
1／1男 子

競技会名 ：
競技会コード： 審 判 長 ：
競技場名　　： 記 録 主 任 ：
競技場コード： 測 定 区 分 ：

コード

1-1 佐々江隆大 3-1 松本 昂起 11-2 並河廉 6-6 小林 周平 2-1 植田 稜 11-3 宇野颯人 14-8 石田 雄琉
002 八木小(6) 新庄小(6) 殿田小(6) 園部小(6) 吉富小(6) 殿田小(6) 丹波ひかり小(6)

14''35 14''76 14''86 15''73 15''78 16''70
14-3 井上 寛大 14-2 小原 穂純 6-9 森 博康 21-9 野間 駿平 266-2 谷間 拓斗 21-11 十倉 樹 21-4 藤本 瞬

002 丹波ひかり小(5) 丹波ひかり小(5) 園部小(6) 和知小(5) 新洞小(5) 和知小(5) 和知小(5)
17''02 17''20 17''37 18''37 18''62 19''59

21-6 梅原 知希 21-5 竹内 彩人 16-1 井爪 凜太 266-1 田中 大貴 21-7 山中 智貴 16-2 飯田 龍斗 21-10 樋口 昴亮
002 和知小(5) 和知小(5) 下山小(5) 新洞小(5) 和知小(5) 下山小(5) 和知小(5)

16''33 17''50 17''97 18''33 18''85 19''24
12-1 武村辰義 11-4 林瞬 21-13 光枝 幸記 21-14 野間 悠平 6-1 中野 凌馬 2-2 植田 仁

002 胡麻郷小(4) 殿田小(5) 和知小(4) 和知小(4) 園部小(4) 吉富小(4)
15''90 16''25 17''40 17''92 18''38 20''08

6-3 矢野 裕太郎 11-5 松本優希 21-12 福本 和正 21-15 松下 流矢 6-2 藤井 海斗 4-1 川勝 慎仁
002 園部小(4) 殿田小(4) 和知小(4) 和知小(4) 園部小(4) 富本小(4)

16''64 16''71 17''08 17''26 17''81 18''07
261-2 中西 俊博 261-1 熱田 賢哉 3-5 西川 翔茉 27-1 山内柊 21-1 伊倉 悠 21-3 森 光一郎 261-3 熱田 裕紀 14-9 妹尾　歩

006 大宮陸教(6) 大宮陸教(6) 新庄小(5) 宮島小(6) 和知小(6) 和知小(6) 大宮陸教(5) 丹波ひかり小(6)
2'30''89 2'39''59 2'43''56 2'44''65 2'47''59 2'49''00 2'49''03 2'49''64

6-4 水口 宙 20-1 北村友也 14-4 由良 涼人 6-5 中川 功基 21-8 原田 惇 263-2 福井 颯天
園部小(6) 桧山小(6) 丹波ひかり小(5) 園部小(6) 和知小(5) 綾部Jr(5)
2'50''19 2'53''64 2'54''35 2'55''74 3'06''81 3'18''59

14-11 小森 友貴 11-1 船越司 14-10 中 翔太 14-13 安村 海渡 14-12 田端 克基 6-7 廣野 昌仁
071 丹波ひかり小(6) 殿田小(6) 丹波ひかり小(6) 丹波ひかり小(6) 丹波ひかり小(6) 園部小(6)

1m21 1m21 1m18 1m18 1m15 1m09
14-14 芦田 開 3-3 竹上 侑我 14-1 田中 大地 14-15 大門 広弥 3-4 西川 聖二 9-1 小寺 慧弥 12-2 中川 海 6-8 矢野　康輔

073 丹波ひかり小(6) 新庄小(5) 丹波ひかり小(4) 丹波ひかり小(6) 新庄小(5) 摩気小(6) 胡麻郷小(6) 園部小(6)
+2.4 3m99 +3.4 3m07 +2.2 2m97 +3.3 3m98 +2.8 2m93 +1.8 3m71 +1.9 3m60 +1.8 3m51
263-1 曽我 拓也 21-2 村山 拓己

綾部Jr(6) 和知小(6)
+1.0 3m24 +1.4 2m90
14-16 岩崎 雄太 14-7 溝口 翔也 263-3 矢田谷 佑真 3-2 西川 充聖 14-5 篠塚 龍基 9-3 西田 和真 9-2 野々口 聡一 18-1 坂本　陣也

099 丹波ひかり小(6) 丹波ひかり小(5) 綾部Jr(4) 新庄小(6) 丹波ひかり小(5) 摩気小(4) 摩気小(6) 三ノ宮小(5)
57m07 49m26 40m80 42m48 41m30 31m83 31m80 40m77

4-2 高西 駿杜 14-6 西村 友希 18-2 国定 未来彦 20-2 畠中源樹
富本小(4) 丹波ひかり小(5) 三ノ宮小(4) 桧山小(5)
27m17 35m06 19m30 31m18

100m(3組)
-4.0

記 録 一 覧 表
船井郡陸協小学生陸上競技記録会
10260501
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場

１ 位 ( ９ 位 ・ １ ７ 位 ) ２ 位 ( １ ０ 位 ・ １ ８ 位 )

263020

５ 位 ( １ ３ 位 ・ ２ １ 位 )

期 日 ：
陸 協 名 ：

平成22年4月29日
京都(26)

