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種目 記　録 風 氏　　名 所　属 年月日 大　会　名　　　 場　所 備考

2014年に更新された記録

南丹記録
［男子］
100m(電気) 10"75 +0.0 安井　徳孝 明国医療

大(3)
2014/10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極

200m(電気)
22"04 安井　徳孝

明国医療
大(3)

2014/10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極

4×100mR 43"01 根釜　宏平
安井　徳孝
塚本　吉彦
橋本　龍也

明国医療
大A

2014/07/20 33 南丹市陸上競技選手
権大会

丹波

中学南丹記録
［男子］
砲丸投 (5.0kg) 11m99 下村　海渡 園部中(2) 2014/08/07 63 近畿中学 ユニバー

南丹・中学南丹タイ記録
［女子］

1500m 4'48"20 国府　千裕 八木中
(1)

2014/10/25 南丹市陸協秋季記録
会

丹波
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種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

南丹記録

［男子］
100m 10"75 +0.0 安井　徳孝 明国医療大(3) 2014/10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極
200m 22"04 安井　徳孝 明国医療大(3) 2014/10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極
400m 50"8 山内　誠二 園部高 1990/06/08 43 京都府高等学校陸上

競技対校選手権大会
西京極

電気 51"29 梅木　大地 園部高(3) 2006/06/02 59 京都I.H 西京極

800m 1'55"95 中川　克彦 北桑田高校 2004/06/20 57 近畿ＩＨ 皇子山
1500m 4'04"5 熊本　貴之 園部高 1994/04/29 47 京都 I.H. 京都市内

予選
西京極

電気 4'05"11 三觜　啓史 園部高 2000/06/03 53 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

3000m 8'46"56 山内　裕大 園部中 2002/09/15 4 中学記録会 山城
5000m 15'08"97 三觜　啓史 園部高 2000/05/04 京都陸協記録会 西京極

10000m 32'09"20 松田　洋 明治鍼灸AC 1998/09/23 京都陸協記録会 西京極
110mJH

(99.1cm/9.14m)
14"9 森　　利夫 園部高 1971/08/03 24 全国高等学校陸上競

技対校選手権大会
鳴門

110mH
(106.7cm/9.14m)

14"6 森　　利夫 京教大 1974/09/23 関西実業団対学生 万博

電気 14"90 村上　眞生 農芸高(3) 2010/05/04 63 府高校対抗 西京極
400mH(91.4cm) 55"93 村上　眞生 農芸高(3) 2010/04/18 春季大会 丹波

3000mSC 9'19"3 畑中　弥 須知高 1992/09/19 25 近畿高校 西京極
5000mW 27'16"2 川勝　真一 須知高 1968/06/29 京都陸上競技選手権

大会
西京極

4×100mR 43"01 根釜　宏平
安井　徳孝
塚本　吉彦
橋本　龍也

明国医療
大A

2014/07/20 33 南丹市陸上競技選手
権大会

丹波

4×200mR 1'32"28 小林　極
竹村　直樹
杉森　亮介
福島　宏之

園部中 1995/08/22 22 全国中学校 尾瀬公園

4×400mR 3'23"3 久世　安博
中野　丈晴
木村　潔
山内　誠二

園部高 1990/06/10 43 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

走高跳 2m11 三宅　泰宏 丹波養護教ク 1984/08/24 1 慶北・京都親善 山　城

棒高跳 3m80 西田　裕史 園部高(2) 2006/10/17 8 京都陸協記録会 西京極

走幅跳 7m08 坪井　良寛 明治鍼灸大(3) 2005/07/02 13 京都選手権 西京極
三段跳 14m48 坪井　良寛 明治鍼灸大(3) 2005/04/15 70 京都学生対校選手権 西京極

砲丸投(7.260kg) 11m51 桐　　伸行 船井クラブ 1991/09/23 10 船井選手権 丹波

円盤投(2.00kg) 48m02 桐　　伸行 船井クラブ 1993/09/15 近畿選手権 万博

ハンマー投
(6.000kg)

51m04 坂本　隆 園部高 1993/07/03 48 京都陸上競技選手権
大会

西京極

ハンマー投
(7.260kg)

ヤリ投げ(800g) 57m35 中西　一平 園部高(2) 2006/10/15 40 京都ジュニア 西京極

十種競技 5288点 内藤　竹司 丹波養護教ク 1985/06/30 40 京都高校選手権 山城

［女子］
100m 12"07 林　　千歌 園部高教員 1993/05/15 37 関西実業団対学生 鳴門
200m 25"05 林　　千歌 園部高教員 1993/05/16 37 関西実業団対学生 鳴門
400m 61"2 俣野　洋美 園部高 1991/04/27 44 京都 I.H. 京都市内

予選
西京極

800m 2'11"39 俣野　潤子 園部高 1991/06/22 44 近畿  I.H 皇子山



南丹記録 (4 of 29)

種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

1500m 4'47"7 竹上　千咲 八木中(3) 2006/09/10 5 中学記録会 西京極
電気 4'48"20 久世　幸 八木中(3) 2013/10/26 南丹市陸協秋季記録

会
丹波

国府　千裕 八木中(1) 2014/10/25 南丹市陸協秋季記録
会

丹波
3000m 9'37"93 俣野　潤子 園部高 1991/06/09 44 京都府高等学校陸上

競技対校選手権大会
西京極

5000m 17'04"4 俣野　潤子 園部高 1990/12/16 11 京都陸協記録会 西京極
100mH

(84.0cm/8.50m)
16"3 木上　恭江 須知高 1990/05/19 43 京都高校総体（京都

市大会）
西京極

400mH(76.2cm) 72"2 足立　昌海 園部高 1990/05/20 43 京都高校総体（京都
市大会）

西京極

4×100mR 50"92 小寺　恵美子
俣野　洋美
中里　美香
竹中　万弓

園部高 1992/06/06 44 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

走高跳 1m63 榎本　加代子 園部高 1987/06/05 40 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

走幅跳 5m23 内山　茜 農芸高 1998/06/05 51 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

砲丸投
(4.000kg)

12m65 小林　泉 園部高 1993/06/04 46 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

円盤投
(1.000kg)

45m92 岡本　潤子 丹波養護教 2003/04/29 GP2織田記念 広島

ヤリ投 41m92 岡本　潤子 園部高 1996/05/06 51 国体一次予選・５回
陸協記録会

西京極

ハンマー投
(4.000kg)

51m57 濱口　美菜 園部高(3) 2013/10/19 日本ジュニア 瑞穂(愛知)

