
日付 種目

松浦　光佑  11.40 (-1.3) 赤星　佑季  11.44 (-1.3) 井上　玲央  11.52 (-1.3) 諌本　拳大  11.60 (-1.3) 麻尾　将太  11.63 (-1.3) 清水　輝祥  11.70 (-1.3) 中山　龍星  11.77 (-1.3) 宮本　奨大  11.86 (-1.3)

福知山 宮津 京都共栄 福知山 京都共栄 京都共栄 東舞鶴 綾部

中井　雄基  22.46 (+0.1) 中嶋　太紀  23.46 (+0.1) 松浦　光佑  23.48 (+0.1) 佐古田　遊  23.90 (+0.1) 髙岡　颯太  23.91 (+0.1) 豊嶋　柊士  24.14 (+0.1) 天野　学斗  24.19 (+0.1) 中山　龍星  24.36 (+0.1)

京都共栄 京都共栄 福知山 西舞鶴 宮津 京都共栄 西舞鶴 東舞鶴

谷口　哲也  52.37 森川　由基  52.42 佐古田　遊  53.35 堀口　裕都  54.72 髙岡　颯太  54.95 松本　昂士  56.14

綾部 福知山 西舞鶴 宮津 宮津 府立工業

髙田　佑樹  2:04.78 大槻　洋輔  2:06.70 松本　琉樹  2:07.63 佐藤　智樹  2:07.71 倉橋　直人  2:08.82 近藤　章衛  2:09.20 村上　幹汰  2:11.46 西村　啓汰  2:13.90

西舞鶴 福知山 宮津 福知山 宮津 網野 西舞鶴 福知山成美

藤本　直哉  4:14.47 初岡　諒星  4:15.45 中村　天茉  4:19.89 松山　大希  4:20.87 岡本　宣那  4:20.95 籔中　雅也  4:21.56 大槻　凜太郎  4:23.59 梅本　優鷹  4:25.11

宮津 宮津 西舞鶴 福知山 東舞鶴 峰山 福知山 網野

井上　駿  15:41.37 岡田　大典  15:42.87 廣瀬　良頼  15:48.47 福井　健太  15:49.92 蘆田　優佑  15:52.91 森田　瑞  16:07.18 田崎　いずる  16:18.50 岡本　尚也  16:27.11

綾部 網野 綾部 福知山成美 綾部 宮津 宮津 網野

竹岡　燎汰  15.70 (+0.6) 久下　璃空  16.71 (+0.6) 荻野　結人  17.22 (+0.6) 今井　克哉  17.23 (+0.6) 中西　陸  18.21 (+0.6) 吉田　匠  18.62 (+0.6) 山本　麟太郎  19.22 (+0.6) 池田　玲音  19.55 (+0.6)

京都共栄 京都共栄 峰山 峰山 加悦谷 西舞鶴 福知山 東舞鶴

吉谷　敬汰  59.56 今井　克哉  1:00.24 大下　晋平  1:00.29 松本　昂士  1:02.28 岡野　拓真  1:02.99 堀口　裕都  1:04.02 故金　拓実  1:05.43 野村　悠人  1:06.70

久美浜 峰山 網野 府立工業 宮津 宮津 加悦谷 西舞鶴

関　裕大  10:12.64 岩佐　颯  10:20.72 田上　優海  10:21.10 吉浪　龍晟  10:50.21 家元　洸希  11:06.54 吉岡　大智  11:37.46

網野 網野 西舞鶴 網野 福知山 久美浜

京都共栄  42.96 福知山  44.47 綾部  45.43 西舞鶴  45.51 府立工業  45.70 加悦谷  45.83 峰山  45.86 久美浜  47.36

麻尾　将太 糸井　大樹 中村　翔 中江　文哉 藤田　倭都 浪江　皓平 荻野　結人 金久　聖

中井　雄基 小瀧　拓人 宮本　奨大 天野　学斗 中村　勇稀 中西　陸 山本　遥規 吉谷　敬汰

清水　輝祥 諌本　拳大 足立　春輝 浦川　由樹 秋山　航輔 岩井　雄暉 豊嶋　翔 上田　翔大

中嶋　太紀 松浦　光佑 谷口　哲也 森野　蒼太 松本　昂士 故金　拓実 今井　克哉 脇田　琉碧

西舞鶴  3:33.93 綾部  3:34.80 京都共栄  3:37.70 福知山  3:39.13 宮津  3:41.54 加悦谷  3:47.82 東舞鶴  3:47.88 府立工業  3:49.49

