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所属（学校名・クラブ名）コード
小学校コード
コード 所属 （略所属） 市町名

1 南丹市立八木西小学校 八木西小 南丹市八木町
2
3
4 南丹市立八木東小学校 八木東小
5
6 南丹市立園部小学校 園部小 南丹市園部町
7 南丹市立園部第二小学校 園部二小
8
9

10
11 南丹市立殿田小学校 殿田小 南丹市日吉町
12 南丹市立胡麻郷小学校 胡麻郷小
13
14 京丹波町立丹波ひかり小学校 丹波ひかり小 京丹波町
15 京丹波町立竹野小学校 竹野小
16 京丹波町立下山小学校 下山小
17 京丹波町立瑞穂小学校 瑞穂小 京丹波町
18
19
20
21 京丹波町立和知小学校 和知小 京丹波町
22 京都市立京北第一小学校 京北一小 京都市
23 京都市立京北第二小学校 京北二小
24 京都市立京北第三小学校 京北三小
25 南丹市美山町
26
27 南丹市立美山小学校 美山小
28
29
30 亀岡市立亀岡小学校 亀岡小 亀岡市
31 亀岡市立城西小学校 城西小
32 亀岡市立つつじケ丘小学校 つつじケ丘小
33 亀岡市立南つつじケ丘小学校 南つつじケ丘
34 亀岡市立安詳小学校 安詳小
35 亀岡市立東別院小学校 東別院小
36 亀岡市立西別院小学校 西別院小
37 亀岡市立曽我部小学校 曽我部小
38 亀岡市立吉川小学校 吉川小
39 亀岡市立田野小学校 田野小
40 亀岡市立本梅小学校 本梅小
41 亀岡市立畑野小学校 畑野小
42 亀岡市立青野小学校 青野小
43 亀岡市立大井小学校 大井小
44 亀岡市立千代川小学校 千代川小
45 亀岡市立川東小学校 川東小
46 亀岡市立保津小学校 保津小
47 亀岡市立詳徳小学校 詳徳小
48 向日市立向陽小学校 向陽小 向日市
49 向日市立第２向陽小学校 第２向陽小
50 向日市立第３向陽小学校 第３向陽小
51 向日市立第４向陽小学校 第４向陽小
52 向日市立第５向陽小学校 第５向陽小
53 向日市立第６向陽小学校 第６向陽小
54 長岡京市立神足小学校 神足小 長岡京市
55 長岡京市立長法寺小学校 長法寺小
56 長岡京市立長岡第三小学校 長岡第三小
57 長岡京市立長岡第四小学校 長岡第四小
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58 長岡京市立長岡第五小学校 長岡第五小
59 長岡京市立長岡第六小学校 長岡第六小
60 長岡京市立長岡第七小学校 長岡第七小
61 長岡京市立長岡第八小学校 長岡第八小
62 長岡京市立長岡第九小学校 長岡第九小
63 長岡京市立長岡第十小学校 長岡第十小
64 大山崎町立大山崎小学校 大山崎小 大山崎町
65 大山崎町立第二大山崎小学校 第二大山崎小
66 宇治市立宇治小学校 宇治小 宇治市
67 宇治市立南部小学校 南部小
68 宇治市立木幡小学校 木幡小
69 宇治市立御蔵山小学校 御蔵山小
70 宇治市立笠取小学校 笠取小
71 宇治市立笠取第二小学校 笠取第二小
72 宇治市立莵道小学校 莵道小
73 宇治市立莵道第二小学校 莵道第二小
74 宇治市立三室戸小学校 三室戸小
75 宇治市立神明小学校 神明小
76 宇治市立槇島小学校 槇島小
77 宇治市立北槇島小学校 北槇島小
78 宇治市立小倉小学校 小倉小
79 宇治市立北小倉小学校 北小倉小
80 宇治市立南小倉小学校 南小倉小
81 宇治市立西小倉小学校 西小倉小
82 宇治市立岡屋小学校 岡屋小
83 宇治市立伊勢田小学校 伊勢田小
84 宇治市立大久保小学校 大久保小
85 宇治市立大開小学校 大開小
86 宇治市立西大久保小学校 西大久保
87 宇治市立平盛小学校 平盛小
88 城陽市立久津川小学校 久津川小 城陽市
89 城陽市立久世小学校 久世小
90 城陽市立寺田小学校 寺田小
91 城陽市立寺田南小学校 寺田南小
92 城陽市立寺田西小学校 寺田西小
93 城陽市立今池小学校 今池小
94 城陽市立深谷小学校 深谷小
95 城陽市立富野小学校 富野小
96 城陽市立青谷小学校 青谷小
97 城陽市立古川小学校 古川小
