
日付 種目

小長谷　健登(3)  10.79 (+1.6) 山元　隆吾(3)  11.03 (+1.6) 松浦　光佑(2)  11.10 (+1.6) 田邉　雄大(3)  11.34 (+1.6) 藤田　倭都(2)  11.48 (+0.1) 大橋　昂河(3)  11.72 (+1.6) 中山　龍星(2)  11.92 (+0.1) 塩見　礼稀(3)  11.95 (-0.8)

加悦谷 GR 京都共栄 福知山 京都共栄 府立工業 網野 東舞鶴 綾部

西村　鴻生(3)  22.35 (-2.4) 小長谷　健登(3)  22.84 (-2.4) 山元　隆吾(3)  23.46 (-2.4) 中井　雄基(2)  23.52 (-2.4) 松浦　光佑(2)  23.75 (-2.4) 樋口　風満(3)  23.82 (-2.4) 中村　勇稀(2)  24.01 (-1.6) 山﨑　公平(3)  24.01 (-1.6)

西舞鶴 加悦谷 京都共栄 京都共栄 福知山 東舞鶴 府立工業 西舞鶴

佐々木　克(3)  52.58 三本木　優也(3)  53.35 中西　陸(1)  54.50 森　柊翔(2)  54.78 足立　和駿(3)  55.33 髙尾　洸輝(3)  55.92 天野　学斗(2)  56.16 小瀧　拓人(2)  56.51

福知山 京都共栄 加悦谷 京都共栄 府立工業 峰山 西舞鶴 福知山

佐々木　克(3)  1:59.12 上月　隆徳(3)  2:00.40 髙田　佑樹(2)  2:02.84 松田　響(3)  2:03.98 桝山　功太(2)  2:04.29 大嶋　翼(3)  2:07.05 近藤　駿介(3)  2:08.94 松本　琉樹(1)  2:10.86

福知山 GR 福知山 西舞鶴 網野 宮津 綾部 西舞鶴 宮津

野村　洸翔(3)  4:03.05 上月　隆徳(3)  4:07.71 沖　尚悟(2)  4:09.15 岡田　大典(2)  4:18.81 飯原　昂樹(3)  4:21.69 横谷　知樹(1)  4:21.70 中村　天茉(2)  4:26.15 倉橋　直人(1)  4:26.87

福知山 GR 福知山 網野 網野 府立工業 宮津 西舞鶴 宮津

野村　洸翔(3)  15:46.30 谷口　晴信(3)  15:47.55 立石　陽斗(3)  15:50.04 古寺　司侑(3)  15:56.77 井上　佳希(3)  15:57.99 千坂　柊人(3)  16:04.40 岡本　尚也(2)  16:44.32 田上　優海(2)  16:50.54

福知山 網野 宮津 福知山 綾部 宮津 網野 西舞鶴

大平　翔太(3)  15.31 (-0.4) 髙木　洸人(3)  15.63 (-0.4) 内藤　輝(3)  16.77 (-0.4) 奥田　勝也(3)  17.38 (-0.4) 和田　刀麻(3)  17.41 (-0.4) 松本　昂士(2)  17.86 (-0.4) 足立　悠都(3)  20.03 (-0.4)

加悦谷 GR 府立工業 加悦谷 峰山 宮津 府立工業 福知山

髙木　洸人(3)  57.85 大平　翔太(3)  58.36 和田　刀麻(3)  58.84 奥田　勝也(3)  1:00.78 髙屋　量太(2)  1:00.93 葉賀　凌太(3)  1:01.37 松本　昂士(2)  1:03.10 大下　晋平(2)  1:05.97

府立工業 加悦谷 宮津 峰山 網野 峰山 府立工業 網野

京都共栄  42.92 加悦谷  43.09 西舞鶴  43.80 府立工業  44.37 福知山  44.86 東舞鶴  45.99 峰山  46.36 網野  46.68

三本木　優也(3) 内藤　輝(3) 芝田　悠二(3) 藤田　倭都(2) 佐々木　克(3) 中山　龍星(2) 髙尾　洸輝(3) 大橋　昂河(3)