宇野　　稔主催団体 ： 船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会
中村　武司

1：1/100秒

４ 位 ( １ ２ 位 ・ ２ ０ 位 ) ６ 位 ( １ ４ 位 ・ ２ ２ 位 ) ７ 位 ( １ ５ 位 ・ ２ ３ 位 ) ８ 位 ( １ ６ 位 ・ ２ ４ 位 )３ 位 ( １ １ 位 ・ １ ９ 位 )
種　　別
種　　目
風

100m(1組)

-3.7
100m(4組)

-1.4

100m(2組)
-3.7

-2.7
100m(5組)

800m(1組)

ソフトボール投

走高跳

走幅跳

京都陸上競技協会(船井郡陸上競技協会)



女 子

競技会名 ：
競技会コード： 審 判 長 ：
競技場名　　： 記 録 主 任 ：
競技場コード： 測 定 区 分 ：

コード

263-3 吉村 菜緒 9-5 西田 有希 11-1 山内捺未 21-4 山根 美祐 9-1 片山 菜々子 9-2 谷 千春 9-3 仲 香緒里 11-6 寺田茉由
002 綾部Jr(6) 摩気小(6) 殿田小(6) 和知小(6) 摩気小(6) 摩気小(6) 摩気小(6) 殿田小(6)

15''29 15''78 16''28 16''86 17''09 17''14 17''30 18''12
6-4 高橋 花奈 6-3 本庄 晴月 7-3 桑迫 優衣 6-6 山川 五月 6-7 中田 花菜 6-5 新井 羽月 9-4 仲 瑞樹 266-4 紀伊馬　美月

002 園部小(6) 園部小(5) 園部二小(6) 園部小(6) 園部小(6) 園部小(6) 摩気小(6) 新洞小(5)
15''34 15''44 16''16 16''39 16''59 16''80 17''41 18''80

9-7 山内 梨恩 21-5 川邉 日奈帆 3-1 井尻 香遥 9-6 片野 和 3-2 杉山 南 2-2 今西 舞 266-5 谷 果帆子 21-7 堀　真心
002 摩気小(5) 和知小(5) 新庄小(5) 摩気小(5) 新庄小(5) 吉富小(4) 新洞小(5) 和知小(5)

16''62 17''03 17''22 17''81 19''19 19''52 20''25
6-1 新井 真白 9-8 山内 麻凛 21-8 久保 穂波 14-3 安村 奈海 21-13 堀 ひかり 14-2 妹尾 なつみ 21-9 太田 美結 21-12 藤村　美月

002 園部小(4) 摩気小(4) 和知小(4) 丹波ひかり小(4) 和知小(4) 丹波ひかり小(4) 和知小(4) 和知小(4)
17''29 18''43 18''43 18''54 18''67 19''03 19''89 20''43

11-3 並河ひかり 14-1 芦田 真悠 21-15 児玉 作楽 6-2 和田 光結 11-4 吉田芹奈 21-10 太田 奈緒子 21-14 野口 朋美 21-11 片山　悠
002 殿田小(4) 丹波ひかり小(4) 和知小(4) 園部小(4) 殿田小(4) 和知小(4) 和知小(4) 和知小(4)

17''48 17''85 18''14 18''27 18''60 19''35 19''80 19''91
261-1 石田 杏 1-1 沢田可愛 21-6 野間 知里 21-1 梅原 佐公 7-1 横山 琴音 7-2 横山 花音 263-1 山下 紗世 11-5 吉岡瞳

006 大宮陸教(5) 八木小(6) 和知小(5) 和知小(6) 園部二小(6) 園部二小(6) 綾部Jr(6) 殿田小(6)
2'50''15 2'59''58 3'01''26 3'02''12 3'03''83 3'04''08 3'04''17 3'07''47

14-6 水野 和奈 21-2 飯田 恵都 18-3 西山 陽香 7-4 岩内 柚乃 18-1 塩見 優佳 18-2 橋本 亜美 1-2 久世幸
丹波ひかり小(6) 和知小(6) 三ノ宮小(5) 園部二小(5) 三ノ宮小(6) 三ノ宮小(6) 八木小(6)
3'10''50 3'14''27 3'15''42 3'16''93 3'26''38 3'28''62

21-3 貝瀬 司子 14-5 野村 優
071 和知小(6) 丹波ひかり小(5)

1m09 0m90
263-2 矢田谷 結衣 12-1 池田茉由 2-1 広瀬 朋美 12-2 川隅 結

073 綾部Jr(6) 胡麻郷小(6) 吉富小(6) 胡麻郷小(6)
+2.0 3m73 +2.0 3m48 +3.4 3m06 +1.8 2m89
27-2 小関芽衣 14-4 津田 微華 11-2 船越宝

099 宮島小(6) 丹波ひかり小(4) 殿田小(4)
37m77 24m91 23m15

船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会

ソフトボール投

-4.4

-3.6

100m(5組)

800m(1組)

２位(１０位・１８位)

100m(1組)
-3.6

100m(3組)

記 録 一 覧 表
期 日 ： 平成22年4月29日 船井郡陸協小学生陸上競技記録会

主催団体：
中村　武司

京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 宇野　　稔

６位(１４位・２２位)

陸 協 名 ： 京都(26) 10260501

1：1/100秒263020

走高跳

８位(１６位・２４位)７位(１５位・２３位)３位(１１位・１９位) ４位(１２位・２０位) ５位(１３位・２１位)
種　　別
種　　目
風

１位(９位・１７位)

走幅跳

100m(2組)
-4.0

100m(4組)
-1.7

京都陸上競技協会(船井郡陸上競技協会)