98 八幡市立八幡小学校 八幡小 八幡市
99 八幡市立八幡東小学校 八幡東小
100 八幡市立中央小学校 中央小
101 八幡市立八幡第二小学校 八幡第二小
102 八幡市立八幡第三小学校 八幡第三小
103 八幡市立八幡第四小学校 八幡第四小
104 八幡市立八幡第五小学校 八幡第五小
105 八幡市立有都小学校 有都小
106 八幡市立橋本小学校 橋本小
107 八幡市立南山小学校 南山小
108 八幡市立美濃山小学校 美濃山小
109 京田辺市立大住小学校 大住小 京田辺市
110 京田辺市立松井ケ丘小学校 松井ケ丘小
111 京田辺市立田辺小学校 田辺小
112 京田辺市立田辺東小学校 田辺東小
113 京田辺市立草内小学校 草内小
114 京田辺市立三山木小学校 三山木小学
115 京田辺市立普賢寺小学校 立普賢寺
116 京田辺市立薪小学校 薪小学
117 京田辺市立桃園小学校 桃園小
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118 久御山町立御牧小学校 御牧小 久御山町
119 久御山町立佐山小学校 佐山小
120 久御山町立東角小学校 東角小
121 井手町立井手小学校 井手小 井手町
122 井手町立井手小学校（有王分校） 井手小
123 井手町立多賀小学校 多賀小
124 宇治田原町立田原小学校 田原小 宇治田原町
125 宇治田原町立宇治田原小学校 宇治田原小
126 宇治田原町立奥山田小学校 奥山田小
127 木津川市立棚倉小学校 棚倉小 木津川市山城町
128 木津川市立上狛小学校 上狛小
129 木津川市立相楽小学校 相楽小 木津川市木津町
130 木津川市立相楽台小学校 相楽台小
131 木津川市立木津小学校 木津小
132 木津川市立高の原小学校 高の原小
133 木津川市立木津川台小学校 木津川台小
134 木津川市立梅美台小学校 梅美台小
135 木津川市立加茂小学校 加茂小 木津川市加茂町
136 木津川市立当尾小学校 当尾小
137 木津川市立恭仁小学校 恭仁小
138 木津川市立南加茂台小学校 南加茂台小
139 笠置町立笠置小学校 笠置小 笠置町
140 和束町立和束小学校 和束小
141 精華町立精北小学校 精北小 精華町
142 精華町立川西小学校 川西小
143 精華町立山田荘小学校 山田荘小
144 精華町立東光小学校 東光小
145 精華町立精華台小学校 精華台小
146 南山城村立南山城小学校 南山城小
147 南山城村立野殿童仙房小学校 野殿童仙房小
148 綾部市立綾部小学校 綾部小 綾部市
149 綾部市立中筋小学校 中筋小
150 綾部市立豊里小学校 豊里小
151 綾部市立物部小学校 物部小
152 綾部市立志賀小学校 志賀小
153 綾部市立吉美小学校 吉美小
154 綾部市立西八田小学校 西八田小
155 綾部市立東八田小学校 東八田小
156 綾部市立山家小学校 山家小
157 綾部市立口上林小学校 口上林小
158 綾部市立中上林小学校 中上林小
159 綾部市立奥上林小学校 奥上林小
160 福知山市立惇明小学校 惇明小 福知山市
161 福知山市立昭和小学校 昭和小
162 福知山市立大正小学校 大正小
163 福知山市立雀部小学校 雀部小
164 福知山市立庵我小学校 庵我小
165 福知山市立修斉小学校 修斉小
166 福知山市立遷喬小学校 遷喬小
167 福知山市立天津小学校 天津小
168 福知山市立上豊富小学校 上豊富
169 福知山市立上六人部小学校 上六人部小
170 福知山市立中六人部小学校 中六人部小
171 福知山市立下六人部小学校 下六人部小
172 福知山市立上川口小学校 上川口小
173 福知山市立三岳小学校 三岳小
174 福知山市立金谷小学校 金谷小
175 福知山市立公誠小学校 公誠小
176 福知山市立佐賀小学校 佐賀小
177 福知山市立成仁小学校 成仁小
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178 舞鶴市立新舞鶴小学校 舞鶴小 舞鶴市
179 舞鶴市立三笠小学校 三笠小
180 舞鶴市立倉梯小学校 倉梯小
181 舞鶴市立倉梯第二小学校 倉梯第二小
