
1／3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

183 白岩 裕一郎 2825 堤 翔太 182 吉岡 郁裕 314 小牧 泰斗 298 高田 裕貴 2954 藤本 和磨 3557 尾松哲郎 9-2478 樋口　誠也
002 峰山高(3) 南丹高(3) 峰山高(3) 峰山高(3) 峰山高(2) 須知高(2) 桜ⅡAC() 久御山高(2)

11''56 11''91 11''98 12''29 12''41 13''08 13''22
222-11 東川 滉希 123-7 並河  賢 125-17 桂 聖也 125-2 奥松 大樹 3559 金沢大植 123-13 塲田  悟史 123-6 大槻  誓椰 222-30 柴田　陽一

002 大成中(3) 南桑中(3) 高田中(3) 高田中(3) 桜ⅡAC() 南桑中(3) 南桑中(3) 大成中(3)
11''60 11''91 12''56 12''66 13''02 13''08 13''71 13''81

126-25 阪本 良太 121-29 樹山 日向 113-37 藤本 啓汰 113-39 田中 大樹 225-14 水船 璃久 123-9 浅田  伊吹 171-7 小牧 数哉 214-17 安富　亮
002 園部中(3) 亀岡中(3) 木津中(3) 木津中(3) 詳徳中(3) 南桑中(3) 峰山中(3) 東輝中(3)

12''37 12''61 12''65 12''83 12''87 13''08 14''08
123-14 福森  洸稀 121-30 増田 博一 214-1 石山 陽一郎 222-14 堀本 聖亜 171-1 安田 巧 214-16 豊田 光司郎 171-2 松川 友哉 171-6 宮垣　知樹

002 南桑中(3) 亀岡中(3) 東輝中(3) 大成中(3) 峰山中(3) 東輝中(3) 峰山中(3) 峰山中(3)
12''71 12''83 12''96 13''11 13''29 14''14 14''88

121-37 小林 伸嘉 171-8 原田 浩人 214-11 松山 昇平 126-18 小林 友哉 171-31 吉岡 拓真 171-10 井上 拓郎 124-5 中村 隼人
002 亀岡中(3) 峰山中(3) 東輝中(3) 園部中(3) 峰山中(3) 峰山中(3) 育親中(3)

11''77 12''60 12''80 13''06 13''21 13''43
171-33 上田 直努 124-4 永田 大樹 171-5 梅田 奨平 127-4 中西 秀章 171-9 林 泰都 123-12 瀨古  優太   121-25 河合 映岳

002 峰山中(3) 育親中(3) 峰山中(3) 八木中(3) 峰山中(3) 南桑中(3) 亀岡中(3)
12''44 12''56 12''87 13''18 13''31

123-15 船越  玄太 225-16 古谷 和稔 233-9 廣野 岳慈 225-6 澤田 和哉 124-13 粟田 颯 121-16 小瀬 将聖 222-8 今中 達也
002 南桑中(3) 詳徳中(3) 園部附属中(2) 詳徳中(2) 育親中(2) 亀岡中(2) 大成中(3)

12''95 13''50 13''67 13''98 14''26 14''31
113-1 永島 一矢 225-21 大槻 嘉己 222-22 清水 亮磨 171-40 番場 公耀 225-9 北村 典也 214-33 古川 青輝 121-17 林 亮之介

002 木津中(2) 詳徳中(2) 大成中(2) 峰山中(2) 詳徳中(2) 東輝中(2) 亀岡中(2)
12''35 12''50 13''19 13''89 13''96 15''73

113-2 多田 雄樹 127-7 佐々江 知大 225-8 中川 暢之 121-14 川勝 崇弘 222-23 下野 享弥 225-5 井上 成哉 123-17 清水 哲皓
002 木津中(2) 八木中(2) 詳徳中(2) 亀岡中(2) 大成中(2) 詳徳中(2) 南桑中(2)

12''06 13''15 13''26 13''85 13''86 15''02
233-7 奥 朋晃 113-3 向井 亮太 121-12 岡本 諒 214-28 永田 純平 214-18 伊東 建哉 123-16 岩森 誠仁 225-10 西田 草太

002 園部附属中(2) 木津中(2) 亀岡中(2) 東輝中(2) 東輝中(2) 南桑中(2) 詳徳中(2)
12''92 13''38 13''55 13''89 14''12 15''26 15''55

138 清水 涼太 126-16 白井 凌 2511 村島 慎之介 127-2 大町 一生 126-30 大江 聡 124-7 松井 大河 124-8 西田 直也 925 坪井　良寛
002 綾部高(3) 園部中(3) 久御山高(3) 八木中(1) 園部中(1) 育親中(1) 育親中(1) 明治国際医療大(Ｍ１)

11''80 12''22 12''28 14''16 14''17 15''54 16''12
8-2514 北村 雄大郎 2-140 赤尾 洋平 8-2511 村嶋 慎之介 9-2479 高田 翔平 9-2477 中岡 侑輝 8-2513 吉岡 知貴 2954 藤本 和磨

005 久御山高(3) 綾部高(3) 久御山高(3) 久御山高(2) 久御山高(2) 久御山高(3) 須知高(2)
54''14 54''97 56''18 56''62 58''11

222-13 藤本 大智 233-2 森 瑛斗 113-42 見片 　瑛 171-8 原田 浩人 3557 尾松哲郎 222-14 堀本 聖亜 123-13 塲田  悟史
005 大成中(3) 園部附属中(3) 木津中(3) 峰山中(3) 桜ⅡAC() 大成中(3) 南桑中(3)