山元　隆吾(3) 小長谷　健登(3) 山﨑　公平(3) 髙木　洸人(3) 小瀧　拓人(2) 樋口　風満(3) 奥田　勝也(3) 大下　晋平(2)

清水　輝祥(2) 大平　翔太(3) 嶽　修平(3) 中村　勇稀(2) 足立　悠都(3) 堺谷　太陽(2) 葉賀　凌太(3) 山添　裕生(3)

中井　雄基(2) 阪上　魁伸(3) 西村　鴻生(3) 牧田　裕輝(3) 松浦　光佑(2) 布川　拓也(3) 富田　敦士(3) 髙屋　量太(2)

西舞鶴  3:29.74 加悦谷  3:34.29 京都共栄  3:34.86 福知山  3:35.92 府立工業  3:46.12 東舞鶴  3:46.88 網野  3:51.93

天野　学斗(2) 内藤　輝(3) 田邉　雄大(3) 小瀧　拓人(2) 松本　昂士(2) 布川　拓也(3) 岡田　大典(2)

西村　鴻生(3) 大平　翔太(3) 森　柊翔(2) 佐々木　克(3) 高尾　一矢(2) 樋口　風満(3) 松田　響(3)

嶽　修平(3) 阪上　魁伸(3) 中井　雄基(2) 上月　隆徳(3) 藤田　倭都(2) 堺谷　太陽(2) 関　裕大(2)

髙田　佑樹(2) 小長谷　健登(3) 三本木　優也(3) 松浦　光佑(2) 足立　和駿(3) 中山　龍星(2) 沖　尚悟(2)

内藤　輝(3)  1.80 中西　陸(1)  1.60 吉田　匠(1)  1.60

加悦谷 加悦谷 西舞鶴

浦川　由樹(2)  1.60 足立　悠都(3)  1.60

西舞鶴 福知山

阪上　魁伸(3)  4.00 大橋　昂河(3)  3.60 岩井　雄暉(2)  3.40

加悦谷 網野 加悦谷

阪上　魁伸(3)  w6.79 (+9.5) 嶽　修平(3)  6.40 (+0.6) 浦川　由樹(2)  6.35 (+1.8) 山添　裕生(3)  w6.08 (+4.1) 岩井　雄暉(2)  5.84 (+1.3) 牧田　裕輝(3)  5.39 (+1.6) 高尾　一矢(2)  5.12 (+0.1) 新垣　凜(1)  5.09 (+0.2)

加悦谷 西舞鶴 西舞鶴 網野 加悦谷 府立工業 府立工業 宮津

大井　渉(2)  12.83 (+1.8) 牧田　裕輝(3)  11.73 (+1.3) 布川　貴康(3)  w11.66 (+4.3) 井上　昌俊(1)  10.24 (+0.3)

西舞鶴 府立工業 西舞鶴 福知山

梅本　薫(3)  13.04 坂根　宗一郎(3)  12.97 渡邊　准基(2)  9.14 西原　拓泉(1)  5.93

宮津 西舞鶴 加悦谷 宮津

難波　爽斗(3)  36.00 朝倉　拓輝(3)  27.68 出向井　稔弘(1)  25.32 西原　拓泉(1)  19.56 吉田　匡悟(1)  15.48

京都共栄 西舞鶴 峰山 宮津 宮津

坂根　宗一郎(3)  50.51 渡邊　准基(2)  46.24 岡本　龍之介(2)  45.48 出向井　稔弘(1)  22.12

西舞鶴 GR 加悦谷 府立工業 峰山

山添　裕生(3)  47.12 山﨑　公平(3)  40.92 伊田　祐記(3)  40.53 梅本　薫(3)  40.29 吉田　匡悟(1)  39.35 堀口　隼(3)  35.61