182 舞鶴市立与保呂小学校 与保呂小
183 舞鶴市立志楽小学校 志楽小
184 舞鶴市立朝来小学校 朝来小
185 舞鶴市立大浦小学校 大浦小
186 舞鶴市立中舞鶴小学校 中舞鶴小
187 舞鶴市立明倫小学校 明倫小
188 舞鶴市立吉原小学校 吉原小
189 舞鶴市立余内小学校 余内小
190 舞鶴市立池内小学校 池内小
191 舞鶴市立中筋小学校 中筋小
192 舞鶴市立青井小学校 青井小
193 舞鶴市立福井小学校 福井小
194 舞鶴市立高野小学校 高野小
195 舞鶴市立岡田上小学校 岡田上小
196 舞鶴市立岡田下小学校 岡田下小
197 舞鶴市立八雲小学校 八雲小
198 舞鶴市立神崎小学校 神崎小
199 福知山市立菟原小学校 菟原小 福知山市三和町
200 福知山市立細見小学校 細見小
201 福知山市立細見小学校（中出分校）細見小
202 福知山市立川合小学校 川合小
203 福知山市立精華小学校 精華小 福知山市夜久野町
204 福知山市立育英小学校 育英小
205 福知山市立明正小学校 明正小
206 福知山市立美河小学校 美河小 福知山市大江町
207 福知山市立美鈴小学校 美鈴小
208 福知山市立有仁小学校 有仁小
209 宮津市立宮津小学校 宮津小 宮津市
210 宮津市立上宮津小学校 上宮津小
211 宮津市立栗田小学校 栗田小
212 宮津市立由良小学校 由良小
213 宮津市立吉津小学校 吉津小
214 宮津市立府中小学校 府中小
215 宮津市立日置小学校 日置小
216 宮津市立養老小学校 養老小
217 加悦町立桑飼小学校 桑飼小 加悦町
218 加悦町立与謝小学校 与謝小
219 加悦町立加悦小学校 加悦小
220 岩滝町立岩滝小学校 岩滝小 岩滝町
221 伊根町立伊根小学校 伊根小 伊根町
222 伊根町立朝妻小学校 朝妻小
223 伊根町立本庄小学校 本庄小
224 野田川町立石川小学校 石川小 野田川町
225 野田川町立三河内小学校 三河内小
226 野田川町立岩屋小学校 岩屋小
227 野田川町立市場小学校 市場小
228 野田川町立山田小学校 山田小
229 京丹後市立峰山小学校 峰山小 京丹後市
230 京丹後市立吉原小学校 吉原小
231 京丹後市立五箇小学校 五箇小
232 京丹後市立新山小学校 新山小
233 京丹後市立丹波小学校 丹波小
234 京丹後市立長岡小学校 長岡小
235 京丹後市立大宮第一小学校 大宮第一小
236 京丹後市立大宮第二小学校 大宮第二小
237 京丹後市立大宮第三小学校 大宮第三小
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238 京丹後市立網野北小学校 網野北小
239 京丹後市立網野南小学校 網野南小
240 京丹後市立橘小学校 橘小
241 京丹後市立郷小学校 郷小
242 京丹後市立島津小学校 島津小
243 京丹後市立三津小学校 三津小
244 京丹後市立豊栄小学校 豊栄小
245 京丹後市立間人小学校 間人小
246 京丹後市立竹野小学校 竹野小
247 京丹後市立宇川小学校 宇川小
248 京丹後市立吉野小学校 吉野小
249 京丹後市立溝谷小学校 溝谷小
250 京丹後市立鳥取小学校 鳥取小
251 京丹後市立黒部小学校 黒部小
252 京丹後市立野間小学校 野間小
253 京丹後市立久美浜小学校 久美浜小
254 京丹後市立川上小学校 川上小
255 京丹後市立海部小学校 海部小
256 京丹後市立田村小学校 田村小
257 京丹後市立神野小学校 神野小
258 京丹後市立湊小学校 湊小
259 京丹後市立佐濃小学校 佐濃小
260 船井郡陸上教室 船井陸教
261 大宮陸上教室 大宮陸教
262 網野RS 網野RS
263 綾部Jr 綾部Jr
264 岩滝陸上クラブ 岩滝陸ク
265 P-man Jr P-man Jr
266 京都市立新洞小学校 新洞小
267 舞鶴ジュニア陸上競技クラブ 舞鶴Jr
268 YSD KIDS YSD KIDS
269
270
271
272
273
274

中学校コード ブロック等
0 大枝中学校 大枝中 京都市ブロック
1 加茂川中学校 加茂川中 京都市ブロック
