
日付 種目

原吉　龍  10.83 (-0.4) 山﨑　遥斗  11.13 (-0.4) 川﨑　琉翔  11.20 (-0.4) 原吉　大樹  11.28 (-0.4) 西山　翔  11.29 (-0.4) 田中　泰豊  11.43 (-0.4) 西村　鴻生  11.45 (-0.4) 髙岡　亮太  11.61 (-0.4)

京都共栄 久美浜 綾部 京都共栄 網野 加悦谷 西舞鶴 加悦谷

原吉　龍  22.08 (-3.4) 山﨑　遥斗  22.26 (-3.4) 松﨑　智也  22.49 (-3.4) 西村　鴻生  22.74 (-3.4) 岸本　朱楓  22.88 (-3.4) 瀧野　廉斗  23.16 (-3.4) 奥谷　優太  23.22 (-3.4) 上中　岬  23.49 (-3.4)

京都共栄 GR 久美浜 綾部 西舞鶴 西舞鶴 宮津 峰山 西舞鶴

松下　修也  50.73 廣瀬　永  51.69 井上　雄斗  51.88 細見　慶念人  52.19 婦木　一輝  52.24 岸本　朱楓  52.81 近藤　銀河  52.89 大嶋　悠斗  54.10

西舞鶴 福知山 峰山 京都共栄 京都共栄 西舞鶴 福知山 府立工業

桐村　彩太  2:00.22 小森　智貴  2:03.68 岡村　浩生  2:04.01 末吉　信之介  2:04.65 川戸　誠也  2:04.72 熱田　裕紀  2:04.91 今岡　賢希  2:07.83 山本　大貴  2:11.17

網野 峰山 西舞鶴 綾部 久美浜 網野 福知山成美 綾部

桐村　彩太  4:09.15 内藤　宗昌  4:13.92 熱田　裕紀  4:15.34 亀井　祐貴  4:16.74 野村　洸翔  4:17.03 山本　大貴  4:17.05 佐々木　克  4:21.08 藤田　陸也  4:23.34

網野 福知山成美 網野 網野 福知山 綾部 福知山 福知山成美

岡本　匡史  15:36.57 田辺　諒平  15:37.32 佐々木　健人  15:59.26 前原　和貴  16:02.00 西田　陸人  16:02.72 大林　颯  16:23.30 島田　晴斗  16:33.07 吉田　智紀  16:57.39

網野 網野 府立工業 綾部 宮津 綾部 福知山成美 福知山成美

西岡　純一朗  15.67 (-2.1) 廣瀬　亮太  16.11 (-2.1) 田中　椋  16.73 (-2.1) 和田　刀麻  19.13 (-2.1) 大平　翔太  19.33 (-2.1) 小森　進矢  19.34 (-2.1)

綾部 GR 京都共栄 加悦谷 宮津 加悦谷 網野

西山　翔  55.49 岩波　翔也  58.79 奈良井　竣  59.00 滝野　一成  1:01.11 田中　大智  1:02.27 松本　拓也  1:03.39 田中　椋  1:09.16 大竹　舞翔  1:09.59

網野 綾部 綾部 綾部 加悦谷 網野 加悦谷 加悦谷

山本　瑛平  9:44.31 糸井　三四朗  10:01.37 井上　新大  10:07.84 前田　真吾  10:13.92 小谷　和希  10:15.18 上田　康平  10:15.60 村上　亮平  10:21.65 岡村　浩生  10:27.82

宮津 宮津 福知山成美 網野 綾部 峰山 西舞鶴 西舞鶴

京都共栄  41.88 綾部  42.83 峰山  43.20 西舞鶴  43.23 福知山  43.73 久美浜  44.08 加悦谷  44.26 宮津  44.44

原吉　龍 川﨑　琉翔 中西　慶伍 橋本　和輝 服部　光一郎 梅田　和弥 田中　椋 高原　壮志

原吉　大樹 土佐　修平 奥谷　優太 松下　修也 廣瀬　永 山﨑　遥斗 田中　泰豊 廣瀬　翔

細見　慶念人 松﨑　智也 西村　純輝 岸本　朱楓 大森　涼平 横島　大河 髙岡　亮太 瀧野　廉斗

高野　涼 西岡　純一朗 安達　巧真 上中　岬 梅原　貴宥 後藤　龍輝 安岐　優祐 梅本　薫

西舞鶴  3:26.90 綾部  3:27.78 峰山  3:32.06 福知山  3:34.88 網野  3:35.65 加悦谷  3:36.96 宮津  3:39.32 東舞鶴  3:40.57