五種競技 2843点 石谷　まひる 園部高 1983/10/23 18 京都府高校ジュニア 山城

七種競技 3828点 石谷　まひる 園部高 1983/07/03 38 京都陸上競技選手権
大会

山城

（ロードレース）

［男子］
10km 33'41" 谷　　正幸 船井クラブ 1989/12/17 23 亀岡市10km選手権 亀岡

10マイル 58'08" 松田　洋 明治鍼灸AC 1999/02/11 姫路城ロードレース 姫路

20km 1ﾟ09'50" 谷　　正幸 船井クラブ 1987/03/29 22 天の橋立ロード 天の橋立

30km 1ﾟ40'21" 松田　洋 明治鍼灸AC 1999/11/03 '99丹波高原30K 丹波

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 1ﾟ10'50" 松田　洋 明治鍼灸AC 1998/10/04 福井ハーフマラソン 福井

マラソン 2ﾟ23'38 松田　洋 明治鍼灸AC 1999/12/05 53 福岡国際ﾏﾗｿﾝ 福岡

［女子］
10km 46'43" 入江　貴美子 TEAM P-man 1993/11/03 丹波高原マラソン 丹波

マラソン 2゜57'46" 中島　早苗 2007/11/23 17 福知山マラソン 福知山
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種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

高校南丹記録
［男子］

100m 10"9 今井　斉 園部高 1989/06/11 42 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

電気 10"99 -0.1 森　　省太 園部高(3) 2011/07/30 口丹総体 丹波

200m 22"09 +0.4 森　　省太 園部高(3) 2011/07/17 京都選手権 西京極
400m 50"8 山内　誠二 園部高 1990/06/08 43 京都府高等学校陸上

競技対校選手権大会
西京極

電気 51"29 梅木　大地 園部高(3) 2007/06/02 59 京都I.H 西京極
800m 1'55"95 中川　克彦 北桑田高校 2004/06/20 57 近畿ＩＨ 皇子山

1500m 4'04"5 熊本　貴之 園部高 1994/04/29 47 京都 I.H. 京都市内
予選

西京極

電気 4'05"11 三觜　啓史 園部高 2000/06/03 53 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

3000m 9'44"8 田中　俊行 園部高 1995/05/20 48 京都高校総体（京都
市大会）

西京極

5000m 15'08"97 三觜　啓史 園部高 2000/05/04 京都陸協記録会 西京極
10000m 34'33"5 森　　泰彦 園部高 1995/10/08 11 京都陸協記録会 西京極
110mJH

(99.1cm/9.14m)
14"9 森　　利夫 園部高 1971/08/03 24 全国高等学校陸上競

技対校選手権大会
鳴門

110mH
(106.7cm/9.14m)

14"9 堀　　友輔 園部高 1987/06/05 40 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

電気 14"90 村上　眞生 農芸高(3) 2010/05/04 63 府高校対抗 西京極
400mH(91.4cm) 55"93 村上　眞生 農芸高(3) 2010/04/18 春季大会 丹波

3000mSC 9'19"3 畑中　　弥 須知高 1992/09/19 25 近畿高校 西京極

5000mW 27'16"2 川勝　真一 須知高 1968/06/29 京都陸上競技選手権
大会

西京極

4×100mR 43"2 中野　丈晴
伊勢　昭仁
吉田　明彦
今井　斉

園部高 1988/10/22 23 京都高校ジュニア選
手権大会

山城

電気 43"31 山本　拓也
柏木　貴大
梅木　大地
多田　龍司

園部高 2006/06/02 59 京都I.H 西京極

電気 43"31 白井　　凌
滝口　泰明
西垣　　翔
下川　大輔

園部高 2011/10/08 46 京都ジュニア 西京極

4×400mR 3'23"3 久世　安博
中野　丈晴
木村　　潔
山内　誠二

園部高 1990/06/10 43 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

走高跳 1m95 岩見　健二 農芸高 1996/04/14 31 春季高校 山城

棒高跳 3m80 西田　裕史 園部高(2) 2006/10/07 8 京都陸協記録会 西京極
走幅跳 6m85 山口　正敏 園部高 1992/06/06 45 京都府高等学校陸上

競技対校選手権大会
西京極

三段跳 13m78 明田　重嗣 園部高 1988/06/05 41 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

砲丸投
(5.4kg)

15m15 高屋　陽介 園部高 1994/10/01 27 近畿高校 三井寺

砲丸投
(6.0kg)

65m10 野中　直道 園部高(3) 2007/10/05 国民体育大会 秋田県営

円盤投 (J) 52m76 西田　芳也 園部高 1987/05/23 国体予選 山城

円盤投
(1.5kg)

55m86 宮木　淳平 園部高(3) 2007/11/10 2 京都国公立高校対抗
市内ブロック

山城

円盤投(1.75kg) 50m68 宮木　淳平 園部高(3) 2007/11/10 2 京都国公立高校対抗
市内ブロック

山城

ハンマー投 58m34 藤林　博 園部高 1983/10/12 36 国民体育大会 群　馬
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種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

ハンマー投
(6.0kg)

65m10 野中　直道 園部高(3) 2007/10/05 国民体育大会 秋田県営

(J) 61m?? 村上　英将 園部高 1982/07/06 記録会 京産大Ｇ

ヤリ投げ(800g) 63m44 中西　一平 園部高(3) 2007/06/03 60 京都IH 西京極

五種競技 2795点 川勝　法之 園部高 1985/06/08 38 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

山城

(旧
)

3025点 中村　武司 園部高 1968/06/19 近畿高校総体 ？

八種競技 5017点 山口　正敏 園部高 1992/07/19 7 京都混成 山城
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種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

［女子］
100m 13"1 竹中　万弓 園部高 1992/05/16 45 京都高校総体（京都

市大会）
西京極

〃 浜比嘉　久実 農芸高 2000/05/20 53 京都高校総体（京都
市大会）

西京極

電気 13"32 +1.8 浅井　千歌 北桑田高(2) 2006/10/14 40 京都ジュニア 西京極

200m 26"98 -1.5 浅井　千歌 北桑田高(3) 2007/05/04 60 京都IH京都市内予選 西京極
400m 61"2 俣野　洋美 園部高 1991/04/27 44 京都 I.H. 京都市内

予選
西京極

800m 電気 2'11"39 俣野　潤子 園部高 1991/06/22 44 近畿  I.H 皇子山
1500m 4'50"3 俣野　潤子 園部高 1990/05/20 43 京都高校総体（京都

市大会）
西京極

3000m
電気 9'37"93 俣野　潤子 園部高 1991/06/09 44 京都府高等学校陸上

競技対校選手権大会
西京極

5000m 17'04"4 俣野　潤子 園部高 1990/12/16 11 京都陸協記録会 西京極
電気

100mH
(84.0cm/8.50m)

16"3 木上　恭江 須知高 1990/05/19 43 京都高校総体（京都
市大会）

西京極

電気

400mH(76.2cm) 72"2 足立　昌海 園部高 1990/05/20 43 京都高校総体（京都
市大会）

西京極

4×100mR
電気 50"92 小寺　恵美子

俣野　洋美
中里　美香
竹中　万弓

園部高 1992/06/06 44 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

走高跳 1m63 榎本　加代子 園部高 1987/06/05 40 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