天野　学斗 宮本　奨大 森　柊翔 諌本　拳大 岡野　拓真 浪江　皓平 井上　雄介 秋山　航輔

髙田　佑樹 中村　翔 藤澤　龍吾 森川　由基 髙岡　颯太 故金　拓実 岡本　宣那 藤田　倭都

中村　天茉 足立　春輝 豊嶋　柊士 髙橋　拓大 蒲田　幸汰 岩井　雄暉 森本　凜平 中村　勇稀

佐古田　遊 谷口　哲也 野村　彩人 小瀧　拓人 堀口　裕都 中西　陸 堺谷　太陽 中村　拓斗

赤井　伊夫貴  1.70 深田　智生  1.60 田中　瑠惟  1.60

京都共栄 宮津 福知山

岩井　雄暉  3.70 糸井　廉  3.00

加悦谷 加悦谷

赤星　佑季  6.64 (+0.6) 森口　世惟  6.21 (+0.4) 上田　翔大  6.13 (+0.2) 糸井　大樹  5.97 (-0.5) 岩井　雄暉  5.95 (-0.3) 古田　萌人  5.94 (-0.2) 淡路　悠晟  5.89 (+0.4) 神内　隼人  5.83 (+0.6)

宮津 福知山 久美浜 福知山 加悦谷 京都共栄 綾部 西舞鶴

大井　渉  13.09 (+0.8) 越智　豊  12.93 (+0.8) 森口　世惟  12.35 (+0.1) 淡路　悠晟  12.00 (+0.7) 神内　隼人  11.99 (+0.4) 藤本　覇琉空  11.81 (-0.8) 深田　智生  11.25 (+0.3) 竹下　浩平  10.94 (0.0)

西舞鶴 京都共栄 福知山 綾部 西舞鶴 綾部 宮津 宮津

細見　明也  13.96 野田　昂汰  12.75 田中　柊  10.58 山内　真尋  10.57 渡邊　准基  9.80 中井　一成  9.66 中井　智也  8.82 脇田　琉碧  8.21

京都共栄 GR 綾部 宮津 京都共栄 加悦谷 宮津 福知山 久美浜

足立　琉希  40.78 坂根　玄太郎  32.95 岡本　龍之介  29.56 高原　英志  28.95 波多野　快斗  27.28 出向井　稔弘  26.51 中井　一成  25.79 西原　拓泉  21.38

京都共栄 GR 峰山 府立工業 宮津 綾部 峰山 宮津 宮津

野田　昂汰  50.74 渡邊　准基  48.70 坂根　玄太郎  40.07 出向井　稔弘  32.44 岡本　龍之介  30.78 平山　寿望  24.05 西原　拓泉  15.84 糸井　廉  13.04

綾部 GR 加悦谷 GR 峰山 峰山 府立工業 福知山 宮津 加悦谷

足立　琉希  56.95 田中　柊  52.86 山内　真尋  48.53 中井　智也  48.32 浦川　由樹  43.74 高原　英志  42.92 吉田　匡悟  42.91 波多野　快斗  38.61

京都共栄 宮津 京都共栄 福知山 西舞鶴 宮津 宮津 綾部

日付 種目

藤垣　光  12.80 (-0.4) 稲葉　葵  12.83 (-0.4) 中嶋　美月  13.05 (-0.4) 吉田　萌夏  13.16 (-0.4) 上原　向日葵  13.23 (-0.4) 山本　桂子  13.31 (-0.4) 福村　夏希  13.52 (-0.4) 西村　早織  13.59 (-0.4)

峰山 東舞鶴 西舞鶴 宮津 京都共栄 京都共栄 京都共栄 西舞鶴

足立　千紘  26.32 (-0.2) 藤垣　光  27.02 (-0.2) 中嶋　美月  27.18 (-0.2) 山本　桂子  27.53 (-0.2) 長水　彩華  27.60 (-0.2) 吉田　萌夏  27.77 (-0.2) 上原　向日葵  28.11 (-0.2)

綾部 峰山 西舞鶴 京都共栄 京都共栄 宮津 京都共栄

長水　彩華  1:03.36 今井　優愛  1:03.90 川村　多稀  1:06.41 手﨑　文菜  1:06.59 半海　未空  1:07.11 前田　彩凪  1:09.21 吉田　奈央  1:11.13

京都共栄 網野 西舞鶴 峰山 加悦谷 網野 網野

石田　寧々  2:24.93 坪倉　楓  2:27.75 井本　彩文  2:28.92 塩見　百花  2:32.78 坪倉　葵  2:32.87 前田　彩凪  2:33.76 山﨑　真央  2:36.65 岩見　果穂  2:47.88

福知山成美 宮津 福知山成美 福知山 宮津 網野 福知山 西舞鶴

仲田　真弓  5:03.55 塩見　華音  5:06.94 梅原　三和  5:09.86 奥田　陽菜  5:11.12 塩見　百花  5:13.57 糸井　亜美  5:16.78 藤原　桃花  5:17.91 山﨑　真央  5:30.49

