
日付 種目

和田　遼(3)  w10.51 (+3.6) 平野　智也(1)  w10.68 (+3.6) 細見　慶念人(3)  w10.69 (+3.6) 吉田　昌平(3)  w10.73 (+3.6) 辻中　悠河(3)  w10.79 (+3.6) 伊藤　大和(3)  w10.80 (+3.6) 宮本　光翼(3)  w10.82 (+3.6) 吉田　龍誠(3)  10.89 (+1.3)
洛南 洛南 京都共栄 洛南 乙訓 洛南 京都共栄 立命館
野口　航平(3)  w21.80 (+2.5) 村上　海吏(3)  w21.89 (+2.5) 井之上　駿太(1)  w22.01 (+2.5) 木下　祐一(1)  w22.21 (+2.5) 澤田　翔平(2)  w22.55 (+3.1) 樋口　航生(2)  w22.60 (+3.1) 中田　翼沙(1)  w22.67 (+3.1) 栗本　幹也(2)  w22.83 (+2.5)
洛南 乙訓 洛南 洛南 洛南 立命館 洛南 塔南
出口　星翔(2)  49.60 高瀬　楓真(3)  49.84 中村　蓮音(2)  50.15 八木　翔也(1)  50.40 小林　希未斗(3)  50.51 宮井　陽三(3)  51.69 木下　湧翔(3)  52.16
乙訓 乙訓 乙訓 乙訓 京都廣学館 京都両洋 同志社

山口　佳晃(2)  51.69
立命館

野村　洸翔(2)  2:00.36 河本　真之介(2)  2:01.01 谷岡　快莉(2)  2:01.67 王本　眞之介(1)  2:03.91 前田　碩甫(2)  2:04.37 髙安　翔大(2)  2:07.59 船戸　洋(1)  2:07.75 下田　悠誠(1)  2:08.12
福知山 同志社 園部 乙訓 同志社 山城 同志社 西城陽
永井　友也(2)  4:09.86 升田　和真(2)  4:10.37 嶋　晴樹(2)  4:11.02 永田　秀悟(2)  4:12.85 佐々木　克(2)  4:16.11 小島　拓人(2)  4:20.05 島野　和志(2)  4:21.23 鶴田　直也(1)  4:21.49
京都両洋 塔南 亀岡 山城 福知山 乙訓 京都両洋 塔南
藤原　孝輝(1)  w14.67 (+2.7) 高橋　直生(3)  w14.72 (+2.7) 杤岡　武奎(2)  w14.98 (+2.7) 岩井　章太郎(1)  w14.99 (+2.7) 笹　敦博(2)  w15.05 (+2.7) 喜井　翼(2)  w15.09 (+2.7) 島田　大輝(2)  w15.73 (+4.0) 田宮　慎吾(1)  w16.06 (+4.0)
洛南 洛南 乙訓 同志社 洛南 西城陽 鳥羽 洛南
山城　良汰(3)  55.10 石井　裕一朗(2)  58.31 井手　俊悟(2)  59.37 橋本　慶太(1)  1:00.16 大石　晃暉(1)  1:00.23 河野　和馬(2)  1:00.91 大下　晋平(1)  1:02.08 池永　陽向(1)  1:02.24
乙訓 堀川 花園 桃山 北稜 久御山 網野 塔南
洛南  40.84 乙訓  41.23 京都共栄  42.26 京都廣学館  42.52 向陽  42.64 西城陽  43.26 花園  43.32 加悦谷  44.05

平野　智也(1) 長澤　蒼馬(1) 高野　涼(3) 岩井　誠大(2) 五十棲　瑞樹(2) 山岡　真大(2) 武田　玲央(2) 内藤　輝(2)

吉田　昌平(3) 木村　稜(2) 山元　隆吾(2) 舛谷　大成(2) 小寺　竜颯(2) 木村　天南(1) 杉浦　正吾(1) 小長谷　健登(2)

