
日付 種目

稲葉　葵(2)  13.11 (-1.9) 足立　千紘(2)  13.17 (-1.9) 木下　瑚都(3)  13.26 (-1.9) 前田　美紗稀(2)  13.32 (-1.9) 芦田　穂望(3)  13.33 (-1.9) 古田　陽子(2)  14.32 (-1.9) 藤田　千星(1)  15.06 (-1.9)

東舞鶴 綾部 加悦谷 東舞鶴 綾部 福知山 福知山

足立　千紘(2)  26.66 (+0.7) 芦田　穂望(3)  26.96 (+0.7) 坂本　里利香(3)  27.04 (+0.7) 本田　琴音(3)  28.67 (+0.7) 吉﨑　胡美(1)  28.99 (+0.7) 古田　陽子(2)  29.10 (+0.7)

綾部 綾部 福知山 東舞鶴 東舞鶴 福知山

坂本　里利香(3)  1:02.26 半海　未空(1)  1:06.65 本田　琴音(3)  1:06.85 中村　瑞穂(3)  1:06.99

福知山 加悦谷 東舞鶴 京都共栄

塩見　百花(2)  2:29.10 小嶋　紘子(3)  2:30.45 藤原　史歩(3)  2:36.16 中村　瑞穂(3)  2:38.15 井本　夏美(3)  2:38.76 糸井　亜美(1)  2:49.72

福知山 福知山 網野 京都共栄 西舞鶴 宮津

冨田　彩水(3)  4:59.50 小嶋　紘子(3)  5:03.10 石田　寧々(1)  5:04.07 藤原　史歩(3)  5:15.52 塩見　百花(2)  5:18.75 梅原　三和(2)  5:21.89 井本　夏美(3)  5:26.23 松本　樹絵里(3)  5:31.32

東舞鶴 福知山 福知山成美 網野 福知山 福知山成美 西舞鶴 宮津

川尻　萌愛(1)  10:35.24 冨田　彩水(3)  10:37.07 髙橋　恵(2)  10:58.33 蘆田　爽香(3)  11:18.75 梅原　春奈(3)  12:06.75 髙岸　夕佳里(3)  12:14.64 森脇　望晴(3)  13:19.44

福知山成美 東舞鶴 福知山成美 綾部 綾部 西舞鶴 西舞鶴

多賀野　晴(1)  15.93 (+0.1) 島田　紅音(3)  17.45 (+0.1) 山本　未央(3)  17.93 (+0.1)

加悦谷 福知山 網野

島田　紅音(3)  1:13.61 半海　未空(1)  1:15.30

福知山 加悦谷

東舞鶴  51.96 福知山  52.15 加悦谷  52.37

前田　美紗稀(2) 島田　紅音(3) 山添　未夢(2)

稲葉　葵(2) 坂本　里利香(3) 木下　瑚都(3)

本田　琴音(3) 古田　陽子(2) 安達　愛唯(2)

吉﨑　胡美(1) 森田　結香(2) 志水　秀菜子(3)

福知山  4:26.68 加悦谷  4:26.75 福知山成美  4:34.09 東舞鶴  4:35.63

村上　このみ(3) 半海　未空(1) 川尻　萌愛(1) 吉﨑　胡美(1)

坂本　里利香(3) 木下　瑚都(3) 梅原　三和(2) 本田　琴音(3)

小嶋　紘子(3) 藤原　一華(1) 鈴木　アリセ アユミ(2) 冨田　彩水(3)

塩見　百花(2) 安達　愛唯(2) 髙橋　恵(2) 前田　美紗稀(2)

門河　未紗(3)  1.53 山添　未夢(2)  1.50 志水　秀菜子(3)  1.40

宮津 加悦谷 加悦谷

木下　瑚都(3)  3.10 藤原　一華(1)  2.10

加悦谷 加悦谷

水上　佳美(3)  5.29 (+0.8) 安達　愛唯(2)  w5.11 (+3.2) 森田　結香(2)  w4.90 (+3.9) 中村　碧(1)  w4.50 (+3.6) 阿部　千裕(2)  4.24 (+1.3) 桑原　琳(2)  3.36 (+0.5)