岸本　朱楓 西岡　純一朗 奥谷　優太 大森　涼平 西山　翔 髙岡　亮太 瀧野　廉斗 舩本　凌

松下　修也 嵯峨根　二千翔 井上　雄斗 近藤　銀河 小森　進矢 田中　大智 高原　壮志 髙田　大毅

西村　鴻生 岩波　翔也 中西　慶伍 佐々木　克 松本　拓也 大竹　舞翔 岡本　凌輝 布川　健児

橋本　和輝 古城　佑真 小森　智貴 野村　洸翔 尾瀨　裕一郎 小田　竜也 廣瀬　翔 藤原　優

土佐　修平  1.80 内藤　輝  1.80 吉田　諭史  1.70 岡田　涼  1.70 吉田　智博  1.65 小森　進矢  1.65

綾部 加悦谷 福知山成美 福知山成美 網野 網野

五木　健心  1.70

綾部

髙岡　亮太  4.20 田野　翔太  3.20 岡本　凌輝  3.20 田中　椋  2.80 吉田　智博  2.60

加悦谷 加悦谷 宮津 加悦谷 網野

四方　大介  6.64 (+0.9) 梅田　竜弥  6.64 (+2.0) 松下　修也  w6.59 (+2.3) 川﨑　琉翔  6.53 (+0.8) 梅田　和弥  6.43 (+1.2) 伊藤　翔太  6.03 (+2.0) 服部　光一郎  5.94 (-0.7) 廣瀬　翔  5.87 (+1.7)

京都共栄 峰山 西舞鶴 綾部 久美浜 福知山 福知山 宮津

北川　義人  13.75 (+2.0) 藤原　凌太  13.01 (+1.1) 阪口　幹旺  12.91 (-1.1) 廣瀬　翔  12.83 (-0.4) 安達　巧真  12.54 (+1.2) 安岐　優祐  12.18 (+1.8) 松見　直弥  w12.08 (+2.8) 服部　光一郎  w12.05 (+2.3)

京都共栄 京都共栄 京都共栄 宮津 峰山 加悦谷 峰山 福知山

金井　一平  14.39 東　優斗  11.57 坂根　宗一郎  11.35 小國　航大  11.29 細見　拓也  10.87 末次　仁志  10.80 高原　壮志  10.56 谷口　滉太  9.80

京都共栄 GR 久美浜 西舞鶴 久美浜 京都共栄 峰山 宮津 西舞鶴

金井　一平  34.33 小國　航大  34.04 細見　拓也  30.67 平林　功仁人  29.16 野村　康人  28.16 東　優斗  27.93 小池　陸斗  27.51 河波　拓哉  26.83

京都共栄 久美浜 京都共栄 網野 宮津 久美浜 京都共栄 福知山成美

大森　舜太郎  43.25 松岡　直哉  39.35 野村　康人  38.03 大西　忍  34.96 高原　壮志  30.98 坂根　宗一郎  27.81 芦田　司  25.04 谷口　滉太  20.70

峰山 府立工業 宮津 府立工業 宮津 西舞鶴 久美浜 西舞鶴

高原　壮志  61.11 末次　仁志  59.69 細見　拓也  52.87 平林　功仁人  50.28 小國　航大  50.19 金井　一平  44.42 高山　航  44.12 長井　信曉  40.74

宮津 峰山 京都共栄 網野 久美浜 京都共栄 西舞鶴 東舞鶴

日付 種目

木村　ひかり  12.89 (-0.9) 中村　彩奈  13.12 (-0.9) 稲田　和  13.17 (-0.9) 和田　千春  13.17 (-0.9) 田茂井　千乃  13.29 (-0.9) 髙屋　あかり  13.41 (-0.9) 木下　瑚都  13.51 (-0.9) 濵上　萌花  13.54 (-0.9)

綾部 峰山 加悦谷 峰山 網野 網野 加悦谷 西舞鶴

小川　涼愛  26.71 (-0.5) 髙屋　あかり  26.99 (-0.5) 田茂井　千乃  27.11 (-0.5) 濵上　萌花  27.28 (-0.5) 嶋﨑　友梨  27.31 (-0.5) 山本　由真  27.43 (-0.5) 野村　梨紗  27.45 (-0.5)

西舞鶴 網野 網野 西舞鶴 宮津 網野 福知山

嶋﨑　友梨  1:01.30 石田　杏  1:01.52 山本　由真  1:02.47 髙屋　あかり  1:02.89 千歳　海理  1:03.83 和泉　祐香  1:04.34 岸田　真耶  1:06.02

宮津 網野 網野 網野 京都共栄 綾部 西舞鶴

石田　杏  2:18.16 出口　雅  2:26.81 岸本　優藍  2:27.41 大野　真奈  2:29.88 久泉　晴香  2:31.77 中村　瑞穂  2:32.86 川勝　裕夏  2:35.99 倉橋　あみ  2:39.85

網野 加悦谷 網野 東舞鶴 宮津 京都共栄 福知山 福知山

川村　智世子  4:47.35 出口　雅  4:55.58 岸本　優藍  4:56.07 片山　留菜  4:57.22 山本　彩夏  5:00.23 吉岡　美祈  5:02.00 蘆田　爽香  5:12.93 高橋　愛  5:16.39

宮津 加悦谷 網野 網野 福知山 峰山 綾部 綾部

川村　智世子  10:13.55 片山　留菜  10:40.06 高橋　愛  11:08.67 蘆田　爽香  11:17.41 梅原　春奈  11:37.18 西垣　佑奈  11:43.35

