
五輪
メダリスト 金メダル 田島   直人 京都帝大OB ベルリン 三段跳

高橋   尚子 大院大OG シドニー マラソン

銀メダル 原田   正夫 京都帝大OB ベルリン 三段跳

朝原   宣治 同大OB 北京 ４×１００ｍR

銅メダル 大島   鎌吉 関大 ロスアンゼルス 三段跳

田島   直人 京都帝大OB ベルリン 走幅跳

山西   利和 京大OB 東京2020 ２０ｋｍ競歩

1 １９２８（昭和３）年 アムステルダム 相沢   巌夫 京都帝大 １００ｍ　２００ｍ　４×１００ｍR

2 １９３２（昭和７）年 ロスアンゼルス 西      貞一 同大 ２００ｍ　４００ｍ　４×４００ｍR（５位、３’１４”６）

3 大島   鎌吉 関大 三段跳（３位、１５ｍ１２）

4 長尾   三郎 関大 やり投

5 １９３６（昭和１１）年 ベルリン 谷口   睦生 関大 １００ｍ　２００ｍ　

6 古田   康治 関大 １１０ｍH

7 福田   時雄 関大 ４００ｍH

8 市原   正雄   立命大 ４００ｍH

9 田島   直人 京都帝大OB 走幅跳（３位、７ｍ７４ｗ)　三段跳（１位、１６ｍ００）

10 戸上   研之 関大 走幅跳

11 原田   正夫 京都帝大OB 走幅跳　三段跳（２位、１５ｍ６６）

12 大島   鎌吉 関大OB 三段跳（６位、１５ｍ０７）

13 松野栄一郎 京都帝大 円盤投　ハンマー投

14 長尾   三郎 関大OB やり投

15 １９５２（昭和２７）年 ヘルシンキ 的場   諄吉 同大 ４００ｍ　４×４００ｍR

16 山本   弘一 京大 ４×４００ｍR

17 吉川   綾子 帝塚山学院短大 １００ｍ　走幅跳

18 宮下   美代 光華短大 ８０ｍH

19 １９５６（昭和３１）年 メルボルン 園田裕四郎 関大OB 走幅跳

20 １９６０（昭和３５）年 ローマ 蛯名      純 関学大 走幅跳

21 １９６４（昭和３９）年 東京 田中      章 関学大OB １１０ｍH

22 浅井      浄 関学大 ４×１００ｍR

23 林      寿男 同大OB ４×１００ｍR

24 鳥居   充子 光華短大OG 走高跳

25 １９７２（昭和４７）年 ミュンヘン 山　 三保子 大体大OG 走高跳

26 １９８４（昭和５９）年 ロスアンゼルス 溝口   和洋 京産大OB やり投

27 １９８８（昭和６３）年 ソウル 柴田   博之 天理大OB 走幅跳

28 溝口   和洋 京産大OB やり投

29 １９９６（平成８）年 アトランタ 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR　走幅跳

30 高岡   寿成 龍谷大OB １００００ｍ

31 小坂田   淳 京産大 ４×４００ｍR（５位、３’００”７６）

32 ２０００（平成１２）年 シドニー 小坂田   淳 京産大OB ４００ｍ　４×４００ｍR

33 高岡   寿成 龍谷大OB ５０００ｍ　１００００ｍ（７位、２７’４０”４４）

34 朝原   宣治 同大OB ４×１００ｍR（６位、３８”６６）

35 高橋   尚子 大院大OG マラソン（１位、２゜２３’１４”）

36 ２００４（平成１６）年 アテネ 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR（４位、３８”４９）

37 小坂田   淳 京産大OB ４×４００ｍR（４位、３’００”９９）

38 ２００８（平成２０）年 北京 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR（２位、３８”１５）

39 早狩   実紀 同大OG ３０００ｍSC

40 ２０１２（平成２４）年 ロンドン 東      佳弘 関大 ４×４００ｍR

41 木﨑   良子 佛教大OG マラソン

42 渕瀬真寿美 龍谷大OG ２０ｋｍ競歩

43 我孫子智美 同大OG 棒高跳

44 ２０１６（平成２８）年 リオデジャネイロ 荻田   大樹 関学大OB 棒高跳

関西学連（現役・卒業生）の五輪・世界陸上・ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ・ｱｼﾞｱ・極東選手権代表選手一覧