2 旭丘中学校 旭丘中 京都市ブロック
3 衣笠中学校 衣笠中 京都市ブロック
4 雲ヶ畑中学校 雲ヶ畑中 京都市ブロック
5 韓国中等学校 韓国中 京都市ブロック
6 小野郷中学校 小野郷中 京都市ブロック
7 洛星中学校 洛星中 京都市ブロック
8 立命館中学校 立命館中 京都市ブロック
9 烏丸中学校 烏丸中 京都市ブロック

10 上京中学校 上京中 京都市ブロック
11 滋野中学校 滋野中 京都市ブロック
12 嘉楽中学校 嘉楽中 京都市ブロック
13 二条中学校 二条中 京都市ブロック
14 朝鮮第二中等学校 朝鮮二中 京都市ブロック
15 同志社中学校 同志社中 京都市ブロック
16 同志社女子中学校 同志社女中 京都市ブロック
17 平安女学院中学校 平安女中 京都市ブロック
18 北野中学校 北野中 京都市ブロック
19 朱雀中学校 朱雀中 京都市ブロック
20 春日丘中学校 春日丘中 京都市ブロック
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21 柳池中学校 柳池中 京都市ブロック
23 城巽中学校 城巽中 京都市ブロック
24 中京中学校 中京中 京都市ブロック
25 松原中学校 松原中 京都市ブロック
26 西ノ京中学校 西ノ京中 京都市ブロック
27 大宅中学校 大宅中 京都市ブロック
28 郁文中学校 郁文中 京都市ブロック
29 成徳中学校 成徳中 京都市ブロック
30 尚徳中学校 尚徳中 京都市ブロック
31 皆山中学校 皆山中 京都市ブロック
32 梅逕中学校 梅逕中 京都市ブロック
33 七条中学校 七条中 京都市ブロック
34 平安中学校 平安中 京都市ブロック
35 八条中学校 八条中 京都市ブロック
36 九条中学校 九条中 京都市ブロック
37 洛南中学校 洛南中 京都市ブロック
38 陶化中学校 陶化中 京都市ブロック
39 岡崎中学校 岡崎中 京都市ブロック
40 高野中学校 高野中 京都市ブロック
41 下鴨中学校 下鴨中 京都市ブロック
42 近衛中学校 近衛中 京都市ブロック
43 修学院中学校 修学院中 京都市ブロック
44 洛北中学校 洛北中 京都市ブロック
45 大原中学校 大原中 京都市ブロック
46 花背第一中学校 花背一中 京都市ブロック
47 花背第二中学校 花背二中 京都市ブロック
50 京都文教中学校 京都文教中 京都市ブロック
51 朝鮮中等学校 朝鮮中 京都市ブロック
52 ノートルダム女学院中学校 ノートルダム中 京都市ブロック
53 東山中学校 東山中 京都市ブロック
54 洛東中学校 洛東中 京都市ブロック
55 弥栄中学校 弥栄中 京都市ブロック
56 山科中学校 山科中 京都市ブロック
57 音羽中学校 音羽中 京都市ブロック
58 花山中学校 花山中 京都市ブロック
59 月輪中学校 月輪中 京都市ブロック
60 大谷中学校 大谷中 京都市ブロック
61 華頂中学校 華頂中 京都市ブロック
62 京都女子中学校 京女中 京都市ブロック
63 蜂ヶ岡中学校 蜂ヶ岡中 京都市ブロック
64 嵯峨中学校 嵯峨中 京都市ブロック
65 四条中学校 四条中 京都市ブロック
66 西院中学校 西院中 京都市ブロック
67 桂中学校 桂中 京都市ブロック
68 高雄中学校 高雄中 京都市ブロック
69 宕陰中学校 宕陰中 京都市ブロック
70 双ヶ丘中学校 双ヶ丘中 京都市ブロック
71 光華中学校 光華中 京都市ブロック
72 深草中学校 深草中 京都市ブロック
73 藤森中学校 藤森中 京都市ブロック
74 桃山中学校 桃山中 京都市ブロック
75 伏見中学校 伏見中 京都市ブロック
76 醍醐中学校 醍醐中 京都市ブロック
77 桃陵中学校 桃陵中 京都市ブロック
78 聖母中学校 聖母中 京都市ブロック
79 京都教育大学付属京都中学校 付属京都中 京都市ブロック
80 京都教育大学附属桃山中学校 附属桃山中 京都市ブロック
81 一燈園中学校 一燈園中 京都市ブロック
82 栗陵中学校 栗陵中 京都市ブロック
83 安祥寺中学校 安祥寺中 京都市ブロック