網野 西舞鶴 京都共栄 宮津 宮津 大江

日付 種目

赤星　佑季(2)  11.29 (-0.2) 中嶋　太紀(1)  11.48 (-0.2) 諌本　拳大(2)  11.50 (-0.2) 井上　玲央(2)  11.59 (-0.2) 金久　聖(2)  11.68 (-0.2) 山本　遥規(2)  11.79 (-0.2) 大原　雅昭(2)  11.80 (-0.2) 宮本　奨大(1)  11.88 (-1.1)

宮津 京都共栄 福知山 京都共栄 久美浜 峰山 宮津 綾部

諌本　拳大(2)  23.27 (-2.1) 大原　雅昭(2)  23.96 (-2.1) 宮本　奨大(1)  24.01 (-3.2) 豊嶋　柊士(1)  24.07 (-2.1) 山本　遥規(2)  24.43 (-2.1) 髙岡　颯太(1)  24.50 (-3.2) 森川　由基(1)  24.82 (-3.2)

福知山 宮津 綾部 京都共栄 峰山 宮津 福知山

森野　蒼太(1)  24.82 (-3.2)

西舞鶴

谷口　哲也(2)  52.57 森川　由基(1)  53.34 岡野　拓真(2)  55.35 髙橋　拓大(1)  56.32 藤澤　龍吾(1)  56.74 山﨑　耀太郎(2)  57.75 中村　翔(1)  58.89 福井　優太(1)  59.28

綾部 福知山 宮津 福知山 京都共栄 京都共栄 綾部 峰山

岸田　幸輝(2)  2:03.22 飛田　駿星(1)  2:03.42 佐藤　智樹(2)  2:06.18 井上　駿(1)  2:06.77 川﨑　優聖(2)  2:06.88 岩佐　颯(2)  2:07.29 大槻　洋輔(2)  2:09.03 小山　侑斗(2)  2:10.83

宮津 福知山成美 福知山 綾部 綾部 網野 福知山 宮津

藤本　直哉(2)  4:12.97 井上　駿(1)  4:13.00 蘆田　優佑(2)  4:21.74 家城　勇大(2)  4:25.65 佐東　真拓(1)  4:29.68 大槻　凜太郎(2)  4:31.11 佐藤　伶(1)  4:31.40 森田　瑞(2)  4:36.55

宮津 綾部 綾部 網野 福知山成美 福知山 福知山成美 宮津

初岡　諒星(2)  15:54.78 蘆田　優佑(2)  15:59.46 廣瀬　良頼(2)  16:14.92 宇野　翔陽(2)  16:35.43 籔中　雅也(2)  16:42.64 福井　開地(2)  16:42.76 髙山　楓吾(1)  16:53.60 田崎　いずる(2)  16:57.73

宮津 綾部 綾部 網野 峰山 福知山 福知山成美 宮津

荻野　結人(2)  16.90 (-1.5) 久下　璃空(2)  17.03 (-1.5) 今井　克哉(2)  18.03 (-1.5)

峰山 京都共栄 峰山

久下　璃空(2)  1:00.37 今井　克哉(2)  1:00.51 吉谷　敬汰(2)  1:01.14 荻野　結人(2)  1:01.64 岡野　拓真(2)  1:02.61 野村　悠人(2)  1:05.52 岩佐　颯(2)  1:05.76 故金　拓実(2)  1:06.56

京都共栄 峰山 久美浜 峰山 宮津 西舞鶴 網野 加悦谷

京都共栄  44.05 福知山  44.57 宮津  44.79 峰山  45.79 久美浜  45.91 綾部  46.76 西舞鶴  46.78 府立工業  49.01

麻尾　将太(1) 糸井　大樹(2) 髙岡　颯太(1) 荻野　結人(2) 小谷　優喜(1) 中村　翔(1) 髙岸　優進(1) 秋山　航輔(2)

豊嶋　柊士(1) 森口　世惟(1) 赤星　佑季(2) 山本　遥規(2) 吉谷　敬汰(2) 宮本　奨大(1) 森野　蒼太(1) 中村　拓斗(1)

中嶋　太紀(1) 諌本　拳大(2) 大原　雅昭(2) 豊嶋　翔(2) 上田　翔大(2) 足立　春輝(1) 神内　隼人(1) 坂本　健真(1)