45 伊藤      舞 京産大OG マラソン

46 ２０２１（令和３）年 東京 多田   修平 関学大OB １００ｍ、４×１００ｍR

47 ＊新型コロナウィルス感染症 山西   利和 京大OB ２０ｋｍ競歩（３位、１゜２１’２８”）

48 　 のため１年延期 丸尾   知司 びわスポ大OB ５０ｋｍ競歩

49 河添   香織 立命大OG ２０ｋｍ競歩

50 齋藤   愛美 大阪成蹊大 ４×１００ｍR

51 壹岐 あいこ 立命大 ４×１００ｍR

52 青山   華依 甲南大 ４×１００ｍR

出場選手大学一覧（延べ人数で多い大学順）

延べ人数 実人数

1 関大 １０名 ８名

2 同大 ９名 ６名

3 京大（京都帝大含む） ６名 ６名

3 京産大 ６名 ３名

5 関学大 ５名 ５名

6 龍谷大 ３名 ２名

6 立命大 ３名 ３名

8 光華短大 ２名 ２名

9 帝塚山学院短大 １名 １名

9 大体大 １名 １名

9 天理大 １名 １名

9 大院大 １名 １名

9 佛教大 １名 １名

9 びわｽﾎﾟ大 １名 １名

9 大阪成蹊大 １名 １名

9 甲南大 １名 １名

世界陸上
メダリスト 金メダル 山西   利和 京大ＯＢ ドーハ ２０ｋｍ競歩

京大ＯＢ オレゴン ２０ｋｍ競歩

銅メダル 多田   修平 関学大 ロンドン ４×１００ｍR

関学大OB ドーハ ４×１００ｍR

1 １９９１（平成３）年 東京 早狩   実紀 同大OG ３０００ｍSC

2 北田   敏恵 大体大 ４×１００ｍR

3 北川   政代 大体大OG ４×１００ｍR

4 北森   郁子 天理大OG 円盤投

5 １９９３（平成５）年 シュトゥットガルト 高岡   寿成 龍谷大OB ５０００ｍ

6 １９９５（平成７）年 イェーテボリ 小坂田   淳 京産大 ２００ｍ

7 朝原   宣治 同大OB 走幅跳

8 溝口   和洋 京産大OB やり投

9 木村   泰子 京産大 １００００ｍ

10 １９９７（平成９）年 アテネ 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR

11 高岡   寿成 龍谷大OB １００００ｍ

12 高橋   尚子 大院大OG ５０００ｍ

13 藤村   信子 大体大OG マラソン

14 岩本（北田）敏恵 大体大OG ４×１００ｍR

15 新井   初佳 甲南大OG ４×１００ｍR

16 １９９９（平成１１）年 セビリア 小坂田   淳 京産大OB ４００ｍ　４×４００ｍR

17 高岡   寿成 龍谷大OB ５０００ｍ　１００００ｍ

18 新井   初佳 甲南大OG １００ｍ　４×１００ｍR

19 高橋   尚子 大院大OG マラソン

20 岩本（北田）敏恵 大体大OG ４×１００ｍR

21 ２００１（平成１３）年 エドモントン 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR（４位、３８”９６）



22 安井   章泰 龍谷大OB １００ｍ

23 小坂田   淳 京産大OB ４００ｍ　４×４００ｍR

24 高岡   寿成 龍谷大OB １００００ｍ

25 ２００３（平成１５）年 パリ 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR（６位、３９”０５）

26 小坂田   淳 京産大OB ４００ｍ　４×４００ｍR

27 小﨑    まり 大短大OG マラソン

28 新井   初佳 甲南大OG ４×１００ｍR

29 ２００５（平成１７）年 ヘルシンキ 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR（８位、３８”７７）