福知山成美 西舞鶴 福知山成美 網野 福知山 宮津 宮津 福知山

松浦　優夏  10:37.77 矢谷　真祐  10:43.07 奥田　陽菜  11:22.26 牧野　稚広  12:01.03 梅原　沙紀  13:06.10 松原　朱里  13:43.16

宮津 宮津 網野 福知山 綾部 西舞鶴

多賀野　晴  16.22 (-0.7) 福村　夏希  17.19 (-0.7) 牧野　亜秋  18.15 (-0.7) 島木　桜花  19.20 (-0.7) 西岡　千尋  20.95 (-0.7) 今田　七海  22.08 (-0.7)

加悦谷 京都共栄 峰山 東舞鶴 西舞鶴 西舞鶴

半海　未空  1:09.94 増田　風杏  1:10.10 牧野　亜秋  1:17.76

加悦谷 宮津 峰山

京都共栄  51.28 綾部  52.11 峰山  52.37 福知山  52.57 西舞鶴  52.62 東舞鶴  52.95 加悦谷  53.28 宮津  53.78

上原　向日葵 塩見　鈴花 牧野　亜秋 菊池　明梨 中嶋　美月 島木　桜花 岩井　望倖 足達　春菜

山本　桂子 山﨑　海璃 藤垣　光 朝日　心菜 西村　早織 稲葉　葵 笠井　美希 増田　風杏

長水　彩華 鬼頭　歩実 小畑　咲結 古田　陽子 川村　多稀 奥野　はな 安達　愛唯 前尾　知里

黒瀬　めい 足立　千紘 手﨑　文菜 森田　結香 川村　多映 吉﨑　胡美 藤原　一華 吉田　萌夏

西舞鶴  4:28.27 福知山  4:29.95 峰山  4:32.08 宮津  4:33.43 加悦谷  4:41.84 網野  4:44.93

西村　早織 古田　陽子 小畑　咲結 吉田　萌夏 半海　未空 吉田　奈央

塩見　華音 塩見　百花 藤垣　光 増田　風杏 安達　愛唯 間芝　春奈

川村　多稀 森田　結香 牧野　亜秋 前尾　知里 安田　和未 大橋　実莉

川村　多映 山﨑　真央 手﨑　文菜 矢谷　真祐 藤原　一華 今井　優愛

原田　結菜  1.40 山添　未夢  1.40

京都共栄 加悦谷

太下　果音  2.60 藤原　一華  2.50 小佐　あゆな  2.10 中村　野愛  1.80

加悦谷 加悦谷 加悦谷 久美浜

川村　多映  5.03 (-0.3) 藤田　澄寿音  4.92 (+0.8) 森田　結香  4.88 (+0.4) 前尾　知里  4.79 (+0.9) 安達　愛唯  4.78 (-0.4) 植杉　香名子  4.72 (0.0) 岸田　留理  4.69 (+0.1) 中村　碧  4.55 (-0.1)

西舞鶴 京都共栄 福知山 宮津 加悦谷 宮津 京都共栄 福知山

藤原　一華  10.68 (-0.1) 安達　愛唯  10.05 (0.0) 森田　結香  9.89 (+0.8) 増田　風杏  9.82 (0.0) 岸田　留理  9.76 (-0.2) 中村　碧  9.65 (+0.1) 植杉　香名子  9.53 (+0.1) 安田　和未  9.42 (0.0)

加悦谷 加悦谷 福知山 宮津 京都共栄 福知山 宮津 加悦谷

山下　唯香  11.50 宮本　真里  8.81 足達　春菜  8.35 岡野　美優  7.05 中尾　秋穂  6.82 黒田　梨美菜  6.63 太下　果音  5.75

峰山 京都共栄 宮津 久美浜 京都共栄 綾部 加悦谷

小谷　輝  29.98 大久保　美海凪  24.36 黒田　梨美菜  20.76 間芝　春奈  20.41 中尾　秋穂  15.32 吉野　凜夏  13.09

峰山 東舞鶴 綾部 網野 京都共栄 京都共栄

小谷　輝  25.65 後藤　瑞季  23.39 山添　未夢  16.82 笠井　美希  11.37

峰山 久美浜 加悦谷 加悦谷

後藤　瑞季  32.98 山下　唯香  31.19 沖　鈴覇  31.13 足達　春菜  28.09 鈴木　アリセ アユミ  27.32 間芝　春奈  24.43 吉野　凜夏  23.78 藤田　千星  23.59

久美浜 峰山 峰山 宮津 福知山成美 網野 京都共栄 福知山
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