走幅跳 5m23 内山　茜 農芸高 1998/06/05 51 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

砲丸投 12m65 小林　泉 園部高 1993/06/04 46 京都府高等学校陸上
競技対校選手権大会

西京極

円盤投 44m46 岡本　潤子 園部高 1997/10/19 10 京都陸協記録会 西京極

ヤリ投 41m92 岡本　潤子 園部高 1996/05/06 51 国体一次予選・５回
陸協記録会

西京極

ハンマー投
(4.000kg)

49m70 濱口　美菜 園部高(3) 2013/4/29 南丹陸協　春季記録会 丹波

五種競技 2843点 石谷　まひる 園部高 1983/10/23 18 京都府高校ジュニア 山城

七種競技 3828点 石谷　まひる 園部高 1983/07/03 38 京都陸上競技選手権
大会

山城
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種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

中学南丹記録

［男子］
100m 11"34 -1.1 前田　悠志 園部中(3) 2006/09/10 5 中学記録会 西京極
200m 22"14 1.6 前田　悠志 園部中(3) 2006/09/03 6 陸協記録会 西京極

400m 51"5 森　　浩記 園部中 1991/07/21 44 京都府中学 山城
電気 51"86 杉森　亮介 園部中 1995/08/07 44 近畿中学校総合体育

大会陸上競技の部
滋賀皇
子山

800m 2'02"0 山内　裕大 園部中 2002/09/29 2 亀岡市陸協記録会 亀岡
電気 2'04"79 長谷川　規隆 園部中 2004/07/27 57 府中学・4中学記録 丹波

1500m 4'05"7 山内　裕大 園部中 2002/06/22 55 口丹中学 亀岡
電気 4'09"99 加藤　秀人 蒲生野中 2001/08/20 28 全日本中学校陸上競

技選手権大会
広島

3000m 8'46"56 山内　裕大 園部中 2002/09/15 4 中学記録会 山城
5000m 17'34"9 野間　登 園部中 1993/06/03 45 船井郡中学 丹波
110mH

(91.4cm/9.14m)
14"54 仲　　卓哉 園部中 2001/07/26 54 府中学・4中記 西京極

110mJH
(99.1cm/9.14m)

電気 15"97 仲　　卓哉 園部中 2001/10/26 32 ジュニアオリンピッ
ク

横浜

4×100mR 45"46 大下　哲弥
下川　大輔
白井　　凌
阪本　良太

園部中 2010/05/29 5 南丹・船井中学校陸
上競技選手権大会

丹波

45"46 宇野
阪本　良太
下川　大輔
白井　　凌

園部中 2010/07/27 63 府中学・5中学記録
会

西京極

4×200mR 電気 1'32"28 小林　極
竹村　直樹
杉森　亮介
福島　宏之

園部中 1995/08/22 22 全国中学 尾瀬公園

走高跳 1m87 川勝　法之 八木中 1984/08/23 11 全国中学 三井寺
〃 矢木　大督 八木中 1995/07/09 41 全日本中学通信　京

都府大会
山　城

棒高跳 3m30 片野　克重 園部中 1993/06/06 46 船井郡中学 丹波
〃 八木　敬博 八木中 1993/06/06 46 船井郡中学 丹波

走幅跳 6m46 片山　泰孝 和知中 1995/07/09 41 全日本中学通信　京
都府大会

山　城

三段跳 13m06 国府　紀行 八木中 1991/07/22 44 京都府中学 山城

砲丸投
(4.0kg)

15m18 小越　一則 園部中 1995/06/04 49 船井郡中学 丹波

砲丸投
(5.0kg)

11m99 下村　海渡 園部中(2) 2014/08/07 63 近畿中学 ユニバー

円盤投 57m94 白井　憲一朗 園部中 1993/08/09 近畿中学 西京極

ジャベリック 45m06 中西　一平 園部中 2004/09/04 6 陸協記録会 西京極

三種競技Ａ 2,961点 川勝　法之 八木中 1984/07/15 30 全日本中学通信京都
府大会

山　城

三種競技Ｂ 2,634点 伊勢　昭仁 八木中 1986/06/22 39 口丹中学 丹波

四種競技 2,065点 横畑　諒輔 園部中 2004/07/27 57 府中学・4中学記録 丹波



南丹記録 (9 of 29)

種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

［女子］
100m 12"76 馬渕　奏 八木中 2004/07/11 50 中学通信府大会 丹波
200m 25"8 坂口　友子 園部中 1999/07/26 52 府中学・4中記 山城

電気 26"24 坂口　友子 園部中 1999/08/21 26 全日本中学校陸上競
技選手権大会

富山

400m 66"1 俣野　潤子 園部中 1986/06/03 39 船井郡中学 丹波
800m 2'22"3 山田　美佐代 八木中 1976/07/22 22 全日本中学通信京都

府大会
西京極

電気 2'23"45 竹上　千咲 八木中(3) 2006/10/22 22 船井郡陸協秋季強化
記録会

丹波

1500m 4'47"7 竹上　千咲 八木中(3) 2006/09/10 5 中学記録会 西京極
電気 4'48"20 久世　幸 八木中(3) 2013/10/26 南丹市陸協秋季記録

会
丹波

4'48"20 国府　千裕 八木中(1) 2014/10/25 南丹市陸協秋季記録
会

丹波
3000m 9'55"72 久世　幸 八木中(3) 2013/
100mH

(76.2cm/8.00m)
15"3 鳥木　園子 八木中 1999/07/26 52 府中学・4中記 山城

電気 15"76 鳥木　園子 八木中 1999/07/13 45 全日本中学生通信陸
上競技京都府大会

西京極

100mYH
(76.2cm/8.50m)

4×100mR 51"4 西村　留美
前田　麻理
井尻　秩香子
坂口　友子

園部中 1999/07/27 52 府中学・4回中学記
録会

山城

電気 52"83 水口　侑華
田渕美沙樹
南　佳奈
吉田ひら夏

周山中 2004/07/27 57 府中学・4中学記録 丹波

走高跳 1m57 竹上ほの香 八木中(3) 2011/07/28 64 京都府中学校総合体
育大会

西京極

走幅跳 5m29 大石　万梨 八木中 1999/07/13 45 全日本中学生通信陸
上競技京都府大会

西京極

砲丸投 12m95 岡本　潤子 園部中 1994/09/25 8 京都府中学記録会 山城

円盤投 31m28 荘司　亜由美 八木中 1991/06/09 44 船井郡中学 丹波

ジャベリック 39m68 森　　歩惟 園部中 2003/10/24 34 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜

三種競技Ａ 2,704点 中村　映里乃 園部中 1999/06/20 52 口丹中学校 亀岡

三種競技Ｂ 2,720点 前田　麻理 園部中 1999/07/27 52 京都府中学校 山城

四種競技 2,322点 竹上　ほの香 八木(2) 2010/07/17 27 府中学四種・4中記 山城



南丹記録 (10 of 29)