30 高岡   寿成 龍谷大OB マラソン（４位、２゜１１’５３”）

31 細川   道隆 京産大OB マラソン

32 杉本   明洋 京大 ２０ｋｍ競歩

33 小﨑    まり 大短大OG マラソン

34 早狩   実紀 同大OG ３０００ｍSC

35 ２００７（平成１９）年 大阪 朝原   宣治 同大OB １００ｍ　４×１００ｍR（５位、３８”０３）

36 杉本   明洋 京大OB ２０ｋｍ競歩

37 荒川   大輔 同大OB 走幅跳

38 小﨑    まり 大短大OG マラソン

39 加納   由理 立命大OG マラソン

40 早狩   実紀 同大OG ３０００ｍSC

41 渕瀬真寿美 龍谷大 ２０ｋｍ競歩

42 青山      幸 甲南大OG 走高跳

43 吉田恵美可 京産大 やり投

44 ２００９（平成２１）年 ベルリン 荒川   大輔 同大OB 走幅跳

45 加納   由理 立命大OG マラソン

46 早狩   実紀 同大OG ３０００ｍSC

47 渕瀬真寿美 龍谷大OG ２０ｋｍ競歩（７位、１゜３１’１５”）

48 和田   麻紀 龍谷大OG ４×１００ｍR

49 ２０１１（平成２３）年 大邱 吉本ひかり 佛教大 １００００ｍ

50 伊藤     舞 京産大OG マラソン

51 早狩  実紀 同大OG ３０００ｍSC

52 渕瀬真寿美 龍谷大OG ２０ｋｍ競歩

53 宮下   梨沙 大体大OG やり投

54 ２０１３（平成２５）年 モスクワ 荻田   大樹 関学大OB 棒高跳

55 福本（青山）幸 甲南大OG 走高跳

56 木﨑   良子 佛教大OG マラソン（４位、２゜３１’２８”）

57 渕瀬真寿美 龍谷大OG ２０ｋｍ競歩

58 ２０１５（平成２７）年 北京 小西   勇太 立命大OB ４００ｍH

59 荻田   大樹 関学大OB 棒高跳

60 西原   加純 佛教大OG １００００ｍ

61 伊藤     舞 京産大OG マラソン（７位、２゜２９’４８”）

62 青山   聖佳 大阪成蹊大 ４×４００ｍR

63 ２０１７（平成２９）年 ロンドン 多田   修平 関学大 １００ｍ、４×１００ｍR（３位、３８”０４）

64 丸尾   知司 びわスポ大OB ５０ｋｍ競歩（５位、３゜４３’０３”）

65 荻田   大樹 関学大OB 棒高跳

66 ２０１９（令和元）年 ドーハ 山西　 利和 京大OB ２０ｋｍ競歩（１位、１゜２６’３３”）

67 多田   修平 関学大OB ４×１００ｍR（３位、３７”４３）

68 河内   光起 近大 ４×４００ｍR

69 渕瀬真寿美 龍谷大OG ５０ｋｍ競歩

70 佐藤   友佳 東大阪大OG やり投

71 青山   聖佳 大阪成蹊大OG 混合４×４００ｍＲ

72 ２０２２（令和４）年 オレゴン 坂井隆一郎 関大OB １００ｍ、４×１００ｍR

73 ＊新型コロナウィルス感染症 上山   紘輝 近大OB ２００ｍ、４×１００ｍR

74 　 のため１年延期 山西　 利和 京大OB ２０ｋｍ競歩（１位、１゜１９’０７”）



75 河内   光起 近大OB ４×４００ｍR、混合４×４００ｍR

76 岩崎　 立来 大体大 ４×４００ｍＲ、混合４×４００ｍR

77 秦   澄美鈴 武庫女大OG 走幅跳

78 武本   紗栄 大体大OG やり投

79 青山   華依 甲南大 ４×１００ｍＲ

※赤字は出場なし

出場選手大学一覧（延べ人数で多い大学順）

延べ人数 実人数

1 同大 １３名 ３名

2 龍谷大 １２名 ４名

3 京産大 １０名 ６名

4 大体大 ８名 ６名

5 甲南大 ６名 ３名

6 関学大 ５名 ２名

7 京大 ４名 ２名

8 佛教大 ３名 ３名

8 立命大 ３名 ２名

8 大短大 ３名 １名

8 近大 ３名 ２名

12 大院大 ２名 １名

12 大阪成蹊大 ２名 １名

14 天理大 1名 １名

14 びわスポ大 １名 １名

14 東大阪大 １名 １名

14 関大 １名 １名

14 武庫女大 １名 １名

ワールドユニバーシティーゲームズ（旧国際学生、旧学生スポーツ週間、旧ユニバーシアード）
メダリスト 金メダル 田島   直人 京都帝大 ブダペスト 走幅跳

深尾   真美 大体大OG 神戸 マラソン

泉      宜廣 京産大OB ザグレブ マラソン

西原   加純 佛教大 ベオグラード １００００ｍ

岩川真知子 立命大 深圳 ハーフマラソン団体

竹地   志帆 佛教大 深圳 ハーフマラソン団体

津田   真衣 立命大 カザン ハーフマラソン、ハーフマラソン団体

奥野有紀子 京産大 カザン ハーフマラソン団体

三井   綾子 立命大 カザン ハーフマラソン団体

菅野   七虹 立命大 光州 ハーフマラソン団体

新井沙紀枝 大院大 光州 ハーフマラソン団体

山西   利和 京都大 台北 ２０ｋｍ競歩

多田   修平 関学大 台北 ４×１００ｍR

銀メダル 浅井      浄 関学大 ソフィア ４×１００ｍR

辻下美代子 大体大 東京 ４×１００ｍR

金刺   貴子 大体大OG ザグレブ マラソン

加納   由理 立命大 パルマ・デ・マヨルカ １００００ｍ

大山   美樹 立命大 北京 ハーフマラソン

木﨑   良子 佛教大 イズミル ハーフマラソン