京都共栄 加悦谷 福知山 福知山 府立工業 網野

安達　愛唯(2)  w10.48 (+3.6) 門河　未紗(3)  10.41 (-3.1) 藤原　一華(1)  10.14 (+0.5) 森田　結香(2)  w9.95 (+2.4) 阿部　千裕(2)  9.39 (+0.3)

加悦谷 宮津 加悦谷 福知山 府立工業

北方　月貴(3)  9.52 服部　花菜子(3)  8.67 近藤　志保(3)  8.53 鈴木　アリセ アユミ(2)  8.27 磯部　綾乃(3)  8.08 柴原　恵李美(3)  7.87 大久保　美海凪(2)  7.74

東舞鶴 宮津 久美浜 福知山成美 福知山 京都共栄 東舞鶴

北方　月貴(3)  34.15 大久保　美海凪(2)  25.93 村上　このみ(3)  20.71

東舞鶴 東舞鶴 福知山

磯部　綾乃(3)  32.50 畠中　彩美(3)  23.54 志水　秀菜子(3)  12.02

福知山 府立工業 加悦谷

服部　花菜子(3)  38.05 村上　このみ(3)  33.63 柴原　恵李美(3)  30.68 近藤　志保(3)  28.75 鈴木　アリセ アユミ(2)  24.42 藤田　千星(1)  16.80

宮津 福知山 京都共栄 久美浜 福知山成美 福知山

日付 種目

藤垣　光(2)  13.07 (-2.5) 上原　向日葵(1)  13.42 (-2.5) 吉田　萌夏(2)  13.51 (-2.5) 山本　桂子(2)  13.60 (-2.5) 中嶋　美月(1)  13.70 (+0.6) 小畑　咲結(2)  13.73 (-2.5) 西村　早織(2)  13.99 (-2.5) 笠井　美希(2)  14.03 (-2.5)

峰山 京都共栄 宮津 京都共栄 西舞鶴 峰山 西舞鶴 加悦谷

藤垣　光(2)  w26.28 (+2.5) 吉田　萌夏(2)  w26.90 (+2.5) 上原　向日葵(1)  w27.22 (+2.5) 山本　桂子(2)  w27.39 (+2.5) 西村　早織(2)  w27.83 (+2.5) 平井　美紅(1)  w28.32 (+2.5) 笠井　美希(2)  w28.92 (+2.5) 川村　多稀(1)  29.33 (-1.0)

峰山 宮津 京都共栄 京都共栄 西舞鶴 峰山 加悦谷 西舞鶴

長水　彩華(1)  1:03.83 塩見　華音(1)  1:08.98 前田　彩凪(1)  1:13.50 小佐　あゆな(1)  1:16.23

京都共栄 GR 西舞鶴 網野 加悦谷

塩見　華音(1)  2:33.75 奥田　陽菜(1)  2:39.39 藤原　桃花(1)  2:40.71 松浦　優夏(1)  2:42.06 牧野　稚広(2)  2:42.29 梅垣　菜々美(1)  2:53.74 前田　彩凪(1)  2:59.70

西舞鶴 網野 宮津 宮津 福知山 西舞鶴 網野

坪倉　葵(2)  5:05.50 矢谷　真祐(1)  5:18.65 大川　夢咲(1)  5:23.60 奥田　陽菜(1)  5:30.71 牧野　稚広(2)  5:32.63 梅原　沙紀(1)  5:55.14

宮津 宮津 福知山成美 網野 福知山 綾部

井本　彩文(1)  10:54.53 山﨑　真央(1)  12:14.56 松原　朱里(1)  13:52.20

福知山成美 福知山 西舞鶴

福村　夏希(1)  18.71 (-2.1) 牧野　亜秋(1)  18.93 (-2.1) 西岡　千尋(2)  20.10 (-2.1) 島木　桜花(1)  20.54 (-2.1) 堀　奏羽(1)  20.64 (-2.1)