種目 記　録 風 氏　　名 所　　属 年月日 大　会　名　　　 場　所

小学南丹記録

［男子］
100m 電気 12"78 +1.1 八木　孝紘 八木小(6) 2006/10/29 22 京都府小学生陸上 西京極
200m 33"7 竹井　賢二 新庄小 1984/09/15 1 船井郡小学生陸上競

技大会
丹波

電気

800m 2'18"4 山内　裕大 桧山小 1999/10/24 15 京都府小学生陸上競
技大会・府民総体陸
上競技

西京極

50mH 9"0 小寺　宏幸 摩気小 1984/10/28 1 京都府小学生記録会 丹波

80mH 電気 13"41 -0.2 小多田　隼也 吉富小(6) 2006/06/25 22 全国小学生陸上交流
京都府予選

西京極

4×100mR 電気 54"61 大家　淳徳
村上　兼英
西岡　幸司
浅井　拓哉

園部小a 2004/10/30 京都小学生 西京極

走高跳 1m39 吉良　正彦 八木小 1994/10/09 11 府小学生陸上北部予
選会

丹波

走幅跳 5m18 中村　充 園部小 1990/09/23 9 船井郡陸上競技選手
権大会

丹波

ソフトボール投げ 74m10 溝口　翔也 丹波ひか
り小(6)

2011/10/23 27 京都府小学生陸上競
技選手権大会

西京極

［女子］
100m 電気 13"75 細見　茉由 八木小 2000/10/29 16 府小学･22府民 西京極
200m 31"2 片山　千晶 和知一小 1984/09/15 1 船井郡小学生陸上競

技大会
丹波

電気

800m 2'31"8 俣野　潤子 園部小 1985/11/04 1 京都府小学生陸上競
技大会

西京極

電気 2'32"58 本庄　晴月 園部小(6) 2011/10/23 27 京都府小学生陸上競
技選手権大会

西京極

50mH 9"3 小倉　ゆかり 須知小 1984/10/28 1 京都府小学生記録会 丹波

80mH 電気 15"14 +0.0 吉川　実咲 吉富小(6) 2006/06/25 22 全国小学生陸上交流
京都府予選

西京極

4×100mR 電気 56"06 中田　優衣
岩崎　楓
今井　爽歩
滝村　詩織

園部B 2006/10/29 22 京都府小学生陸上 西京極

走高跳 1m30 日下部美紀 園部小(6) 2005/07/16 24 船井郡陸上競技選手
権大会

丹波

走幅跳 4m47 青木　美智子 須知小 1984/11/03 3 船井郡陸上競技選手
権大会

丹波

ソフトボール投げ 54m02 矢野　亜耶 園部小 2003/10/25 19 府小学生選手権 西京極



社会人・学生・高校生 (11 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 100m （高校）京都10位記録平均 10"81 10"87

南丹１位記録 10"75

1 10"75 安井　徳孝 明国医療
大(3)

10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極 南丹新
学生京都12傑

2 11"74 +0.0 根釜　宏平 明国医療
大(2)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

3 11"74 +0.7 廣野　岳慈 園部高(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
4 11"85 -0.2 村田　昌史 園部高(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
5 11"97 +0.1 辻　　峻汰 園部高(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

　 2013年 2014年
男子 200m 　 （高校）京都10位記録平均 21"84 22"09

南丹１位記録 22"04

1 22"04 安井　徳孝 明国医療
大(3)

10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極 南丹新
学生京都22傑

2 23"70 +0.6 根釜　宏平 明国医療
大(2)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

3 23"84 -0.5 廣野　岳慈 園部高(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
4 24"03 -0.5 奥　　朋晃 園部高(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
5 24"74 +1.4 西川　翔茉 八木中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

2013年 2014年
男子 400m 　 （高校）京都10位記録平均 49"24 48"87

南丹１位記録 53"75

1 53"75 西川　翔茉 八木中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 55"61 西村　瑞生 園部高(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
3 58"67 谷口　莉暉 園部高(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

4 59"79 辻　　海渡 園部附属
中(2)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

5 1'02"65 大草　譲二 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 800m （高校）京都10位記録平均 1'57"56 1'56"86

南丹１位記録 2'05"43

1 2'05"43 西川　翔茉 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
2 2'06"41 西村　瑞生 園部高(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
3 2'11"48 廣瀬　哲也 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 2'13"72 谷口　莉暉 園部高(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 2'14"48 山本　和樹 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 1500m （高校）京都10位記録平均 3'59"44 3'59"39

　 南丹１位記録 4'22"55

1 4'22"55 山浦　賢太郎 明国医療
大(3)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2 4'22"79 日野　一輝 明国医療
大(2)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

3 4'43"55 川勝　慎仁 八木中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 5'04"12 木内　輝 園部附属

中(2)
04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

5 5'04"51 寺本　英太朗 園部附属
中(1)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

■　南　丹（小学生～一般）５傑



社会人・学生・高校生 (12 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 3000m （高校）京都10位記録平均 14'35"60 8'49"71

　 南丹１位記録 9'50"00

1 9'50"00 廣瀬　哲也 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
2 9'55"14 松本　優史 園部中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 9'57"50 山本　和樹 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 9'58"80 西川　聖仁 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 10'01"55 髙屋　極 園部中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

　
2013年 2014年

男子 5000m （高校）京都10位記録平均 14'35"60 14'38"10
南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

男子 10000m （高校）京都10位記録平均
南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

男子 110mH(106.7cm/9.14m) （高校）京都10位記録平均 15"11 15"19
南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

男子 110mJH(99.1cm/9.14m) （高校）京都10位記録平均 15"54
南丹１位記録 ‐

1 ‐
2013年 2014年

男子 400mH(91.4cm) （高校）京都10位記録平均 54"34 53"84
南丹１位記録 －

1
2013年 2014年

男子 3000mSC （高校）京都10位記録平均 9'20"99 9'22"26
南丹１位記録 10'34"10

1 10'34"10 日野　一輝 明国医療
大(2)

04/20 2 京都陸協記録会 西京極 学生京都29傑



社会人・学生・高校生 (13 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 4x100mR （高校）京都10位記録平均 41"74 41"98

南丹１位記録 43"01

1 43"01 根釜　宏平
安井　徳孝
塚本　吉彦
橋本　龍也

明国医療
大A

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波 南丹新

2 44"61 奥　　朋晃
廣野　岳慈
辻    峻汰
村田　昌史

園部高A 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

3 45"56 中野龍之介
村田　昌史
東野　優樹
辻　　峻汰

園部高A 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

4 48"63 西田　光輝
下村　海渡
川原拳士朗
中田慎太朗

園部中A 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

5 49"86 前田　亮
大草　譲二
川原拳士朗
中田慎太朗

園部中A 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 4x400mR （高校）京都10位記録平均 3'18"02 3'17"45