木﨑   良子 佛教大 バンコク １００００ｍ

寺田      惠 関学大OG バンコク ハーフマラソン

西原   加純 佛教大 ベオグラード ５０００ｍ

渕瀬真寿美 龍谷大OG ベオグラード ２０ｋｍ競歩

堀江新太郎 立命大 深圳 ４×４００ｍR

田中   華絵 立命大 深圳 １００００ｍ



菅野   七虹 立命大 光州 ハーフマラソン

銅メダル 西      貞一 同大 ダルムシュタット オリンピックリレー

原田   正夫 京都帝大 ブダペスト 走幅跳

谷口   睦生 関大OB ウィーン １００ｍ

高岡   寿成 龍谷大OB バッファロー ５０００ｍ

佐藤   由美 京産大 福岡 ５０００ｍ

木村   泰子 京産大 福岡 １００００ｍ

十倉 みゆき 立命大OG シチリア ハーフマラソン

石橋   麻衣 佛教大 深圳 １００００ｍ

津田   真衣 立命大 カザン １００００ｍ

奥野有紀子 京産大 カザン ハーフマラソン

壹岐 いちこ 立命大 台北 ４×１００ｍR

中村   水月 大阪成蹊大 台北 ４×１００ｍR

1 １９２８（昭和３）年 パリ 相沢   巌夫 京都帝大 １００ｍ（４位）　２００ｍ

2 １９３０（昭和５）年 ダルムシュタット 大島　 鎌吉 関大 走幅跳（６位、７ｍ０９）

3 西　　　貞一 同大 オリンピックリレー（３位、３’３３”６）

＊ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾘﾚｰ→２００ｍ＋２００ｍ＋４００ｍ＋８００ｍ

4 １９３５（昭和１０）年 ブダペスト 田島   直人 京都帝大 走幅跳（１位、７ｍ５２）　４×１００ｍR（４位、４２”８）

5 原田   正夫 京都帝大 １１０ｍH（４位、１５”５）　４×４００ｍR（６位、３’２７”２）

走幅跳（３位、７ｍ３７）

6 谷口   睦生 関大 ４×１００ｍR（４位、４２”８）　４×４００ｍR（６位、３’２７”２）

オリンピックリレー（４位、３’３５”６）

7 長尾   三郎 関大 やり投（４位、５７ｍ７０）

8 １９３９（昭和１４）年 ウィーン 谷口   睦生 関大OB １００ｍ（３位、１０”９）

9 前田      巌 関学大OB 棒高跳

10 １９５３（昭和２８）年 ドルトムント 園田裕四郎 関大 走幅跳（４位、７ｍ２９）  三段跳（４位、１４ｍ５８）

４×１００ｍR（５位、４２”７）

11 １９５５（昭和３０）年 サン・セバスティアン 園田裕四郎 関大OB 走幅跳（５位、７ｍ１３）　三段跳（４位、１４ｍ７９）

４×１００ｍR（４位、４３”４）　アカデミーリレー（４位、３’２９”９）

＊ｱｶﾃﾞﾐｰﾘﾚｰ→８００ｍ＋４００ｍ＋２００ｍ＋１００ｍ

12 １９５７（昭和３２）年 パリ 宮田　　　孜 立命大 １００ｍ　２００ｍ

13 １９５９（昭和３４）年 トリノ 長田   義昭 同大 １００ｍ　４×１００ｍR（６位、４２”３）

14 河野   八郎 関大OB 走幅跳

＊この大会より名称ユニバーシアード

15 １９６１（昭和３６）年 ソフィア 浅井　　　浄 関学大 １００ｍ　４×１００ｍR（２位、４１”２）

16 三宅   克宏 関学大 １１０ｍH

17 小林   祐子 光華短大OG ２００ｍ

18 １９６３（昭和３８）年 ポルト・アレグレ 三宅   克宏 関学大 １１０ｍH　４×１００ｍR（４位、４２”３）

19 鳥居   充子 光華短大 ８０ｍH（４位、１２”５）　走高跳（５位、１ｍ５６）

20 １９６５（昭和４０）年 ブダペスト 田中      章 関学大OB １１０ｍH（７位、１４”４）

21 １９６７（昭和４２）年 東京 池田　　　豊 関大 ８００ｍ

22 星加   利樹 関学大 ４×４００ｍR（６位、３’０９”５）

23 辻下美代子 大体大 ２００ｍ（５位、２５”０）　４×１００ｍR（２位、４６”５）

24 田中   君枝 大体大 走高跳（６位、１ｍ６５）

25 １９７３（昭和４８）年 モスクワ 増田      学 関学大 走幅跳　４×１００ｍR

26 １９７５（昭和５０）年 ローマ 小西   清隆 大体大 棒高跳

27 １９８３（昭和５８）年 エドモントン 辰巳   公子 大体大 七種競技

28 １９８５（昭和６０）年 神戸 梅本   公士 大体大OB 走幅跳

29 溝口   和洋 京産大OB やり投（６位、８１ｍ１４）

30 黒田千寿子 大体大 １００００ｍ

31 深尾   真美 大体大OG マラソン（１位、２゜４４’５４”）

32 北森   郁子 天理大OG 円盤投

33 辰巳   公子 大体大OG 七種競技



34 １９８７（昭和６２）年 ザグレブ 泉      宜廣 京産大OB マラソン（１位、２゜２４’２３”）

35 金刺   貴子 大体大OG マラソン（２位、２゜４６’３３”）

36 １９８９（平成１）年 デュースブルグ 岩佐   克俊 同大 ４×４００ｍR

37 １９９１（平成３）年 シェフィールド 岸本      実 京産大OB マラソン

38 寺澤   佳恵 阪大 １００００ｍ

39 １９９３（平成５）年 バッファロー 高岡   寿成 龍谷大OB ５０００ｍ（３位、１４’０６”２１）

40 １９９５（平成７）年 福岡 河邉   崇雄 京産大 ２００ｍ　４×１００ｍR（６位、４０”３７）