宮津 網野 綾部 綾部 綾部 網野

中村　彩奈  16.85 (-1.8) 山添　瑞季  17.05 (-1.8) 柴原　恵季美  17.70 (-1.8) 長岡　祐理  18.31 (-1.8) 桶本　京香  18.84 (-1.8) 桝山　ゆき葉  19.82 (-1.8) 服部　花菜子  22.21 (-1.8)

峰山 宮津 京都共栄 福知山 加悦谷 加悦谷 宮津

岸田　真耶  1:16.22 山添　瑞季  1:18.16 服部　花菜子  1:25.85

西舞鶴 宮津 宮津

西舞鶴  50.13 網野  51.04 綾部  51.36 峰山  51.73 福知山  52.67 加悦谷  52.80 宮津  53.74 久美浜  56.79

岸口　輝美 田茂井　千乃 安達　未来 中村　彩奈 北村　明日香 桝山　ゆき葉 門河　美紗 坂根　舞

逢坂　沙恵子 髙屋　あかり 和泉　祐香 和田　千春 長岡　祐理 稲田　和 嶋﨑　友梨 松本　佑那

濵上　萌花 山本　由真 垣岡　穂 安田　茉捺 宮垣　彩花 桶本　京香 山添　瑞季 松田　亜弥

小川　涼愛 上田　楓 木村　ひかり 田中　花奈海 野村　梨紗 木下　瑚都 服部　花菜子 廣岡　夏実

網野  4:13.18 西舞鶴  4:18.32 福知山  4:18.83 綾部  4:23.06 峰山  4:27.39 宮津  4:28.90 加悦谷  4:31.20 久美浜  5:05.48

松本　葵 岸田　真耶 野村　梨紗 倉ヶ市　音衣樹 中村　彩奈 山添　瑞季 稲田　和 坂根　舞

髙屋　あかり 逢坂　沙恵子 長岡　祐理 田中　琴子 吉岡　美祈 嶋﨑　友梨 出口　雅 松田　亜弥

山本　由真 岡本　美里 北村　明日香 木村　ひかり 安田　茉捺 久泉　晴香 桝山　ゆき葉 松本　佑那

上田　楓 小川　涼愛 山本　彩夏 和泉　祐香 田中　花奈海 川村　智世子 木下　瑚都 廣岡　夏実

桶本　京香  1.48 吉野　帆夏  1.40 齊藤　真里奈  1.40 門河　美紗  1.35 岩田　璃保  1.35

加悦谷 京都共栄 宮津 宮津 京都共栄

上田　楓  1.35

網野

山添　瑞季  2.80 桝山　ゆき葉  2.80 宮垣　彩花  2.60 桶本　京香  1.80 木下　瑚都  1.80

宮津 加悦谷 福知山 加悦谷 加悦谷

岸口　輝美  5.40 (-0.1) 水上　佳美  5.00 (+0.2) 長岡　祐理  4.88 (-1.5) 桝山　ゆき葉  4.85 (-1.7) 大山　音々  4.73 (+1.8) 岡本　美里  4.67 (+1.2) 宮垣　彩花  4.52 (-1.2) 岸田　真柚  4.27 (-0.1)

西舞鶴 京都共栄 福知山 加悦谷 京都共栄 西舞鶴 福知山 西舞鶴

岸口　輝美  11.71 (+1.4) 岡本　美里  9.98 (+0.6)

西舞鶴 GR 西舞鶴

大西　凜  11.44 笹倉　百葉  10.03 柴原　恵季美  8.74 吉岡　百々実  8.50 松本　葵  7.60 山尾　桃子  6.55 福井　希歩  5.91 葛野　裕万  5.72

宮津 京都共栄 京都共栄 久美浜 網野 西舞鶴 西舞鶴 西舞鶴

大西　凜  34.35 笹倉　百葉  33.27 福井　希歩  26.55 嶋崎　桜  25.91 山尾　桃子  24.81 葛野　裕万  24.49 永岡　怜華  23.07 的井　寿里亜  22.62

宮津 京都共栄 西舞鶴 福知山 西舞鶴 西舞鶴 峰山 久美浜

的井　寿里亜  24.82 加藤　怜  22.72 吉岡　百々実  20.41 嶋﨑　友梨  20.34 嶋崎　桜  14.08 中村　羽花菜  12.67

久美浜 加悦谷 久美浜 宮津 福知山 宮津

笹倉　百葉  41.00 長岡　祐理  34.28 大西　凜  33.19 的井　寿里亜  29.85 稲田　和  29.57 福井　希歩  27.79 吉岡　百々実  27.77 松本　葵  26.59

京都共栄 福知山 宮津 久美浜 加悦谷 西舞鶴 久美浜 網野
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主催団体名 陸協名

競技会名 第70回両丹高等学校陸上競技対校選手権大会
期日・時刻 2017/5/4 審判長 西村　和夫

競技場名 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 記録主任 宇野　郁弥