伊藤　大和(3) 原田　涼平(3) 細見　慶念人(3) 大門　賢斗(1) 栗原　拓海(2) 佐藤　蒼志(2) 中西　理功(2) 阪上　魁伸(2)

和田　遼(3) 村上　海吏(3) 宮本　光翼(3) 張田　大暉(2) 古閑　裕太(3) 喜井　翼(2) 仲里　真悟(1) 白数　優(2)

駒井　斗馬(3)  1.95 岡田　雅之(3)  1.95 中尾　鼓太朗(2)  1.86 平井　太陽(2)  1.83 今里　龍矢(1)  1.80 横山　元樹(1)  1.80 有田　亘佑(1)  1.80 芦谷　一斗(1)  1.70
西城陽 西城陽 亀岡 桂 向陽 乙訓 桂 桃山
木村　海(2)  4.60 漆畑　優司(3)  4.40 高橋　海舟(1)  4.20 上阪　琉来(1)  4.20 中西　晴空(3)  4.10 中沢　実夢(1)  4.00 箸尾　準也(1)  3.90
洛東 洛東 洛東 洛東 洛東 北嵯峨 洛東

大橋　昂河(2)  3.90
網野

谷口　卓(3)  w6.93 (+3.2) 北川　嵩人(3)  w6.84 (+2.6) 松村　尚輝(3)  6.77 (+1.8) 畚野　翔太(3)  w6.57 (+4.2) 國生　伸宏(2)  6.43 (+1.3) 早川　巧(2)  6.36 (+1.8) 安藤　駿輔(2)  w6.24 (+2.7) 岩井　陸哉(2)  w6.20 (+4.0)
北稜 公認6.92(+1.4) 京都文教 公認6.43（+2.0) 洛南 西城陽 公認5.69（+0.5) 鳥羽 鳥羽 西城陽 北稜
大場　一徹(3)  14.30 (-0.9) 小松　航(2)  14.10 (+0.6) 柴垣　友紀(3)  13.79 (+1.4) 北岡　翔(3)  13.73 (-0.4) 上坪　篤大(2)  13.51 (+0.9) 清原　凌河(2)  w13.49 (+2.1) イベル　ブランドン(1)  13.38 (+2.0) 小出　悠太(2)  13.25 (+0.5)
洛南 西城陽 京都両洋 西城陽 乙訓 京都廣学館 公認13.33(+1.6) 洛南 北稜
内海　祐樹(3)  15.65 細見　明也(1)  11.46 山下　峻平(2)  10.36 村山　暁(1)  9.21 小八木　豊(2)  7.76 上田　玲弥(1)  6.70
花園 京都共栄 洛東 北嵯峨 久御山 西城陽
木村　将平(3)  45.37 田村　星哉(2)  40.53 小川　典祐(1)  40.49 富永　健心(1)  37.36 足立　琉希(1)  35.76 難波　爽斗(2)  33.95 岩本　泰成(2)  30.56 野嶋　智樹(2)  30.00
花園 乙訓 花園 峰山 京都共栄 京都共栄 京産大附 北嵯峨
下村　海渡(3)  51.00 坂　耀介(2)  50.82 大森　舜太郎(3)  45.74 松本　武留(2)  41.61 前川　覇斗(2)  40.43 千田　神衣(2)  36.49 神野　晃毅(2)  35.58 千田　康弘(1)  33.48
乙訓 花園 峰山 乙訓 洛東 南丹 塔南 塔南
末次　仁志(3)  60.56 三原　光生(2)  50.82 山添　裕生(2)  49.01 岸本　優也(2)  47.99 川上　力哉(2)  46.04 岡本　斗真(2)  44.22 山﨑　公平(2)  42.99 田畑　龍次(1)  42.97
峰山 久御山 網野 久美浜 乙訓 塔南 西舞鶴 洛東
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日付 種目