南丹１位記録 ‐

1 ‐

2013年 2014年
男子 走高跳 （高校）京都10位記録平均 1m96 1m99

南丹１位記録 1m90

1 1m90 塚本　吉彦 明国医療
大(2)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波 学生京都12傑

2 1m81 吉野　多統 明国医療
大(4)

10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極 学生京都17傑

3 1m75 森　　勝都 園部中(3) 07/28 67 府中学・5中記録会 西京極 中学京都8傑

4 1m69 片山　貴裕 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都16傑

5 1m20 西村　優輝 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 棒高跳 （高校）京都10位記録平均 4m21 4m39

南丹１位記録 2m60

1 2m60 村田　亜月 園部中(3) 07/27 67 府中学・5中記録会 西京極 中学京都13傑

2 2m20 高木　壮太 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都16傑

2013年 2014年
男子 走幅跳 （高校）京都10位記録平均 7m01 6m95

南丹１位記録 6m43

1 6m43 -0.1 中西　秀章 明国医療
大(1)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波 学生京都24傑

2 6m28 -2.3 塚本　吉彦 明国医療
大(2)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波 学生京都27傑

3 5m57 -0.1 木虎　　樹 園部附属
中(3)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波 中学京都26傑

4 5m41 -3.1 村田　昌史 園部高(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
5 5m32 +1.8 竹上　侑我 八木中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波



社会人・学生・高校生 (14 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 三段跳 （高校）京都10位記録平均 14m75 14m64

南丹１位記録 13m66

1 13m66 塚本　吉彦 明国医療
大(2)

10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極 学生京都13傑

2013年 2014年
男子 砲丸投(7.260kg) （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 －

1 －

2013年 2014年
男子 砲丸投(6.000kg) （高校）京都10位記録平均 13m43 13m69

南丹１位記録 8m96

1 8m96 岩嵜　　空 北桑田美
山(2)

49 全国定通制高校 国立

2 6m15 髙林　　俊 北桑田美
山(3)

09/21 66 高校定通制総体 丹波

3 6m13 阿戸　勇貴 北桑田美
山(4)

09/21 66 高校定通制総体 丹波

2013年 2014年
男子 砲丸投(5.000kg) （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 11m99

1 11m99 下村　海渡 園部中(2) 08/07 63 近畿中学 ニュニバ 中学南丹新
中学京都2傑

2 10m59 前田　高大 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都7傑

3 8m47 阪本　幸太 園部中(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
2012年 2014年

男子 円盤投(2.000kg) （高校）京都10位記録平均
南丹１位記録 47m30

1 47m30 宮本　淳平 船井クラ 08/10 5 陸協記録会 京産大 京都1傑

2013年 2014年
（高校）京都10位記録平均 38m97 39m93

男子 円盤投(1.750kg) 南丹１位記録 21m40

1 21m40 岩嵜　　空 北桑田美
山(2)

09/21 66 高校定通制総体 丹波

2 17m36 阿戸　勇貴 北桑田美
山(4)

09/21 66 高校定通制総体 丹波

2013年 2014年
男子 円盤投(1.500kg) （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 27m96

1 27m96 阪本　幸太 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大 丹波

　 2013年 2014年
男子 ハンマー投(7.260kg) （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

男子 ハンマー投(6.000kg) （高校）京都10位記録平均 48m82 54m08
南丹１位記録 -

1 -



社会人・学生・高校生 (15 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 ヤリ投げ(800g) （高校）京都10位記録平均 59m75 58m10

南丹１位記録 51m22

1 51m22 河井　有音 明治国医
大(4)

10/05 21 関西医歯薬学生対校 西京極 学生京都17傑

2 42m03 村田　昌史 園部高(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 十種競技 （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 -

1 -

2013年 2014年
男子 八種競技 （高校）京都10位記録平均 4827点 5123点

南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

男子 10ｋｍ （高校）京都10位記録平均
南丹１位記録 － －

1

2013年 2014年
男子 10マイル （高校）京都10位記録平均

1 -

男子 マラソン 2013年 2014年
（高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 ‐

1 ‐



社会人・学生・高校生 (16 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 100m （高校）京都10位記録平均 12"25 12"29

南丹１位記録 13"50

1 13"50 +1.2 山内　梨恩 園部中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 13"97 -0.7 山内　麻凜 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

3 14"07 -4.5 廣瀬　理紗子 八木中(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
4 14"09 +0.4 新井　真白 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

5 14"24 -4.5 本庄　晴月 園部中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 200m （高校）京都10位記録平均 25"37 25"09

南丹１位記録 28"33

1 28"33 -1.0 本庄　晴月 園部中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
2 29"13 -1.0 山内　梨恩 園部中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
3 29"50 -1.7 原田　ひかり 園部中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 29"86 +0.1 新井　真白 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 32"66 +1.2 東野　帆乃佳 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

2013年 2014年
女子 400m 　 （高校）京都10位記録平均 57"47 57"29

南丹１位記録 -
1 -

2013年 2014年
女子 800m （高校）京都10位記録平均 2'14"96 2'16"10

南丹１位記録 2'30"38

1 2'30"38 桐野　杏 園部附属
中(2)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2 2'33"23 西田　百華 園部二小
(6)

11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都16傑

3 2'38"04 梅原　三和 和知小 11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都28傑
4 2'41"15 国府　千裕 八木中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

5 2'42"55 菱田　三菜 園部附属
中(3)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 1500m （高校）京都10位記録平均 4'28"82 4'32"11

南丹１位記録 4'48"20

1 4'48"20 国府　千裕 八木中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波 中学南丹タイ
2 5'13"55 桐野　杏 園部附属

中(3)
04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

3 5'18"92 橋本　紗里 園部中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 5'26"94 塩見　雛子 園部高(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 5'27"72 片山　菜々子 園部中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

2013年 2014年
女子 3000m （高校）京都10位記録平均 9'20"75 9'30"59

南丹１位記録 -

1 -

2013年 2014年
女子 5000m （高校）京都10位記録平均 15'48"77

南丹１位記録 － -

1 -



社会人・学生・高校生 (17 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 100mH(84.0c/8.50mm) （高校）京都10位記録平均 14"62 14"53

南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

女子 100mH(76.2cm/8.00m) （高校）京都10位記録平均
南丹１位記録 16"15

1 16"15 山内　麻凜 園部中(2) 07/28 67 府中学・5中記録 西京極 中学京都17傑

2 18"72 -0.5 南出　さくら 八木中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 21"30 -0.7 東野　帆乃佳 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 400mH（76.2cm) （高校）京都10位記録平均 1'03"24

南丹１位記録 -

1 -

2013年 2014年
女子 4x100mR （高校）京都10位記録平均 47"74 47"35

南丹１位記録 53"28

1 53"28 山内　梨恩
山内　麻凜
新井　真白
本庄　晴月

園部中A 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2 55"80 新井　真白
吉田　朱里
原田ひかり
山内　麻凜

