽女子 

やり投 

中野 水貴  41.89   

 

《2021年度第 2回学連競技会》 

ヤンマーフィールド長居 

２０２２年３月１５,１６日 

▼男子 

100m 

吉田 悠樹  11.01 -1.3 大学新 

山田慎之助  11.15 -1.7  



永田 智季  11.41 +1.1 自己新 

長田 雅史  11.52 +3.1  

藤浦 敦士  11.61 -2.1  

野田 真志  11.68 +0.3  

山﨑 貴仁  11.75 +1.1  

鄭 晟皓  11.89 -2.1  

川端 将貴  12.07 +2.5  

200m 

藤浦 敦士  23.73 -4.2  

400m  

水野 廉也  51.05   

前田 朝陽  51.18   

角谷 幸紀  51.24  大学新 

800m 

木村 佑  1.54.60   

西川 洸平  1.56.38   

平山 悦章  1.57.60  自己新 

山田 大智  1.58.30  自己新 

山口 佐助  2.00.84   

小井 稜真  2.03.97  大学初 

1500m 

清原 陸  3.53.88   

木村 佑  3.57.55   

西川 洸平  4.03.87  大学新 

川口 修大  4.12.45   

小井 稜真  4.16.54  大学新 

10000m 

津吉 順平  31.40.6５  自己新 

足立 舜  31.48.74   

宍倉 隆浩  33.52.20  自身初 

三嶋 友貴  34.51.21  自身初 

鈴木洋太郎  35.04.39   

斎藤 優成  36.01.97  自身初 

尾原 翔  36.14.39   

宮澤 知希  DNF   

110mH 

今西 直  17.66 +0.8 自己新 

４００ｍＨ 

金盛 圭悟  57.86   

平野 亘  57.94   

3000mSC 

服部 航大  DNF   

棒高跳 

永田 智季  3.00  自身初 

走幅跳 

仲村 快太  6.81 -0.1  

今西 直  5.83 -0.4 自己新 

鄭 晟皓  5.65 -2.1  

坂本 璃月  5.62 +1.6  

三段跳 

松本 良平  12.70 +0.2  

円盤投 

眞鍋 聡志  35.40   

砲丸投 

眞鍋 聡志  12.77   

やり投 

澤田 剛  60.90   

山野 陽集  55.06   

岡本 亜哲  32.71   

 

▽女子 

200m 

三好 紗椰  26.83 -2.8  

1500m 

西川 真悠  5.38.52   

100mH 

新保 歩  17.46 -2.3  

走幅跳 

新保 歩  4.48 +2.1  

円盤投 

中芝 美玖  37.18   

やり投 

篠田 佳奈  45.00  自己新 

中野 水貴  44.36   



 

《Ritsumeikan Athletics Games 

（第 2回フィールド記録会）》 

BKCクインスタジアム 

2022年３月１９日 

▼男子 

やり投 

澤田 剛  58.00   

 

▽女子 

やり投 

中野 水貴  43.85   

 

《第 13回山田隆記念陸上競技大会》 

鴻ノ池 

２０２２年３月２０，２１日 

▼男子 

100m 

吉田 悠樹  10.82 +1.7 大学新 

山田慎之助  10.97 +2.5  

室 和希  11.25 +0.9 大学新 

200m 

室 和希  22.61 +1.5  

藤田 雄大  23.30 +1.5  

やり投 

山野 陽集  53.76   

 

《第 46回全日本競歩能美大会》 

能美 

2022年３月２０日 

▼男子 

20㎞W 

平岡 拓  1.33.55   

 

《2021年度第 5回奈良市陸協記録会》 

鴻ノ池 

2022年３月２９日 

▼男子 

400m 

藤田 雄大  52.64   

宮園 隼人  54.35   

 

▽女子 

100m 

藤林 悠希  14.23 +1.4  

 

《2021年度第 3回北和記録会》 

鴻ノ池 

2022年３月３０日 

▼男子 

円盤投 

安藤 正貴  28.74   

 