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84 大淀中学校 大淀中 京都市ブロック
85 樫原中学校 樫原中 京都市ブロック
86 小栗栖中学校 小栗栖中 京都市ブロック
87 梅津中学校 梅津中 京都市ブロック
88 太秦中学校 太秦中 京都市ブロック
89 勧修中学校 勧修中 京都市ブロック
90 神川中学校 神川中 京都市ブロック
91 桂川中学校 桂川中 京都市ブロック
92 洛西中学校 洛西中 京都市ブロック
93 向島中学校 向島中 京都市ブロック
94 西陵中学校 西陵中 京都市ブロック
95 西京極中学校 西京極中 京都市ブロック
96 久世中学校 久世中 京都市ブロック
97 向島東中学校 向島東中 京都市ブロック
98 松尾中学校 松尾中 京都市ブロック
99 洛南高等学校附属洛南中学校 附属洛南中 京都市ブロック
100 西賀茂中学校 西賀茂中 京都市ブロック
101 勝山中学校 勝山中 山城ブロック
102 長岡中学校 長岡中 山城ブロック
103 東宇治中学校 東宇治中 山城ブロック
105 宇治中学校 宇治中 山城ブロック
106 西宇治中学校 西宇治中 山城ブロック
108 城陽中学校 城陽中 山城ブロック
109 男山中学校 男山中 山城ブロック
110 田辺中学校 田辺中 山城ブロック
111 泉ヶ丘中学校 泉ヶ丘中 山城ブロック
112 維孝館中学校 維孝館中 山城ブロック
113 木津中学校 木津中 山城ブロック
114 山城中学校 山城中 山城ブロック
115 精華中学校 精華中 山城ブロック
116 和束中学校 和束中 山城ブロック
117 笠置中学校 笠置中 山城ブロック
118 泉川中学校 泉川中 山城ブロック
121 亀岡中学校 亀岡中 口丹ブロック
122 別院中学校 別院中 口丹ブロック
123 南桑中学校 南桑中 口丹ブロック
124 育親中学校 育親中 口丹ブロック
125 高田中学校 高田中 口丹ブロック
126 園部中学校 園部中 口丹ブロック
127 八木中学校 八木中 口丹ブロック
128 殿田中学校 殿田中 口丹ブロック
129 蒲生野中学校 蒲生野中 口丹ブロック
130 瑞穂中学校 瑞穂中 口丹ブロック
131 和知中学校 和知中 口丹ブロック
132 周山中学校 周山中 口丹ブロック
133 淇陽学校 淇陽中 口丹ブロック
134 美山中学校 美山中 口丹ブロック
136 綾部中学校 綾部中 中丹ブロック
137 何北中学校 何北中 中丹ブロック
138 八田中学校 八田中 中丹ブロック
139 東綾中学校 東綾中 中丹ブロック
140 上林中学校 上林中 中丹ブロック
141 豊里中学校 豊里中 中丹ブロック
142 桃映中学校 桃映中 中丹ブロック
143 南陵中学校 南陵中 中丹ブロック
144 成和中学校 成和中 中丹ブロック
145 六人部中学校 六人部中 中丹ブロック
146 川口中学校 川口中 中丹ブロック
149 青葉中学校 青葉中 中丹ブロック
150 白糸中学校 白糸中 中丹ブロック
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151 和田中学校 和田中 中丹ブロック
152 城南中学校 城南中 中丹ブロック
153 城北中学校 城北中 中丹ブロック
154 若浦中学校 若浦中 中丹ブロック
155 岡田中学校 岡田中 中丹ブロック
156 由良川中学校 由良川中 中丹ブロック
157 三和中学校 三和中 中丹ブロック
160 大江中学校 大江中 中丹ブロック
161 宮津中学校 宮津中 丹後ブロック
162 日置中学校 日置中 丹後ブロック
164 栗田中学校 栗田中 丹後ブロック
165 養老中学校 養老中 丹後ブロック
166 橋立中学校 橋立中 丹後ブロック
167 江陽中学校 江陽中 丹後ブロック
168 加悦中学校 加悦中 丹後ブロック
169 伊根中学校 伊根中 丹後ブロック
170 本庄中学校 本庄中 丹後ブロック
171 峰山中学校 峰山中 丹後ブロック
173 大宮中学校 大宮中 丹後ブロック
175 網野中学校 網野中 丹後ブロック
176 橘中学校 橘中 丹後ブロック
177 弥栄中学校 弥栄中 丹後ブロック