安達　茉鈴(1)  w12.16 (+2.2) 井上　あず美(3)  w12.17 (+2.2) 井上　晴稀(1)  w12.18 (+2.2) 福原　夏実(3)  w12.47 (+2.2) 杉本　怜夏(1)  w12.55 (+2.2) 有留　淳(3)  w12.58 (+2.2) 長手　美波(2)  w12.76 (+2.4) 足立　美咲(2)  w12.77 (+2.2)
京都橘 京都橘 京都橘 立命館 京都光華 西城陽 洛北 同志社
中尾　あゆみ(3)  25.14 (+1.8) 田中　ノフィー(2)  25.32 (+1.8) 四堂　英恵(3)  25.76 (+1.8) 﨑川　泰未(3)  26.11 (+1.8) 山口　梨佳子(2)  26.11 (+1.8) 岩井　千波(1)  26.22 (+1.8) 小川　涼愛(3)  26.43 (+1.8)
西城陽 鳥羽 西城陽 西京 西城陽 京都橘 西舞鶴
山本　亜美(1)  56.68 福林　春香(3)  57.79 続木　千尋(2)  57.97 梅本　怜奈(3)  58.35 山本　彩乃(3)  58.41 浦谷　愛未(3)  58.59 中塚　萌(3)  58.65 﨑川　泰未(3)  59.49
京都橘 京都橘 京都橘 立命館 京都橘 京都文教 西京 西京
愛須　茉耶(2)  2:17.77 安見　理沙(3)  2:18.55 林　美佑(3)  2:20.28 久木　柚奈(3)  2:21.87 松本　真凛(3)  2:24.86 池上　綾華(2)  2:29.61 高橋　怜子(1)  2:31.35 冨田　彩水(2)  2:32.49
京都文教 同志社 京都文教 東舞鶴 京都両洋 京都文教 堀川 東舞鶴
三原　梓(1)  4:38.04 高橋　栞奈(3)  4:38.77 伊藤　美空(1)  4:40.06 三原　環(2)  4:41.94 津熊　莉菜(1)  4:42.11 曽根　野乃花(2)  4:42.67 山﨑　彩乃(2)  4:51.61 内片　玲(1)  4:52.03
立命館宇治 立命館宇治 立命館宇治 立命館宇治 立命館宇治 立命館宇治 乙訓 西京
中尾　あゆみ(3)  w14.00 (+2.8) 清水　彩妃(3)  w14.25 (+2.8) 川端　野乃花(3)  w14.49 (+2.8) 圓城寺　祐穂(3)  w14.71 (+2.8) 中治　衣理(3)  w14.78 (+2.8) 大菅　紗矢香(1)  14.81 (+1.9) 前畑　凜(1)  15.13 (+1.9) 大窪　乙葉(1)  15.19 (+1.9)
西城陽 京都文教 西城陽 塔南 京都橘 鳥羽 鳥羽 京都橘
中塚　萌(3)  1:02.95 勝冶　奈央(2)  1:04.79 定池　弥音(1)  1:07.66 熊谷　夏乃香(2)  1:07.70 木曽田　莉子(1)  1:07.84 諸隈　あやね(2)  1:07.91 渡邉　都幹(3)  1:09.83 亀村　茉央(1)  1:09.87
西京 西京 塔南 鳥羽 乙訓 京都両洋 京都文教 桃山
京都橘  46.15 鳥羽  49.95 京都光華  50.00 西城陽  50.18 京都文教  50.49 洛北  50.83 塔南  50.97 峰山  51.91

井上　あず美(3) 前畑　凜(1) 中野　杏郁(1) 吉田　実由(2) 岡本　芽依(2) 桑宮　涼保(2) 木村　鈴香(2) 藤垣　光(1)

古西　清乃(2) 田中　ノフィー(2) 杉本　怜夏(1) 藤原　あい(1) 小畑　侑希奈(1) 長手　美波(2) 定池　弥音(1) 田中　花奈海(2)

安達　茉鈴(1) 藤野　璃々(2) 松元　晶子(1) 山口　梨佳子(2) 白石　光音(2) 大森　双葉(2) 本城　咲良(1) 手﨑　文菜(1)