▽女子 

800m 

高木穂乃香  2.45.50   

400mH 

稲原 南穂  1.16.86   

西川 真悠  1.20.85   

 

《第 86回京都学生陸上競技対校選手権大会》 

たけびしスタジアム京都 

2022年４月２日 

◎対校の部 

▼男子 

100m 

吉田 悠樹  11.03 +0.3  

山田慎之助  11.28 -1.3  

吉田 悠樹 ６位 10.73 +1.2 決勝 

200m 

梶原 隆真  22.57 -0.2  

藤浦 敦士  22.84 +1.1  

山﨑 貴仁  24.07 +3.1  

４００m 

前田 朝陽  51.50   

角谷 幸紀  52.12   



８００ｍ 

西川 洸平  1.55.42  自己新 

山田 大智  1.58.48    

平山 悦章  1.59.30   

西川 洸平 4位 1.55.58   

平山 悦章 7位 1.58.48    

1500m 

清原 陸 ２位 3.54.18   

木村 佑 ７位 4.01.17   

川口 修大  4.21.30   

5000m 

津吉 順平  15.14.96  自己新 

宍倉 隆浩  15.51.27  大学新 

三嶋 友貴  16.41.91  自己新 

10000m 

木村 佑 ７位 4.01.17   

川口 修大  4.21.30   

110mH 

五十嵐 聖  16.41 +1.1 自己新 

400mH 

平野 亘  57.18   

金盛 圭悟  58.09   

平野 亘 8位 56.81   

3000mSC 

斎藤 優成 8位 10.44.76  大学初 

4×100mR 

梶原 隆真 

吉田 悠樹 

山田 慎之助 

藤浦 敦士 

6位 42.35   

4×400mR 

室 和希 

前田 朝陽 

角谷 幸紀 

金盛 圭悟 

5位 3.24.72   

走高跳 

山中 駿 優勝 2.17  自己新 

鴛原 泰輝  1.85   

 

棒高跳 

深井颯一郎 6位 3.40  自己新 

走幅跳 

齋藤 啓 4位 6.83 +0.1  

仲村 快太  6.48 -0.2  

坂本 璃月  5.66 -1.8  

三段跳 

梶 慎介 優勝 15.35 -1.5 自己新 

中川 遥仁  NM ±0.0  

松本 良平  NM ±0.0  

円盤投 

眞鍋 聡志  37.56   

安藤 正貴  27.86   

砲丸投 

眞鍋 聡志 5位 12.35   

ハンマー投 

安藤 正貴  14.95   

やり投 

澤田 剛 6位 58.82   

山野 陽集  55.38   

岡本 亜哲  33.95   

 

▽女子 

１００ｍ 

三好 紗椰  12.81 +3.2  

400m 

大坂 桃子 5位 1.02.52   

1500m 

中野 紗希  4.57.96   

周藤 紗季  5.13.59  自己新 

大浦はるな  5.25.91  大学初 

高木穂乃香  5.42.20   

5000m 

周藤 紗季 6位 19.49.12  自身初 

400mH 



稲原 南穂 8位 1.16.27  大学新 

円盤投 

中芝 美玖 2位 38.17   

ハンマー投 

中芝 美玖  36.78  自己新 

やり投 

篠田 佳奈 2位 46.88  京大新 

中野 水貴 3位 44.13   

 

《第 1回大阪陸上競技記録会》 

ヤンマーフィールド長居 

2022 年 4 月 3 日 

▼男子 

200m 

長田 雅史  23.79 +0.7  

 