園部中A 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

3 57"88 鈴木　佐英
廣瀬理紗子
亀安このみ
南出さくら

八木中A 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

4 58"48 大草　ありす
桐野　杏
川勝　陽来
菱田　三菜

園部附属
中A

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

5 1'03"85 山本　優花
杣田　志帆
杖谷　萌香
岩﨑　美月

富本小Ａ 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2013年 2014年
女子 走高跳 （高校）京都10位記録平均 1m65 1m63

南丹１位記録 1m15

1 1m15 西田　真己 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
2 1m05 髙屋　奏子 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 走幅跳 （高校）京都10位記録平均 5m52 5m64

南丹１位記録 5m18

1 5m18 +0.1 廣瀬　理紗子 八木中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
2 3m85 -0.9 吉田　朱里 園部中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

3 3m73 -0.2 西田　理紗 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
4 3m68 +1.0 橋本　凜 園部二小

(5)
09/28 30 京都府小学生陸上競技選

手権大会　丹波予選会
丹波

5 3m54 -1.1 西田　真己 園部中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波



社会人・学生・高校生 (18 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 三段跳 （高校）京都10位記録平均 11m56 11m57

南丹１位記録 -

1 -
2013年 2014年

女子 砲丸投(4.000kg) （高校）京都10位記録平均 11m38 11m69
南丹１位記録 10m09

1 10m09 三木　侑紀 園部高(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
2 9m85 冨士野　爽 園部高(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 8m20 村上　双葉 園部高(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大 丹波

2013年 2014年
女子 砲丸投(2.721kg) （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 9m20

1 9m20 佐藤　古都子 八木中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 8m99 浅野　遥香 園部中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 7m42 和田　光結 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 6m93 谷口　明日香 園部附属

中(3)
04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

5 6m50 東野　帆乃佳 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2013年 2014年
女子 円盤投(1.000kg) （高校）京都10位記録平均 35m88 34m64

南丹１位記録 28m84

1 28m84 村上　双葉 園部高(1) 08/22 47 府ユース選手権 西京極 京都18傑

2 24m22 三木　侑紀 園部高(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
3 23m96 冨士野　爽 園部高(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
4 21m53 和田　光結 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 20m13 吉倉　沙弥 北桑田美

山(1)
05/17 15 府高校定通制春季 明治国医

大

2013年 2014年
女子 ハンマー投(4.000kg) （高校）京都10位記録平均 35m76 29m26

南丹１位記録 32m52

1 32m52 三木　侑紀 園部高(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波 京都5傑

2 32m36 冨士野　爽 園部高(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波 京都6傑

3 19m61 村上　双葉 園部高(1) 05/05 67 京都市IH市予選 西京極 京都11傑

2013年 2014年
女子 ヤリ投 （高校）京都10位記録平均 40m74 42m18

南丹１位記録 23m01

1 23m01 村上　双葉 園部高(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 ７種競技 （高校）京都10位記録平均 4249点 4349点

南丹１位記録 -
 

1 -

2013年 2014年
女子 道路10ｋｍ （高校）京都10位記録平均

南丹１位記録 - －
1 -



中学生 (19 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 100m 中学京都10位記録平均 11"18 11"27

南丹１位記録 12"23

1 12"23 +1.6 西田　光輝 園部中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 12"48 -0.5 井上　寛太 園部附属

中(3)
10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

3 12"74 -3.0 竹上　侑我 八木中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
4 13"05 +1.2 川原　拳士朗 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

5 13"06 +0.0 前田　亮 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 200m 中学京都10位記録平均 22"86 23"16

南丹１位記録 24"74

1 24"74 +1.4 西川　翔茉 八木中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 24"86 -1.0 竹上　侑我 八木中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

3 24"97 -0.9 木虎　　樹 園部附属
中(3)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

4 25"87 +0.3 西田　光輝 園部中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
5 26"44 -0.7 川原　拳士朗 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 400m 中学京都10位記録平均 53"14 52"92

南丹１位記録 53"75

1 53"75 西川　翔茉 八木中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 59"79 辻　　海渡 園部附属

中(2)
10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

3 1'02"65 大草　譲二 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 1'03"28 中田　慎太朗 園部中(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 800m 中学京都10位記録平均 2'03"40 203"77

南丹１位記録 2'00"68
（電動）

1 2'00"68 西川　翔茉 八木中(3) 07/27 67 府中学・5中記録会 西京極 中学南丹新
中学京都3傑

2 2'09"09 室　虎ノ輔 園部附属
中(3)

06/28 60 中学通信府大会 丹波 中学京都27傑

3 2'11"48 廣瀬　哲也 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 2'14"48 山本　和樹 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 2'20"12 西川　聖仁 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 1500m 中学京都10位記録平均 4'10"04 4'13"01

南丹１位記録 4'43"55

1 4'43"55 川勝　慎仁 八木中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
2 5'04"12 木内　輝 園部附属

中(2)
04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

3 5'04"51 寺本　英太朗 園部附属
中(1)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

4 5'11"88 松見　康生 園部附属
中(1)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

5 5'38"05 雲木　勇雅 園部附属
中(1)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

■　中学生５傑



中学生 (20 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 3000m 中学京都10位記録平均 9'01"25 9'02"92

南丹１位記録 9'12"96
（電気）

1 9'12"96 佐々木　佑馬 殿田中(3) 07/28 67 府中学・5中記録会 西京極 中学京都10傑

2 9'30"71 廣瀬　哲也 八木中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波
3 9'55"14 松本　優史 園部中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 9'57"50 山本　和樹 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 9'58"80 西川　聖仁 八木中(3) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 110mH(91.4cm/9.14m) 中学京都10位記録平均 15"40 15"17

南丹１位記録 16"12

1 16"12 森　　勝都 園部中(3) 07/27 67 府中学・5中記録会 西京極 中学京都14傑

2013年 2014年
男子 110mJH(99.1cm/9.14m) 中学京都10位記録平均 16"82 16"10

南丹１位記録 － －

1 －
2013年 2014年

男子 4×100mR 中学京都10位記録平均（低学年） 48"83 48"55
南丹１位記録 48"63

1 48"63 西田　光輝
下村　海渡
川原拳士朗
中田慎太朗

園部中A 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2 49"90 中田
寺村
中西
下村

園部中A 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都低17傑

3 49"86 前田　亮
大草　譲二
川原拳士朗
中田慎太朗

園部中A 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 4×200mR 中学京都10位記録平均

南丹１位記録 - -
（電気）

1 -

2013年 2014年
男子 走高跳 中学京都10位記録平均 1m76 1m80

南丹１位記録 1m75

1 1m75 森　　勝都 園部中(3) 07/28 67 府中学・5中記録会 西京極 中学京都8傑

2 1m69 片山　貴裕 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都16傑

3 1m20 西村　優輝 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 棒高跳 中学京都10位記録平均 3m22 3m47