179 間人中学校 間人中学校 丹後ブロック
180 宇川中学校 宇川中 丹後ブロック
181 久美浜中学校 久美浜中 丹後ブロック
183 高龍中学校 高龍中 丹後ブロック
185 北陵中学校 北陵中 中丹ブロック
186 共栄中学校 共栄中 中丹ブロック
187 日新中学校 日新中 中丹ブロック
188 舞鶴朝鮮中等学校 舞鶴朝鮮中 中丹ブロック
201 大山崎中学校 大山崎中 山城ブロック
202 北宇治中学校 北宇治中 山城ブロック
203 男山第二中学校 男山二中 山城ブロック
204 男山第三中学校 男山三中 山城ブロック
205 長岡第二中学校 長岡二中 山城ブロック
207 西城陽中学校 西城陽中 山城ブロック
208 木幡中学校 木幡中 山城ブロック
209 久御山中学校 久御山中 山城ブロック
210 西ノ岡中学校 西ノ岡中 山城ブロック
211 長岡第三中学校 長岡三中 山城ブロック
212 南宇治中学校 南宇治中 山城ブロック
213 西小倉中学校 西小倉中 山城ブロック
214 東輝中学校 東輝中 口丹ブロック
215 南城陽中学校 南城陽中 山城ブロック
216 大住中学校 大住中 山城ブロック
217 東城陽中学校 東城陽中 山城ブロック
218 北城陽中学校 北城陽中 山城ブロック
219 培良中学校 培良中 山城ブロック
220 寺戸中学校 寺戸中 山城ブロック
221 槇島中学校 槇島中 山城ブロック
222 大成中学校 大成中 口丹ブロック
223 広野中学校 広野中 山城ブロック
224 長岡第四中学校 長岡四中 山城ブロック
225 詳徳中学校 詳徳中 口丹ブロック
226 男山東中学校 男山東中 山城ブロック
227 木津第二中学校 木津二中 山城ブロック
228 精華南中学校 精華南中 山城ブロック
229 同志社国際中学校 同志社国際中 山城ブロック
230 夜久野中学校 夜久野中 中丹ブロック
231 精華西中学校 精華西中 山城ブロック
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233 園部高等学校附属中学校 園部附属中 口丹ブロック
301 洛水中学校 洛水中 京都市ブロック
302 精華中学校 精華中 京都市ブロック
303 成安中学校 成安中 京都市ブロック
304 大原野中学校 大原野中 京都市ブロック
305 YSD Jr. YSD Jr. 京都市ブロック

高等学校コード
500 京都教育大学附属高等学校 京教大附属高
501 山城高等学校 山城高
502 鴨沂高等学校 鴨沂高
503 洛北高等学校 洛北高
504 北稜高等学校 北稜高
505 朱雀高等学校 朱雀高
506 洛東高等学校 洛東高
507 鳥羽高等学校 鳥羽高
508 嵯峨野高等学校 嵯峨野高
509 北嵯峨高等学校 北嵯峨高
510 桂高等学校 桂高
511 洛西高等学校 洛西高
512 桃山高等学校 桃山高
513 東稜高等学校 東稜高
514 洛水高等学校 洛水高
515 府立商業高等学校 府立商業高
516 向陽高等学校 向陽高
517 乙訓高等学校 乙訓高
518 西乙訓高等学校 西乙訓高
519 城南高等学校 城南高
520 東宇治高等学校 東宇治高
521 西宇治高等学校 西宇治高
522 莵道高等学校 莵道高
523 城陽高等学校 城陽高
524 西城陽高等学校 西城陽高
525 八幡高等学校 八幡高
526 南八幡高等学校 南八幡高
527 久御山高等学校 久御山高
528 田辺高等学校 田辺高
529 木津高等学校 木津高
530 南陽高等学校 南陽高
531 北桑田高等学校 北桑田高
532 亀岡高等学校 亀岡高
533 南丹高等学校 南丹高
534 園部高等学校 園部高
535 農芸高等学校 農芸高
536 須知高等学校 須知高
537 紫野高等学校 紫野高
538 洛陽工業高等学校 洛陽工業高
539 伏見工業高等学校 伏見工業高
540 西京商業高等学校 西京商高
541 堀川高等学校 堀川高
542 日吉ヶ丘高等学校 日吉ヶ丘高
543 塔南高等学校 塔南高
544 銅駝美術工芸高等学校 銅駝美工高
545 聾高等学校 聾高
546 白河養護高等学校 白河養護高