《第 70回大阪学生陸上競技対校選手権大会》 

万博記念公園 

2022年４月 4,5日 

◎オープンの部 

▼男子 

100m 

永田 智季 11.30 +2.2 混成競技 

今西 直 11.37 +1.5 混成競技 

長谷川 隼 11.41 +1.7 自己新、混成競技 

鄭 晟皓 11.46 +1.5 混成競技 

400m 

長谷川 隼 52.85  混成競技 

今西 直 53.78  混成競技 

鄭 晟皓 54.78  混成競技 

1500m 

長谷川 隼 4.55.43  混成競技 

今西 直 4.55.99  混成競技 

鄭 晟皓 5.24.65  混成競技 

走高跳 

長谷川 隼 15.72 +0.4 自己新、混成競技 

今西 直 17.25 -1.7 混成競技 

鄭 晟皓 17.83 -1.7 混成競技 

棒高跳 

長谷川 隼 3.40  自己新、混成競技 

今西 直 3.40  混成競技 

鄭 晟皓 3.20  混成競技 

走幅跳 

長谷川 隼 6.10 +1.5 自己新、混成競技 

今西 直 6.03 +1.9 混成競技 

鄭 晟皓 6.00 +1.9 自己新、混成競技 

永田 智季 5.72 +2.7 公認 5.33(2.0)、

自身初、混成競技 

円盤投 

長谷川 隼 30.67  自己新、混成競技 

今西 直 24.56  混成競技 

鄭 晟皓 24.17  自己新、混成競技 

砲丸投 

長谷川 隼 9.17  混成競技 

今西 直 8.80  自己新、混成競技 

鄭 晟皓 8.66  混成競技 

やり投 

長谷川 隼 47.17  自己新、混成競技 

今西 直 43.70  混成競技 

鄭 晟皓 41.27  混成競技 

十種競技 

長谷川 隼 5613  自己新 

今西 直 5322  自己新 

鄭 晟皓 5193   

永田 智季 DNF  自身初 

 

▽女子 

200m 

新保 歩 29.52  混成競技 

800m 

新保 歩 2.33.81  混成競技 

100mH 

新保 歩 16.32  大学新、混成競技 

走高跳 



新保 歩 1.40  混成競技 

走幅跳 

新保 歩 4.25 +0.2 混成競技 

砲丸投 

新保 歩 8.31  自己新、混成競技 

やり投 

新保 歩 30.52  自己新、混成競技 

七種競技 

新保 歩 3622  大学新 

 

《第 1 回京都陸協記録会》 

西京極 

2022 年 4 月 9 日 

▼男子 

100m 

藤浦 敦士  11.56 -0.5  

400m 

宮園 隼人  54.43   

110mH 

五十嵐 聖  16.70 -2.2  

400mH 

金盛 圭悟  58.24   

走幅跳 

齋藤 啓  6.83 +0.7  

仲村 快太  6.79 +2.0  

坂本 璃月  6.10 +2.0  

 

▽女子 

400mH 

稲原 南穂  1.15.99   

円盤投 

中芝 美玖  36.11   

 

《第 2回大阪陸上競技記録会》 

ヤンマースタジアム長居 

2022年 4月 10日 

  

▼男子 

100m 

長田 雅史  11.53 +0.4  

野田 真志  11.54 -0.6  

角谷 幸紀  11.54 -0.6  

山﨑 貴仁  11.80 -0.6  

 

《第 1回強化・普及記録会》 

鴻ノ池 

2022年 4月 10日 

▼男子 

400m 

室 和希  50.12   

 

《2022日本学生陸上競技個人選手権大会》 

レモンガススタジアム平塚 

2022年 4月 15，16，17日 

▼男子 

走高跳 

山中 駿  NM   

 

《第 1回大阪二大学対校陸上競技大会》 

堺市金岡公園陸上競技場 

2022年 4月 16日 

▼男子 

200m 

中喜多和孝  24.49 +2.5  

800m 

木村 佑  1.57.00   

平山 悦章  1.57.59  自己新 

山田 大智  2.00.81   

1500m 

清原 陸  4.06.8   

川口 修大  4.15.2   

走幅跳 

坂本 璃月  6.08 +2.0  

 