京都共栄 峰山 西舞鶴 東舞鶴 福知山

増田　風杏(1)  1:15.73 今井　優愛(2)  1:15.73 西岡　千尋(2)  1:24.27

宮津 GR 網野 GR 西舞鶴

京都共栄  51.52 西舞鶴  52.61 峰山  52.83 加悦谷  53.78 宮津  54.71 福知山  55.72 綾部  57.71

上原　向日葵(1) 中嶋　美月(1) 平井　美紅(1) 岩井　望倖(1) 植杉　香名子(1) 菊池　明梨(1) 山﨑　海璃(1)

山本　桂子(2) 川村　多映(2) 藤垣　光(2) 笠井　美希(2) 増田　風杏(1) 朝日　心菜(1) 塩見　鈴花(1)

長水　彩華(1) 川村　多稀(1) 小畑　咲結(2) 太下　果音(2) 前尾　知里(1) 松原　千紘(1) 鬼頭　歩実(2)

黒瀬　めい(2) 西村　早織(2) 牧野　亜秋(1) 安田　和未(2) 吉田　萌夏(2) 堀　奏羽(1) 四方　真心(1)

宮津  4:38.08 西舞鶴  4:42.67 福知山  4:46.59 加悦谷  4:50.03

吉田　萌夏(2) 西村　早織(2) 朝日　心菜(1) 小佐　あゆな(1)

増田　風杏(1) 梅垣　菜々美(1) 山﨑　真央(1) 太下　果音(2)

坪倉　葵(2) 西岡　千尋(2) 牧野　稚広(2) 安田　和未(2)

矢谷　真祐(1) 塩見　華音(1) 堀　奏羽(1) 笠井　美希(2)

原田　結菜(2)  1.45 増田　風杏(1)  1.40 霜尾　理子(2)  1.25

京都共栄 宮津 京都共栄

太下　果音(2)  3.20 小佐　あゆな(1)  1.70

加悦谷 GR 加悦谷

川村　多映(2)  5.06 (+1.7) 藤田　澄寿音(2)  5.00 (+1.3) 岸田　留理(1)  w4.81 (+3.3) 松原　千紘(1)  w4.66 (+2.3) 太下　果音(2)  w4.63 (+2.9) 植杉　香名子(1)  4.61 (+0.4) 安田　和未(2)  w4.52 (+3.6) 前尾　知里(1)  w4.47 (+2.9)

西舞鶴 京都共栄 京都共栄 福知山 加悦谷 宮津 加悦谷 宮津

安田　和未(2)  9.54 (+0.4) 藤田　澄寿音(2)  9.53 (-0.3)

加悦谷 GR 京都共栄 GR

山下　唯香(1)  11.02 宮本　真里(1)  9.03 足達　春菜(1)  8.32 黒田　梨美菜(2)  7.93 岡野　美優 (1)  6.13 高橋　愛実(1)  5.60

峰山 GR 京都共栄 宮津 綾部 久美浜 福知山成美

小谷　輝(1)  26.23 後藤　瑞季(2)  24.37 黒田　梨美菜(2)  22.02 間芝　春奈(2)  20.85 岡野　美優 (1)  17.75

峰山 久美浜 綾部 網野 久美浜

後藤　瑞季(2)  32.89 間芝　春奈(2)  32.37 山下　唯香(1)  29.00 吉野　凜夏(2)  25.43 足達　春菜(1)  24.65 野瀬井　茉綾(2)  23.65 宮本　真里(1)  19.81

久美浜 網野 峰山 京都共栄 宮津 西舞鶴 京都共栄

記録主任 辻　博史
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競技会名 第71回両丹高等学校総合体育大会　陸上競技の部
期日・時刻 2019/5/18 審判長 西村和夫　　山田裕之

競技場名 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
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