41 小坂田   淳 京産大 ２００ｍ

42 荻野   純人 関大 ３０００ｍSC（６位、８’４１”７０）

43 吉田   哲也 龍谷大 ４×１００ｍR（６位、４０”３７）

44 朝原   宣治 同大OB 走幅跳（７位、８ｍ０３）

45 山本   善之 京産大 やり投

46 北田   敏恵 大体大OG １００ｍ　４×１００ｍR（５位、４４”８０）

47 藤井   由香 龍谷大 ２００ｍ

48 早狩   実紀 同大OG １５００ｍ（６位、４’１６”１２）

49 佐藤   由美 京産大 １５００ｍ　５０００ｍ（３位、１５’３５”２８）

50 木村   泰子 京産大 ５０００ｍ（６位、１５’５９”４９）　 １００００ｍ（３位、３３’０３”０１）

51 光川      愛 京産大 １００００ｍ（４位、３３’１６”４１）

52 浅田   智美 大体大 １００ｍH

53 佐々木美佳 関外大OG ４００ｍH

54 １９９７（平成９）年 シチリア 十倉みゆき 立命大OG ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（３位、１゜１３’２０”）

55 １９９９（平成１１）年 パルマ・デ・マヨルカ 安井   泰章 龍谷大 １００ｍ　４×１００ｍR（５位、３９”３７）

56 前田   貴史 京産大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（５位、１゜０４’５０”）

57 黄瀬   洋司 大体大 やり投

58 加納   由理 立命大 ５０００ｍ（６位、１６’１１”１５）　１００００ｍ（２位、３３’１６”４１）

59 ２００１（平成１３）年 北京 大山   美樹 立命大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（２位、１゜１５’３１”）

60 ２００３（平成１５）年 大邱 荒川   大輔 同大 走幅跳

61 堀岡   智子 大体大 ５０００ｍ（８位、１６’２２”１７）　１００００ｍ（５位、３４’１２”３７）

62 池田   恵美 立命大 ５０００ｍ

63 飯島   希望 佛教大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（４位、１゜１５’１８”）

64 重田   円香 京産大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（７位、１゜１６’０５”）

65 三村   芙実 立命大 ２０ｋｍ競歩（８位、１゜４９’０５”）

66 ２００５（平成１７）年 イズミル 木﨑   良子 佛教大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（２位、１゜１４’３４”）

67 寺田      惠 関学大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（６位、１゜１５’２３”）

68 ２００７（平成１９）年 バンコク 木﨑   良子 佛教大 ５０００ｍ（４位、１５’５８”１９）　１００００ｍ（２位、３２’５５”１１）

69 小島   一恵 立命大 ５０００ｍ（５位、１６’０４”５５）

70 寺田      惠 関学大OG ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（２位、１゜１２’３７”）

71 ２００９（平成２１）年 ベオグラード 荻田   大樹 関学大 棒高跳

72 西原   加純 佛教大 ５０００ｍ（２位、１５’４６”９５）　１００００ｍ（１位、３３’１４”６２）

73 小島   一恵 立命大 ５０００ｍ（７位、１６’０３”４５）

74 渕瀬真寿美 龍谷大OG ２０ｋｍ競歩（２位、１゜３１’４２”）

75 ２０１１（平成２３）年 深圳 小谷   優介 立命大 １００ｍ　４×１００ｍR

76 堀江新太郎 立命大 ４×４００ｍR（２位、３’０５”１６）

77 伊藤   愛里 関大 １００ｍH

78 田中   華絵 立命大 ５０００ｍ（６位、１６’０４”０５）　１００００ｍ（２位、３３’１５”５７）

79 石橋   麻衣 佛教大 １００００ｍ（３位、３３’４１”９０）

80 岩川真知子 立命大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（４位、１゜１６’５３”、団体１位）

81 竹地   志帆 佛教大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（７位、１゜１８’１６”、団体１位）　

82 ２０１３（平成２５）年 カザン 津田   真衣 立命大 １００００ｍ（３位、３３’１４”５９）

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（１位、１゜１３’１２”、団体１位）

83 奥野有紀子 京産大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（３位、１゜１３’２４”、団体１位）　

84 三井   綾子 立命大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（７位、１゜１４’１０”、団体１位）