井上　玲央(2) 森川　由基(1) 岡野　拓真(2) 今井　克哉(2) 金久　聖(2) 谷口　哲也(2) 秋田　祥吾(2) 上原　拓馬(1)

宮津  3:39.59 福知山  3:40.72 京都共栄  3:42.76 綾部  3:45.17 久美浜  3:49.62 峰山  3:51.49 西舞鶴  3:52.63 加悦谷  4:02.78

岡野　拓真(2) 諌本　拳大(2) 藤澤　龍吾(1) 宮本　奨大(1) 金久　聖(2) 山本　遥規(2) 野村　悠人(2) 糸井　廉(2)

赤星　佑季(2) 佐藤　智樹(2) 豊嶋　柊士(1) 中村　翔(1) 吉谷　敬汰(2) 荻野　結人(2) 村上　幹汰(1) 堀江　煕(1)

髙岡　颯太(1) 森川　由基(1) 野村　彩人(1) 足立　春輝(1) 吉岡　大智 (1) 籔中　雅也(2) 森野　蒼太(1) 故金　拓実(2)

藤本　直哉(2) 髙橋　拓大(1) 久下　璃空(2) 谷口　哲也(2) 上田　翔大(2) 今井　克哉(2) 濵田　波琉(1) 浪江　皓平(1)

赤井　伊夫貴(1)  1.65 深田　智生(1)  1.60 田中　瑠惟(1)  1.55

京都共栄 宮津 福知山

糸井　廉(2)  2.80 堀江　煕(1)  2.40

加悦谷 加悦谷

赤星　佑季(2)  w6.53 (+2.8) 古田　萌人(1)  w6.28 (+5.1) 上田　翔大(2)  6.23 (-0.3) 森口　世惟(1)  w5.98 (+2.8) 糸井　大樹(2)  5.97 (+0.3) 田原　励斗(2)  5.68 (+0.9) 秋田　祥吾(2)  5.63 (+1.0) 藤本　覇琉空(1)  w5.40 (+7.1)

宮津 京都共栄 久美浜 福知山 福知山 京都共栄 西舞鶴 綾部

田原　励斗(2)  12.50 (+1.2) 上田　翔大(2)  w12.35 (+2.7) 越智　豊(1)  12.09 (+1.4) 糸井　大樹(2)  11.93 (+2.0) 神内　隼人(1)  11.89 (+0.3) 森口　世惟(1)  11.85 (-0.7) 藤本　覇琉空(1)  11.53 (-0.5)

京都共栄 久美浜 京都共栄 福知山 西舞鶴 福知山 綾部

細見　明也(2)  14.21 野田　昂汰(2)  12.44 山内　真尋(1)  10.92 中井　一成(1)  9.57 中井　智也(2)  8.75 鎌田　連太朗 (1)  7.38 末次　厚志(1)  7.25 脇田　琉碧 (1)  7.12

京都共栄 GR 綾部 京都共栄 宮津 福知山 久美浜 網野 久美浜

足立　琉希(2)  43.57 富永　健心(2)  42.68 坂根　玄太郎(1)  29.28 波多野　快斗(2)  28.84 高原　英志(2)  25.49 平山　寿望(1)  25.12 中井　一成(1)  24.36 大森　瑠登 (1)  20.78

京都共栄 GR 峰山 GR 峰山 綾部 宮津 福知山 宮津 久美浜

野田　昂汰(2)  46.48 富永　健心(2)  43.57 坂根　玄太郎(1)  24.64 平山　寿望(1)  15.74 大森　瑠登 (1)  14.02 糸井　廉(2)  11.55 堀江　煕(1)  8.96

綾部 GR 峰山 GR 峰山 福知山 久美浜 加悦谷 加悦谷

足立　琉希(2)  53.54 高原　英志(2)  43.28 山内　真尋(1)  40.10 中井　智也(2)  39.67 脇田　琉碧 (1)  37.69 末次　厚志(1)  21.59

京都共栄 宮津 京都共栄 福知山 久美浜 網野

記録主任 辻　博史

上級男子

下級男子

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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