《第 61回全日本競歩輪島大会》 

道の駅ふらっと訪夢前往復コース 



2022年 4月 16日 

▼男子 

10kmW 

池田 尚平  47.17   

 

《令和 4年度屋島陸上競技カーニバル》 

屋島レクザムフィールド 

2022年 4月 16, 17日 

▼男子 

800m 

山口 佐助  2.04.44   

 

《2022年度第 1回奈良市陸協記録会》 

鴻ノ池 

2022年 4月 17日 

▼男子 

100m 

室 和希 Ⅰ種 11.08 +2.6  

室 和希 Ⅱ種 11.15 +0.8  

200m 

室 和希  22.12 -0.3  

400m 

前田 朝陽  51.38   

木之下隆弘  54.21   

110mH 

五十嵐 聖 Ⅰ種 16.29 +2.4  

五十嵐 聖 Ⅱ種 15.87 ±0.0  

走幅跳 

齋藤 啓  6.94 +2.2  

仲村 快太  6.34 +3.0  

三段跳 

中川 遥仁  12.71 +1.7  

やり投 

岡本 亜哲  32.79   

 

▽女子 

400m 

大坂 桃子  DNF   

砲丸投 

新保 歩  8.76  自己新 

やり投 

新保 歩  29.65   

 

《第 99回関西学生陸上競技対校選手権大会》 

ヤンマーフィールド長居 

2022年 4月 21日 

▼男子 

ハーフマラソン 

柴田 栗佑  1.05.47 2位 自身初 

鈴木洋太郎  1.06.05 4位 自己新 

足立 舜  1.06.09 5位 自己新 

 

《第 81回びわこ成蹊スポーツ大学記録会》 

びわこフィールド 

2022年 4月 23日 

▼男子 

400m 

宮園 隼人  53.74  大学新 

800m 

平山 悦章  1.56.10  自己新 

1500m 

川口 修大  4.14.76   

 

《2022年度奈良県陸上競技選手権大会》 

鴻ノ池 

2022年 4月 23，24日 

▼男子 

十種競技 

今西 直 4264 11.61(1.3) 

 6.11(2.1) 

8.50 

 NM  

54.34 

17.79(1.3) 

24.26  

NM  



44.21 

5.10.19 

鄭 晟皓 DNF 11.50(1.5) 

5.52(1.0) 

8.77 

DNS 

DNF 

DNF 

25.88 

以降棄権 

 

▽女子 

七種競技 

新保 歩 3666 [大学新] 

16.42(0.9) 

1.40 

8.31 

28.96(-0.2) 

4.48(0.6) 

28.64 

2.34.33 

 

《第 2回京都陸協記録会》 

西京極 

2022年 4月 24日 

▼男子 

100m 

長田 雅史  11.54 -0.6  

野田 真志  11.56 ±0.0  

芦田 開  12.43 ±0.0  

200m 

藤田 雄大  22.64 +1.4  

岩本 翔太  22.79 +2.0 大学初

自己新 

中喜多和孝  23.85 +2.7  

800m 

島村 夏惟  1.59.92  自己新 

3000m 

潮崎 羽  9.12.52  大学初 

自己新 

江端 康汰  9.19.97  大学初 

自己新 

梅原 佑介  9.59.41  自身初 

高橋 侃凱  10.01.19  自己新 

5000m 

津吉 順平  15.09.02  自己新 

110mH 

酒井 良佑  15.80 +0.6  

400ｍＨ 

金盛 圭悟  58.27   

棒高跳 

黒川 泰暉  4.20   

深井颯一郎  3.20   

走幅跳 

梶 慎介  6.87 -0.6  

仲村 快太  6.48 -1.2  

坂本 璃月  5.92 ±0.0  

三段跳 

齋藤 啓  14.09 +1.3  

中川 遥仁  13.18 +0.2 自己新 

砲丸投 

眞鍋 聡志  12.63   

 