85 前田   浩唯 立命大 ２０ｋｍ競歩



86 ２０１５（平成２７）年 光州 大森   菜月 立命大 ５０００ｍ（７位、１６’０７”５３）

87 新井沙紀枝 大院大 １００００ｍ　ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（団体１位）

88 菅野   七虹 立命大 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ（２位、１゜１５’２４”、団体１位）

89 山内      愛 大阪成蹊大 やり投

90 ２０１７（平成２９）年 台北 多田   修平　 関学大 １００ｍ（７位、１０”３３）  ４×１００ｍR（１位、３８”６５）

91 山西   利和 京大 ２０ｋｍ競歩（１位、１゜２７’３０”）

92 壹岐 いちこ 立命大 １００ｍ　４×１００ｍR（３位、４４”５６）

93 中村   水月 大阪成蹊大 ２００ｍ　４×１００ｍR（３位、４４”５６）

94 ２０１９（令和元）年 ナポリ 河内   光起 近大 ４００ｍ（６位、４６”６２）　４×４００ｍR（４位、３’０４”３４）

95 坂本   達哉 大体大 やり投

96 塩見   綾乃 立命大 ８００ｍ、４×４００ｍR

97 柳谷   朋美 大阪成蹊大 ２００ｍ、４×１００ｍＲ（５位、４４”９１）

出場選手大学一覧（延べ人数で多い大学順）

延べ人数 実人数

1 立命大 １９名 １８名

2 大体大 １４名 １３名

3 京産大 １２名 １２名

4 関学大 １１名 ９名

5 関大 １０名 ８名

6 同大 ６名 ６名

6 佛教大 ６名 ５名

8 龍谷大 ５名 ５名

9 京大（京都帝大含む） ４名 ４名

10 大阪成蹊大 ３名 ３名

11 光華短大 ２名 ２名

12 近大 １名 １名

12 大院大 １名 １名

12 天理大 １名 １名

12 阪大 １名 １名

12 関外大 １名 １名

アジア大会
メダリスト 金メダル 南部   敦子 光華短大 マニラ １００ｍ

藤井   芳枝 光華短大 東京 ４×１００ｍR

辻下美代子 大体大 バンコク ４×１００ｍR

木口真佐江 大体大OG バンコク ４×４００ｍR

溝口   和洋 京産大OB ソウル やり投

岩佐   克俊 同大 北京 ４×４００ｍR

高岡   寿成 龍谷大OB 広島 ５０００ｍ、１００００ｍ

小坂田   淳 京産大OB バンコク ４×４００ｍR

高橋   尚子 大院大OG バンコク マラソン

多田   修平 関学大 ジャカルタ ４×１００ｍR

銀メダル 田尾   一郎 関大 ニューデリー ４×４００ｍR

園田裕四郎 関大 マニラ 走幅跳

南部   敦子 光華短大 マニラ ２００ｍ、走幅跳、４×１００ｍR

宮下   美代 光華短大ＯＧ マニラ ８０ｍH

岡本貴美子 同大 マニラ ４×１００ｍR

柳      恭博 関学大 東京 ４×１００ｍR

浅井      浄 関学大 ジャカルタ ４×１００ｍR

清水      修 大体大 バンコク 走高跳



辻下美代子 大体大 バンコク ２００ｍ

北森   郁子 天理大OG 広島 円盤投

朝原   宣治 同大ＯＢ 釜山 １００ｍ、４×１００ｍR

渕瀬真寿美 龍谷大OG 広州 ２０ｋｍ競歩

木﨑   良子 佛教大ＯＧ 仁川 マラソン

我孫子智美 同大ＯＧ 仁川 棒高跳

山西   利和 京大ＯＢ ジャカルタ ２０ｋｍ競歩

銅メダル 木口真佐江 大体大ＯＧ バンコク ４００ｍH

岩佐   克俊 同大 北京 ４×１００ｍR

溝口   和洋 京産大OB 北京 やり投

北田   敏恵 大体大OG 広島 ４×１００ｍR

藤村   信子 大体大OG 広島 マラソン

早狩   美紀 同大OG 広州 ３０００ｍSC

我孫子智美 同大OG 広州 棒高跳

1 １９５１（昭和２６）年 ニューデリー 田尾   一郎 関大 ８００ｍ　４×４００ｍR（２位、３’２４”４）

2 １９５４（昭和２９）年 マニラ 園田裕四郎 関大 走幅跳（２位、６ｍ９４）

3 玉江   和男 関大OB 三段跳（４位、１４ｍ５１）

4 南部   敦子 光華短大 １００ｍ（１位、１２”５）　２００ｍ（２位、２６”１）

走幅跳（２位、５ｍ６４）　４×１００ｍR（２位、４９”６）