547 立命館高等学校 立命館高
548 洛星高等学校 洛星高
549 同志社女子高等学校 同志社女高
550 平安女学院高等学校 平安女高
551 京都成安高等学校 京都成安高
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552 京都橘女子高等学校 京都橘高
553 洛陽総合高等学校 洛陽総合高
554 平安高等学校 平安高
555 京都明徳高等学校 京都明徳高
556 洛南高等学校 洛南高
557 京都学園高等学校 京都学園高
558 花園高等学校 花園高
559 光華学園高等学校 光華学園高
560 京都外大西高等学校 京外大西高
561 同志社高等学校 同志社高
562 京都文教女子高等学校 京都文教高
563 東山高等学校 東山高
564 京都精華女子高等学校 京都精華女高
565 ノートルダム女学院高等学校 ノートルダム女高
566 大谷高等学校 大谷高
567 華頂女子高等学校 華頂女高
568 聖母学院高等学校 聖母学院高
569 西山高等学校 西山高
570 聖カタリナ女子高等学校 聖カタリナ女高
571 立命館宇治高等学校 立命館宇治高
572 京都女子学園高等学校 京都女子学園高
573 同志社国際高等学校 同志社国際高
574 京都両洋高等学校 京都両洋高
575 南京都高等学校 南京都高
576 京都成章高等学校 京都成章高
577 京都翔英高等学校 京都翔英高
578 京都科学技術高等学校 京都科技高
579 京都高等工芸高等学校 京都高等工高
580 京都美山高等学校 京都美山高
581 綾部高等学校 綾部高
582 福知山高等学校 福知山高
583 工業高等学校 工業高
584 東舞鶴高等学校 東舞鶴高
585 西舞鶴高等学校 西舞鶴高
586 大江高等学校 大江高
587 宮津高等学校 宮津高
588 海洋高等学校 海洋高
589 加悦谷高等学校 加悦谷高
590 峰山高等学校 峰山高
591 峰山高等学校弥栄分校 峰山高弥栄分校
592 網野高等学校 網野高
593 久美浜高等学校 久美浜高
594 福知山商業高等学校 福知山商業高
595 福知山女子高等学校 福知山女高
596 京都共栄学園高等学校 京都共栄学園高
597 曉星女子高等学校 曉星女子高
598 日星高等学校 日星高
599 福知山淑徳高等学校 福知山淑徳高
600 鴨沂高等学校定時制 鴨沂高定
601 朱雀高等学校定時制 朱雀高定
602 鳥羽高等学校定時制 鳥羽高定
603 桃山高等学校定時制 桃山高定
604 北桑田高等学校定時制 北桑田高定
605 洛陽工業高等学校定時制 洛陽工業高定
606 伏見工業高等学校定時制 伏見工業高定
607 西京商業高等学校定時制 西京商業高定
608 堀川高等学校定時制 堀川高定
609 綾部高等学校定時制 綾部高定
610 福知山高等学校定時制 福知山高定
611 東舞鶴高等学校定時制 東舞鶴高定
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612 宮津高等学校定時制 宮津高定
613 網野間人高等学校定時制 網野間人高定

大学・社会人（一般）コード
700 大谷大学 大谷大 大学
701 華頂短期大学 華頂短大 大学
702 京都大学 京都大
703 京都外語大学 京外大
704 京都学園大学 京学大
705 京都教育大学 京教大
706 京都工芸繊維大学 京工繊大
707 京都産業大学 京産大
708 京都女子大学 京女大
709 京都橘女子大学 京橘女大
710 京都府立大学 京府大
711 京都府立医科大学 京医大
712 京都薬科大学 京薬大
713 同志社大学 同志大
714 同志社女子大学 同女大
715 佛教大学 佛教大
716 明治国際医療大学 明国医療大
717 立命館大学 立命大
718 龍谷大学 龍谷大
719 滋賀大学 滋賀大
720 滋賀県立大学 滋県大
721 滋賀医科大学 滋医大
722 京都文教大学 京文大
723 京都創成大学 京創成大

800 京都陸上競技協会 京都陸協 京都市陸上競技協会
801 紫郊クラブ 紫郊クラブ
802 洛東クラブ 洛東クラブ
803 審判クラブ 審判クラブ