▽女子 

200m 

三好 紗椰  26.21 +1.3  

800m 

中野 紗希  2.23.42   

400mH 

稲原 南穂  1.15.22  大学新 

円盤投 

中芝 美玖  37.18   

やり投 

篠田 佳奈  46.98  自己新

京大新 



中野 水貴  45.70   

 

《令和 4年度第 1回南勢地区陸上競技記録会》 

スポーツの杜 伊勢 第二競技場 

2022年 4月 29日 

▼男子 

走幅跳 

仲村 快太  6.49 +0.2  

 

《2022年度第 1回流通経済大学陸上競技会》 

龍ケ崎市陸上競技場 

2022年 4月 29,30日 

▼男子 

走幅跳 

坂本 璃月  5.52 +4.8  

 

《第 93回徳島県陸上競技選手権》 

ポカリスエットスタジアム 

2022年 4月 30日,5月 1,2日 

▼男子 

走高跳 

鴛原 泰輝 優勝 1.92   

 

《2022山城陸上競技協会第 1回記録会》 

太陽が丘 

2022年 5月 4日 

▼男子 

100m 

芦田 開  12.24 -0.8  

200m 

中喜多和孝  23.83 +0.8  

 

《2022年度奈良県陸上競技選手権大会》 

鴻ノ池 

2022年 5月 4,5日 

▼男子 

200m 

室 和希  22.50 +0.9  

 

《第 61回福井県陸上競技選手権大会》 

福井県営 

2022年 5月 7,8日 

▼男子 

100m 

山田慎之助 予選 10.91 +4.2  

吉田 悠樹 予選 10.95 +3.9  

山田慎之助 準決 10.76 +4.4  

吉田 悠樹 準決 10.87 +2.7  

山田慎之助 5位 10.79 +3.7  

 

《第 3回京都陸協記録会》 

西京極 

２０２２年５月８日 

▼男子 

100m 

長田 雅史  11.64 -1.5  

藤浦 敦士  11.68 -3.0  

中喜多和孝  12.10 -2.６  

芦田 開  12.49 -3.2  

４００m 

岩本 翔太  49.86  自己新 

前田 朝陽  51.1１   

藤田 雄大  51.22   

宮園 隼人  54.69   

1500m 

松岡 健  4.32.69   

5000mW 

平岡 拓  22.41.83   

池田 尚平  23.18.06   

棒高跳 

黒川 泰暉  4.40  自己新 

深井颯一郎  3.60  自己新 

やり投 

岡本 亜哲  34.29   

 

▽女子 



100ｍ 

三好 紗椰  12.81 +1.3  

1500m 

中野 紗希  4.56.66   

高木穂乃香  5.42.47   

円盤投 

中芝 美玖  37.48   

 

《第 16回 Ritsumeikan Athletics Games》 

BKCクインスタジアム 

2022年 5月 14日 

▼男子 

100m 

高橋 昂生  11.21 -2.9 大学初 

110mH 

今西 直  17.54 +1.6 自己新 

棒高跳 

鄭 晟皓  3.40  自己新 

走幅跳 

高橋 昂生  6.92 +0.7 大学初 

円盤投 

安藤 正貴  27.48   

 

《第 82回びわこ成蹊スポーツ大学記録会》 

びわこフィールド 

2022年 5月 22日 

▼男子 

110ｍH 

今西 直  18.01 -2.1  

 

（以上、2022年 5月 20日現在） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒼穹ニュース 令和４年度 第１号 

令和４年 ５月2１日発行 

 

 

発行所：京都大学体育会陸上競技部 

編集者：紀之定玲司・平山悦章・益田椋多（副務） 

特別協力：髙重広・平林里和子・髙山兼輔（学連員） 

写真担当：五十嵐聖・松本良平・三嶋友貴(写真係) 

 

 

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     hiryama.yoshiaki.3３c@st.kyoto-u.ac.jp (平山) 

 

 

 

 

http://gold.jaic.org/jaic/icaak/index.htm