5 岡本貴美子 同大 １００ｍ（６位、１２”９）　２００ｍ（５位、２６”６）

４×１００ｍR（２位、４９”６）

6 宮下   美代 光華短大OG ８０ｍH（２位、１２”０）

7 １９５８（昭和３３）年 東京 柳      恭博 関学大 ２００ｍ　４×１００ｍR（２位、４１”４）

8 園田裕四郎 関大OB 走幅跳（５位、７ｍ２３）

9 藤井   芳枝 光華短大 ４×１００ｍR（１位、４８”６）

10 １９６２（昭和３７）年 ジャカルタ 浅井      浄 関学大 ４×１００ｍR（２位、４１”５）

11 １９６６（昭和４１）年 バンコク 佐藤   泰章 関学大 ４×１００ｍR（５位、４２”２）　

12 清水      修 大体大 走高跳（２位、２ｍ０３）

13 辻下美代子 大体大 ２００ｍ（２位、２５”３）　４×１００ｍR（１位、４７”１）

14 １９７４（昭和４９）年 テヘラン 西村      彰 同大OB ４００ｍH（４位、５２”５７）　４×４００ｍR（４位、３’１０”５）

15 １９７８（昭和５３）年 バンコク 広瀬   栄明 天理大 ２００ｍ（５位、２１”７４）

16 木口真佐江 大体大OG ４００ｍH（３位、１’０２”０９）　４×４００ｍR（１位、３’４６”２９）

17 １９８２（昭和５７）年 ニューデリー 三浦   重則 天理大 砲丸投（６位、１５ｍ２７）

18 １９８６（昭和６１）年 ソウル 溝口   和洋 京産大OB やり投（１位、７６ｍ６０）

19 深尾   真美 大体大 １００００ｍ（４位、３３’４７”４０）

20 北森   郁子 天理大OG 円盤投（４位、５０ｍ１４）

21 １９９０（平成　２）年 北京 泉      宜廣 京産大OB マラソン（８位、２゜２１’０１”）

22 岩佐   克俊 同大 ４×１００ｍR（３位、３９”６１）　４×４００ｍR（１位、３’０５”８２）

23 溝口   和洋 京産大OB やり投（３位、７５ｍ８４）

24 北川   政代 大体大 ４×１００ｍR（４位、４５”６７）　４×４００ｍR（５位、３’４０”６５）

25 １９９４（平成　６）年 広島 高岡   寿成 龍谷大OB ５０００ｍ（１位、１３’３８”３７）　１００００ｍ（１位、２８’１５”４８）

26 溝口   和洋 京産大OB やり投（５位、７１ｍ７４）

27 北田   敏恵 大体大OG １００ｍ（４位、１１”５８）　４×１００ｍR（３位、４４”５７）

28 藤村   信子 大体大OG マラソン（３位、２゜３７’１０”）

29 北森   郁子 天理大OG 円盤投（２位、５３ｍ９２）

30 １９９８（平成１０）年 バンコク 小坂田   淳 京産大OB ４×４００ｍR（１位、３’０１”７０）

31 新井   初佳 甲南大OG １００ｍ（５位、１１”５９）　２００ｍ（６位、２３”５８）

４×１００ｍR（５位、４４”８０）　

32 高橋   尚子 大院大OG マラソン（１位、２゜２１’４７”）

33 佐々木美佳 関外大OG ４００ｍH（５位、５８”７８）

34 岩本（北田)敏恵 大体大OG ４×１００ｍR（５位、４４”８０）　

35 ２００２（平成１４）年 釜山 朝原   宣治 同大OB １００ｍ（２位、１０”２９）　４×１００ｍR（２位、３８”９０）

36 笹野   浩志 立命大OB ８００ｍ　



37 新井   初佳 甲南大OG １００ｍ　２００ｍ　４×１００ｍR（４位、４４”５９）

38 ２００６（平成１８）年 ドーハ 青山      幸 甲南大OG 走高跳（５位、１ｍ８４）

39 ２０１０（平成２２）年 広州 木﨑   良子 佛教大OG ５０００ｍ（８位、１５’５８”８５）　

40 吉本ひかり 佛教大 １００００ｍ（５位、３２’０６”７３）

41 早狩   実紀 同大OG ３０００ｍSC（３位、１０’０１”２５）

42 渕瀬真寿美 龍谷大OG ２０ｋｍ競歩（２位、１゜３０”３４’）

43 我孫子智美 同大OG 棒高跳（３位、４ｍ１５）

44 加納   由理 立命大OG マラソン（７位、２゜３６’４０”）

45 ２０１４（平成２６）年 仁川 西原   加純 佛教大OG １００００ｍ（８位、３２’４１”４９）

46 木﨑   良子 佛教大OG マラソン（２位、２゜２５’５０”）

47 福本(青山)幸 甲南大OG 走高跳

48 我孫子智美 同大OG 棒高跳（２位、４ｍ２５）