南丹１位記録 2m60

1 2m60 村田　亜月 園部中(3) 07/27 67 府中学・5中記録会 西京極 中学京都13傑

2 2m20 高木　壮太 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都16傑



中学生 (21 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 走幅跳 中学京都10位記録平均 6m15 6m18

南丹１位記録 5m57

1 5m57 -0.1 木虎　　樹 園部附属
中(3)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波 中学京都26傑

2 5m32 +1.8 竹上　侑我 八木中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
3 4m10 -1.8 西田　緋彩 八木中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 三段跳 中学京都10位記録平均 12m51 12m57

南丹１位記録 -

1 -

2013年 2014年
男子 砲丸投(5.000kg) 中学京都10位記録平均 12m51

南丹１位記録 11m99

1 11m99 下村　海渡 園部中(2) 08/07 63 近畿中学 ニュニバ 中学南丹新
中学京都2傑

2 10m59 前田　高大 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都7傑

3 8m47 阪本　幸太 園部中(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
男子 砲丸投(4.000kg) 中学京都10位記録平均 11m83 11m11

南丹１位記録 12m82

1 12m82 下村　海渡 園部中(2) 08/30 JO選考会 山城 中学京都1傑

2 10m72 森　　勝都 園部中(3) 08/06 63 近畿中学 ニュニバ 中学京都5傑

2013年 2014年
男子 円盤投(1.000kg) 中学京都10位記録平均

南丹１位記録 -

1 -

2012年 2014年
男子 円盤投(1.5kg) 中学京都10位記録平均 33m68 31m44

南丹１位記録 - 29m23

1 29m23 阪本　幸太 園部中(2) 06/28 60 中学通信府大会 丹波 中学京都7傑

2 26m68 福本　和正 和知中(2) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都14傑

3 23m66 橋本　裕貴 園部中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都27傑

2010年 2014年
男子 ジャベリック 中学京都10位記録平均

南丹１位記録 - -

1 -

2013年 2014年
男子 四種競技 中学京都10位記録平均 2261点 2195点

南丹１位記録 2321点

1 2321点 森　　勝都 園部中(3) 07/28 67 府中学・5中記録 西京極 中学京都4傑

2 1804点 大八木　通 八木中(3) 06/14 67 口丹中学 丹波 中学京都16傑



中学生 (22 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 100m 中学京都10位記録平均 12"57 12"60

南丹１位記録 13"50

1 13"50 +1.2 山内　梨恩 園部中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
2 13"97 -0.7 山内　麻凜 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

3 14"07 -4.5 廣瀬　理紗子 八木中(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
4 14"09 +0.4 新井　真白 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

5 14"24 -4.5 本庄　晴月 園部中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 200m 中学京都10位記録平均 26"19 26"23

南丹１位記録 27"34

1 27"34 -1.0 本庄　晴月 園部中(3) 06/29 60 中学通信府大会 丹波 中学京都27傑

2 29"13 -1.0 山内　梨恩 園部中(3) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
3 29"50 -1.7 原田　ひかり 園部中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 29"86 +0.1 新井　真白 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
5 32"66 +1.2 東野　帆乃佳 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

2013年 2014年
女子 400m 中学京都10位記録平均

南丹１位記録 － －

1 －

　 2013年 2014年
女子 800m 中学京都10位記録平均 2'18"79 2'18"21

南丹１位記録 2'30"38

1 2'30"38 桐野　杏 園部附属
中(2)

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2 2'41"15 国府　千裕 八木中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
3 2'42"55 菱田　三菜 園部附属

中(3)
10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

4 2'53"42 浅野　遥香 園部中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2013年 2014年
女子 1500m 中学京都10位記録平均 4'39"19 4'39"28

南丹１位記録 5'13"55

1 5'13"55 桐野　杏 園部附属
中(3)

04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2 5'18"92 橋本　紗里 園部中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 5'24"85 国府　千裕 八木中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 5'27"72 片山　菜々子 園部中(3) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

5 5'50"37 野々口　直子 園部中(2) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 3000m 中学京都10位記録平均 9'51"53 9'59"13

南丹１位記録 -

1 -



中学生 (23 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 100mH(76.2cm/8.00m) 中学京都10位記録平均 15"21 15"10

南丹１位記録 16"15

1 16"15 山内　麻凜 園部中(2) 07/28 67 府中学・5中記録 西京極 中学京都17傑

2 18"72 -0.5 南出　さくら 八木中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 21"30 -0.7 東野　帆乃佳 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 4×100mR 中学京都10位記録平均 52"98 53"60

南丹１位記録 53"28

1 53"28 山内　梨恩
山内　麻凜
新井　真白
本庄　晴月

園部中A 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2 55"80 新井　真白
吉田　朱里
原田ひかり
山内　麻凜

園部中A 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

3 57"88 鈴木　佐英
廣瀬理紗子
亀安このみ
南出さくら

八木中A 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

4 58"48 大草　ありす
桐野　杏
川勝　陽来
菱田　三菜

園部附属
中A

10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 走高跳 中学京都10位記録平均 1m57 1m58

南丹１位記録 1m15

1 1m15 西田　真己 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波
2 1m05 髙屋　奏子 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 走幅跳 中学京都10位記録平均 5m37 5m28

南丹１位記録 5m21
1 5m21 廣瀬　理紗子 八木中(2) 07/27 67 府中学・5中記録 西京極 中学京都7傑

2 3m85 -0.9 吉田　朱里 園部中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
3 3m73 -0.2 西田　理紗 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

4 3m54 -1.1 西田　真己 園部中(1) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
5 3m53 +0.3 原田　ひかり 園部中(1) 04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 砲丸投(2.721kg) 中学京都10位記録平均 10m95 11m31

南丹１位記録 9m99
1 9m99 佐藤　古都子 八木中(3) 07/27 67 府中学・5中記録 西京極 中学京都22傑

2 8m99 浅野　遥香 園部中(1) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
3 7m42 和田　光結 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波
4 6m93 谷口　明日香 園部附属

中(3)
04/29 南丹市陸協春季記録会 丹波

5 6m50 東野　帆乃佳 園部中(2) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波



中学生 (24 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 円盤投(1.000kg) 中学京都10位記録平均 26m52

南丹１位記録 21m53

1 21m53 和田　光結 園部中(2) 10/25 南丹市陸協秋季記録会 丹波

2013年 2014年
女子 ジャベリック 中学京都10位記録平均

南丹１位記録 m －
1 －

2013年 2014年
女子 四種競技 中学京都10位記録平均 2352点 2394点

南丹１位記録 -
1 -



小学生 (25 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子 100m 小学京都１０位記録平均 13"94 13"78