壹岐　あいこ(3) 熊谷　夏乃香(2) 弥吉　萌乃(1) 判藤　祥子(1) 愛須　茉耶(2) 稲原　南穂(2) 内藤　結衣(2) 小畑　咲結(1)

三好　ひなの(2)  1.59 長尾　陽菜(2)  1.59 林中　櫻(1)  1.53 小松　茜音(1)  1.50 清水　友理(1)  1.45 井上　来夏(2)  1.40
西城陽 花園 鳥羽 立命館 西城陽 桃山

村田　明里(1)  1.40
立命館
山本　愛莉(2)  1.40
西城陽
山添　未夢(1)  1.40
加悦谷
原田　結菜(1)  1.40
京都共栄

熊谷　芙美子(3)  3.50 桝山　ゆき葉(3)  3.20 伊吹　空倫(2)  2.90 安倍　美香(2)  2.80 髙尾　咲希(2)  2.70 大西　珠生(2)  2.60 清田　愛来(1)  2.50 山田　若奈(2)  2.40
北稜 加悦谷 北嵯峨 洛東 洛東 洛東 北稜 北嵯峨
廣瀬　理紗子(3)  w5.90 (+4.1) 小畑　アキ(2)  w5.36 (+3.3) 吉田　実由(2)  w5.33 (+5.3) 岡本　芽依(2)  w5.27 (+3.6) 森　望来(1)  w5.21 (+4.0) 井ノ口　怜奈(2)  5.13 (+1.3) 加地　真侑(1)  5.04 (+1.6) 岩田　愛弓(1)  w4.95 (+2.6)
鳥羽 公認5.65(+1.8) 西京 西城陽 公認5.23（+1.4) 京都文教 公認5.19(+1.7) 鳥羽 京都廣学館 鳥羽 西城陽 公認4.94(+1.3)

八田　真奈(3)  w12.38 (+3.1) 木嶋　唯佳(3)  w12.00 (+2.3) 藤田　詩乃(2)  w11.55 (+2.2) 白石　光音(2)  w11.49 (+2.3) 横田　遥佳(3)  w11.33 (+2.9) 深田　恵子(2)  w10.69 (+3.6) 野口　光(1)  w10.38 (+2.3) 鳥海　倖(1)  w10.33 (+2.5)
京都文教 公認12.33(+1.9) 立命館 公認11.36(+1.4) 西城陽 公認11.36（+2.0) 京都文教 西城陽 公認10.99(+1.4) 立命館 公認10.56（+2.0) 洛北 桃山
瀬戸　閑(2)  10.26 小田嶋　麗(2)  9.11 三浦　澄香(2)  9.10 開原　結衣(2)  8.76 重野　絢音(2)  8.34 新谷　ゆき乃(2)  8.20 堀井　和希(2)  7.56
北稜 紫野 花園 北稜 京都文教 久御山 向陽
川勝　彩矢(3)  44.15 岡嶋　香菜(2)  37.13 中芝　美玖(1)  34.46 多胡　千咲(2)  30.58 川西　可紗(1)  28.63 横田　有奈(1)  28.48 服部　美玖(2)  24.46 永井　友菜(2)  23.83
乙訓 西京 京都女 花園 京都西山 京都光華 北稜 京都西山
森田　奈那(3)  49.90 西村　南(2)  41.82 荒井　香穂(2)  39.55 杉原　なつ(1)  33.04 中田　優奈(2)  27.77 磯部　綾乃(2)  27.10 尾ノ口　愛美(1)  21.84 中堂　妃菜(1)  21.51
乙訓 塔南 花園 北嵯峨 花園 福知山 洛東 京都西山
熊本　望香(2)  40.41 長岡　祐理(3)  35.47 柴原　恵李美(2)  31.17 木津　穂乃花(2)  30.64 山田　澪(1)  30.15 三浦　夕佳(1)  28.42 近藤　志保(2)  28.26 村上　このみ(2)  27.80
久御山 福知山 京都共栄 北嵯峨 京都文教 乙訓 久美浜 福知山

w (wind assist) : 追風参考
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