804 京都走友会 京走会
805 蒼穹クラブ 蒼穹クラブ
806 家政クラブ 家政クラブ
807 三菱自動車京都 三菱自京都
808 同志社陸友会 同志社陸会
809 ワコール女子陸上競技部 ワコール
810 京都市消防局 京都市消防
811 佐川急便グループ陸上競技部 佐川急便
812 洛南高校クラブ 洛南高クラブ
813 アラキスポーツ アラキ
814 三菱電機京都 三菱電京都
815 平安京倶楽部 平安京
816 龍谷クラブ 龍谷クラブ
817 大将軍陸上クラブ 大将軍陸ク
818 京都新聞ＪＣ 京都新聞
819 中牧ランニングクラブ 中牧ラク
820 火曜日の夜に御所を走る会 火夜御所走会
821 京都マスターズ 京都マスター
822 宝ヶ池ＳＴＣ 宝ヶ池
823 東陵高校教員クラブ 東陵高教ク
824 日本板硝子Ｊ．Ｃ 日板硝子J.C
825 富士通 富士通
826 佛教大学鹿渓A.C 佛大鹿渓AC
827 大阪ガス 大阪ガス
828 らんＲＵＮ乱 らんＲ乱
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コード 所属 （略所属） 市町名
829 京都産業大学ＡＣ 京産大AC
830 立命館ＡＣ 立命館AC
831 川野組 川野組
832 京都橘ＡＣ 京都橘AC
833 グローバリー女子陸上競技部 グローバリー
834 京セラ 京セラ
835 二条城ＣＯＮＴＩＮＵＥ 二条城CONT
836 福知山ＡＣ 福知山AC 福知山市陸上競技協会
837 福知山自衛隊 福自衛隊
838 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ TAKE OFF
839 大江クラブ 大江クラブ
840 綾部ＡＣ 綾部AC 綾部市陸上競技協会
841 舞鶴クラブ 舞鶴クラブ 舞鶴市陸上競技協会
842 舞鶴工業高等専門学校 舞鶴工専
843 双鶴クラブ 双鶴クラブ
844 野田川町陸上競技クラブ 野田川陸上ク 岩滝町陸上競技協会
845 加悦クラブ 加悦クラブ
846 岩滝クラブ 岩滝クラブ
847 久美浜クラブ 久美浜クラブ
848 峰山クラブ 峰山クラブ
849 丹後陸上クラブ 丹後陸上
850 大宮クラブ 大宮クラブ
851 宮津市陸上競技協会 宮津陸協 宮津市陸上競技協会
852 宇治陸協 宇治陸協 宇治市陸上競技協会
853 松下電子部品㈱ 松下電子
854 ユニチカ ユニチカ
855 かっとびクラブ かっとび
856 京都田辺走ろう会 京都田辺走会
857 大久保自衛隊 大久保自衛隊
858 松本スポーツクラブ 松本スポク
859 船井クラブ 船井クラブ 南丹市陸上競技協会
860 TEAM P-man T.P-man
861 船井走友会 船走会
862 明治国際医療クラブ 明治国際ク
863 亀岡クラブ 亀岡クラブ 亀岡市陸上競技協会
864 亀岡ＡＣ 亀岡ＡＣ
865 亀陵陸友会 亀陵陸友会
866 同風クラブ 同風クラブ
867 京都学園大学ＡＣ 京学大ＡＣ

998 エスペック株式会社 エスペック
999 大阪マスターズ 大阪マ

未登録コード
1 京都市 京都市
2 向日市 向日市
3 長岡京市 長岡京市
4 大山崎町 大山崎町
5 宇治市 宇治市
6 城陽市 城陽市
7 久御山町 久御山町
8 八幡市 八幡市
9 京田辺市 京田辺市

10 井手町 井手町
11 宇治田原町 宇治田原町
12 木津川市 木津川市
13 山城町 山城町
13 精華町 精華町
14 和束町 和束町
15 笠置町 笠置町



所属コード.xlsx：コード （13/13）

コード 所属 （略所属） 市町名
16 南山城村 南山城村
17 亀岡市 亀岡市
18 南丹市 南丹市
19 京丹波町 京丹波町
20 綾部市 綾部市
21 福知山市 福知山市
22 舞鶴市 舞鶴市
23 宮津市 宮津市
24 与謝野町 与謝野町
25 伊根町 伊根町
26 京丹後市 京丹後市
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
50 近畿あすりーと倶楽部 近畿あすりーと

51 瑞穂走友会 瑞穂走友会

所属登録書き込みエリア