南丹１位記録 15"00

1 15"00 +1.1 中西　陸駆 富本小(6) 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波
2 15"49 +1.9 田中　千也 西本梅小

(6)
07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

3 16"47 -0.5 四方　悠暉 園部二小
(3)

04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波

4 16"54 +1.1 井尻　隼平 摩気小(5) 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波
5 16"73 -0.5 平井　陽貴 平屋小(4) 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波

2013年 2014年
男子 800ｍ 小学京都１０位記録平均 2'28"24 2'28"86

南丹１位記録 2'32"21

1 2'32"21 佐々木　工海 南丹AC(6) 09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波 小学京都11傑

2 2'33"23 西田　百華 園部第二
小

11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都16傑

3 2'38"04 梅原　三和 和知小 11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都28傑

4 2'39"68 小崎　太誠 大野小(6) 09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波

5 2'42"43 高田　　玄 南丹AC(5) 09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波

男子 80mH 小学京都１０位記録平均
南丹１位記録 0 －

1 －
2013年 2014年

男子 4×100mR 小学京都１０位記録平均 54"80 54"75
南丹１位記録 59"87

1 59"87 中島　涼吾
片山　侑真
林　  宏輔
人見　真

富本A 09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波

2 1'01"43 井口　拓海
近藤　将太
上田　脩真
土佐　恒生

瑞穂小A 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

3 1'03"59 廣瀬　龍我
片山　侑真
林　  宏輔
小西　航希

富本小A 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大会 丹波

4 1'05"20 梅垣　栄斗
竹野　祐心
吉田　凪佐
庄林孝志朗

瑞穂小Ｂ 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大会 丹波

5 1'05"42 足立　圭佑
梅垣　栄斗
上田　一天
庄林孝志朗

瑞穂小Ａ 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波

2013年 2014年
男子  走高跳 小学京都１０位記録平均 1m29 1m33

南丹１位記録 -

1 -

■　小学生５傑



小学生 (26 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
男子  走幅跳 小学京都１０位記録平均 4m49 4m46

南丹１位記録 4m01
1 4m01 +0.0 片山　侑真 富本小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波 小学京都20傑

2 3m80 -0.3 林　宏輔 富本小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波
3 3m30 +1.3 髙井　勇寿 下山小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波
4 3m23 +0.0 近藤　将太 瑞穂小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波
5 3m18 +1.9 西田　康 摩気(5) 09/28 30 京都府小学生陸上競技選

手権大会　丹波予選会
丹波

2013年 2014年
男子 ソフトボール投げ 小学京都１０位記録平均 63m05 63m36

南丹１位記録 52m71

1 52m71 下野　三郎 大野小(6) 09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波

2 51m10 下野　三郎 大野小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波
3 48m88 中尾　立哉 丹波ひか

り小(6)
04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波

4 45m84 土佐　恒生 瑞穂小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波
5 43m66 樹山　蓮永 丹波ひか

り小(5)
04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波



小学生 (27 of 29)

順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子 100ｍ 小学京都１０位記録平均 13"94 13"78

南丹１位記録 15"72

1 15"72 +0.4 西山　満琉 園部二小
(4)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

2 16"20 +1.8 石垣　叶笑 園部二小
(5)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

3 16"44 +0.4 金林　比奈乃 胡麻郷小
(4)

07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波

4 16"76 +0.4 中西　咲瑛 富本小(4) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
5 16"95 +1.8 大川　ゆうか 富本小(5) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

2013年 2014年
女子 800ｍ 小学京都１０位記録平均 2'32"91 2'28"86

南丹１位記録 2'33"23

1 2'33"23 西田　百華 園部二小
(6)

11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都16傑

2 2'38"04 梅原　三和 和知小 11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都28傑

3 2'52"67 本庄　雨月 園部小(6) 09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波

4 3'08"15 藤原　菜月 園部二小
(5)

09/28 30 京都府小学生陸上競技選
手権大会　丹波予選会

丹波

2013年 2014年
女子 80mH 小学京都１０位記録平均

南丹１位記録 0 -

1 -
2013年 2014年

女子 4×100mR 小学京都１０位記録平均 57"33 56"57
南丹１位記録 1'01"63

1 1'01"63 木戸　風歌
松本　夏生
本庄　雨月
山川　さくら

園部小a 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波

2 1'03"85 山本　優花
杣田　志帆
杖谷　萌香
岩﨑　美月

富本小Ａ 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大会 丹波

3 1'03"89 山下　舞華
由里　若菜
畠中　未有
山下　天海

瑞穂小Ａ 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大会 丹波

4 1'05"03 石垣　叶笑
野々口　由梨
藤原　菜月
西田　百華

園部二小a 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波

5 1'05"38 村上　愛衣
菅井　結香
尾坂　知美
菅井　春香

平屋小a 04/29 南丹市陸協小学生記録会 丹波
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順位 記　録 風 氏　　名 所　　属 月/日 回数 大　会　名 場　所 ランク,等

2013年 2014年
女子  走高跳 小学京都１０位記録平均 1m22 1m23

南丹１位記録 1m15

1 1m15 由里　若菜 瑞穂小 11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都18傑

2 1m10 橋本　　凜 園部第二
小

07/06 30 全国小学生府予選 西京極 小学京都25傑

2 1m10 伊藤　愛果 瑞穂小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波 小学京都25傑

4 1m10 鳥渕　一彩 下山小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波 小学京都25傑

4 1m00 原澤　美空 竹野小(6) 07/20 33 南丹選手権 丹波

　 2010年 2014年
女子  走幅跳 小学京都１０位記録平均 4m03 4m15

南丹１位記録 3m78
1 3m78 +1.0 橋本　凜 園部二小

(5)
11/02 30 府小学・府民総体 西京極 小学京都20傑

2 3m25 +2.0 山内　萌 瑞穂小(5) 09/28 30 京都府小学生丹波予選会 丹波
3 3m11 +1.8 畠中　千穂 瑞穂小(6) 09/28 30 京都府小学生丹波予選会 丹波
4 2m98 +1.3 山口　佑香 園部二小

(5)
09/28 30 京都府小学生丹波予選会 丹波

5 2m94 +0.9 山下　美咲 瑞穂小(6) 09/28 30 京都府小学生丹波予選会 丹波

2013年 2014年
女子 ソフトボール投げ 小学京都１０位記録平均 44m25 46m80

南丹１位記録 38m15

1 38m15 石垣　叶笑 園部第二
(5)

09/28 30 京都府小学生丹波予選会 丹波 小学京都20傑

2 35m47 山本　ゆりあ 丹波小 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大
会

丹波
3 24m16 奥村　唯葉 西本梅小

(6)
07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波

4 23m31 朝倉　麻衣 瑞穂(6) 07/20 30 京都府小学生丹波予選会 丹波
5 22m86 山本　優花 富本小(6) 07/20 33 南丹市陸上競技選手権大

会
丹波
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