49 ２０１８（平成３０）年 ジャカルタ 山西   利和 京大OB ２０ｋｍ競歩（２位、１゜２２”１０’）

50 多田   修平 関学大 ４×１００ｍR（１位、３８”１６）　

出場選手大学一覧（延べ人数で多い大学順）

延べ人数 実人数

1 大体大 ８名 ７名

2 同大 ７名 ６名

3 京産大 ５名 ３名

4 関学大 ４名 ４名

4 関大 ４名 ３名

4 天理大 ４名 ３名

4 佛教大 ４名 ３名

4 甲南大 ４名 ２名

9 光華短大 ３名 ３名

10 龍谷大 ２名 ２名

10 立命大 ２名 ２名

12 大院大 １名 １名

12 関外大 １名 １名

12 京大 １名 １名

極東選手権大会（アジア大会の前身の大会）
メダリスト 金メダル 佐伯      巌 同大 マニラ ８８０ｙ

中村   正祐 神戸高商OB 上海 砲丸投

毛利   一郎 大阪医大 大阪 半マイルR

津田晴一郎 関大 上海 １５００ｍ

星名      泰 京都帝大 上海 五種競技

西      貞一 同大 東京 ４×４００ｍR

谷口   睦生 関大 マニラ ４×１００ｍR

田島   直人 京都帝大 マニラ 走幅跳

大島   鎌吉 関大OB マニラ 三段跳

長尾   三郎 関大 マニラ やり投

銀メダル 渡辺   文吉 関学 上海 １２０ｙH、２２０ｙH

榎原   如一 同大 大阪 １２０ｙH

相沢   巌夫 京都帝大OB 上海 ４×２００ｍR

矢柴   晴雄 関大 上海 ８００ｍ

西      貞一 同大 東京 ４００ｍ

谷口   睦生 関大 マニラ ２００ｍ

市原   正雄 立命大 マニラ ４×４００ｍR

原田   正夫 京都帝大 マニラ 走幅跳、三段跳

銅メダル 佐伯      巌 同大 マニラ ４４０ｙ

松川   省三 神戸高商OB 大阪 ２２０ｙH

市原   正雄 立命大 マニラ ４００ｍH



田島   直人 京都帝大 マニラ 三段跳

1 １９１７（大正　６）年 東京 加藤富之助 同志社 １０マイル

2 １９１９（大正　８）年 マニラ 佐伯      巌 同大 ４４０ｙ（３位）　８８０ｙ（１位、２’０５”０）

3 １９２１（大正１０）年 上海 渡辺   文吉 関学 １２０ｙＨ（２位、１６”６）　２２０ｙＨ（２位、２６”４）

4 中村   正祐 神戸高商ＯＢ 砲丸投（１位、１２ｍ８３）

5 １９２３（大正１２）年 大阪 毛利   一郎 大阪医大 ２２０ｙ（４位）　半マイルＲ（１位、１’３３”２）

6 榎原   如一 同大 １２０ｙＨ（２位）

7 松川   省三 神戸高商ＯＢ ２２０ｙ（３位）

8 猿丸   吉雄 同大 砲丸投（４位、１２ｍ９６）

9 １９２５（大正１４）年 マニラ 岸   源左衛門 関大 ８００ｍ（４位）

10 １９２７（昭和　２）年 上海 相沢   巌夫 京都帝大 ２００ｍ（４位）　４×２００ｍＲ（２位）

11 矢柴   晴雄 関大 ８００ｍ（２位）

12 岸   源左衛門 関大 ８００ｍ（４位）

13 津田晴一郎 関大 １５００ｍ（１位、４’１４”１）

14 星名       泰 京都帝大 五種競技（１位、２５４２点）

15 １９３０（昭和　５）年 東京 西       貞一 同大 ４００ｍ（２位）　４×４００ｍＲ（１位、３’２４”２）

16 岸   源左衛門 関大ＯＢ １００００ｍ（４位）

17 １９３４（昭和　９）年 マニラ 谷口    睦生 関大 １００ｍ（４位）　２００ｍ（２位、２１”９）　４×１００ｍＲ（１位、４２”３）

18 市原    正雄 立命大 ４００ｍＨ（３位）　４×４００ｍＲ（２位）

19 田島    直人 京都帝大 走幅跳（１位、７ｍ３０）　三段跳（３位、１４ｍ９５）

20 原田    正夫 京都帝大 走幅跳（２位、７ｍ２６）　三段跳（２位、１４ｍ９８）

21 大島    鎌吉 関大ＯＢ 三段跳（１位、１５ｍ０７）

22 長尾    三郎 関大 やり投（１位、５９ｍ８１３）　五種競技団体（１位、13180．425）

出場選手大学一覧（延べ人数で多い大学順）

延べ人数 実人数

1 関大 ８名 ６名

2 同大 ５名 ５名

3 京都帝大 ４名 ４名

4 神戸高商 ２名 ２名

5 関学 １名 １名

5 大阪医大 １名 １名

5 立命大 １名 １名