56''17 57''77 58''43 58''62 1'01''77 1'01''94 1'04''31
123-7 並河  賢 126-16 白井 凌 214-11 松山 昇平 123-12 瀬古 優太 121-26 中澤 公亮 171-3 田中 達弥 171-10 井上 拓郎 127-7 佐々江　知大

005 南桑中(3) 園部中(3) 東輝中(3) 南桑中(3) 亀岡中(3) 峰山中(3) 峰山中(3) 八木中(2)
56''03 56''77 58''40 1'00''77 1'01''75 1'02''11 1'02''18 1'03''14

121-39 大槻 瑠 301 井上 椋太 233-3 岡本 容 123-10 山田  貴行 124-3 中西 健太郎 171-15 山副 祐樹 171-20 千賀 俊哉 6075 森下耕太郎
006 亀岡中(3) 峰山高(2) 園部附属中(3) 南桑中(3) 育親中(3) 峰山中(3) 峰山中(3) T.P-man()

2'10''93 2'15''14 2'16''76 2'25''70 2'25''94 2'31''69 2'34''35
1109 高岡宏一 214-2 梅原 一真

京都陸協() 東輝中(3)

期 日 ：
陸 協 名 ：
主催団体 ：

-2.1
100m(6組)

100m(3組)
+0.0

平成22年4月29日
京都(26)

宇野　　稔

記 録 一 覧 表
船井郡陸協秋季強化記録会
10260501
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場

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 )

中村　武司

263020

５ 位 ( １ ３ 位 ・ ２ １ 位 )
種　　別
種　　目
風

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

船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会

100m(1組)

-2.3
100m(4組)

+0.0

-2.6

100m(2組)

100m(7組)

-2.4
100m(8組)

-1.4

100m(9組)

-2.1
100m(10組)

-1.1

100m(11組)

400m(1組)

-2.7

400m(2組)

400m(3組)

800m(1組)

+0.2

100m(5組)

京都陸上競技協会(船井郡陸上競技協会)



2／3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

期 日 ：
陸 協 名 ：
主催団体 ：

平成22年4月29日
京都(26)

宇野　　稔

記 録 一 覧 表
船井郡陸協秋季強化記録会
10260501
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場

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 )

中村　武司

263020

５ 位 ( １ ３ 位 ・ ２ １ 位 )
種　　別
種　　目
風

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

船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会

123-12 瀨古  優太   171-35 畑中 優哉 225-18 北村 柊斗 222-21 稲垣 敬太 222-29 松山 翔太 124-9 森 理志 222-24 小林 真悟 222-28 松本　源哉
006 南桑中(3) 峰山中(2) 詳徳中(3) 大成中(2) 大成中(2) 育親中(2) 大成中(2) 大成中(2)

2'16''62 2'21''96 2'24''21 2'33''18 2'35''30 2'35''99 2'36''01 2'44''01
225-3 古谷 尚也

詳徳中(2)

2836 古川 裕人 171-15 山副 祐樹 123-11 上島  侑也  222-9 斉藤 滉介 214-4 川勝 優 125-18 足達 謙太郎 113-38 宮下 大輝 113-35 狛谷　有真
008 南丹高(2) 峰山中(3) 南桑中(3) 大成中(3) 東輝中(3) 高田中(3) 木津中(3) 木津中(3)

4'24''99 4'39''25 4'55''55 5'01''39 5'07''58 5'10''63 5'25''56 5'28''63
125-16 松村 大貴 6074 末吉敬彦 6075 森下耕太郎 214-6 杉岡 正晴 124-2 西村 一也

高田中(3) T.P-man() T.P-man() 東輝中(3) 育親中(3)
5'37''90

225-29 今田 健太 225-12 今仁 達也 171-35 畑中 優哉 126-22 和辻 雄仁 214-20 太田 来紀 214-2 梅原 一真 171-20 千賀 俊哉 125-26 松村　樹来
008 詳徳中(2) 詳徳中(3) 峰山中(2) 園部中(2) 東輝中(2) 東輝中(3) 峰山中(3) 高田中(2)

4'28''82 4'29''13 4'48''46 4'49''13 4'49''87 4'51''37 5'07''81 5'17''63
125-25 人見 優成 127-3 宅間 順哉 126-32 岡 健太朗 126-31 岡 高志 125-27 森川 浩一朗 126-33 上野 潤 214-27 浪川 哲也 233-8 林　千容

高田中(2) 八木中(1) 園部中(1) 園部中(1) 高田中(2) 園部中(1) 東輝中(2) 園部附属中(2)
5'22''59 5'26''45 5'34''12 5'37''32 6'38''78 7'07''06

121-15 山田 晃久 214-31 福永 巧 214-35 湯浅 泰将
亀岡中(2) 東輝中(2) 東輝中(2)

126-22 和辻 雄仁 300 藤原 悠希 303 関 一穂 299 森 陽平 126-21 川辺 隼也 121-27 中島 爽 121-32 奥村 杏平 225-15 岸田　直也
010 園部中(3) 峰山高(2) 峰山高(2) 峰山高(2) 園部中(3) 亀岡中(3) 亀岡中(3) 詳徳中(3)

11'07''15
121-31 宇都宮 誠 214-6 杉岡 正晴 121-35 元野 嘉斗 125-14 山内 慎太郎 121-33 中井 裕太 214-4 川勝 優

亀岡中(3) 東輝中(3) 亀岡中(3) 高田中(3) 亀岡中(3) 東輝中(3)

121-21 若林 祐次 225-4 本多 寛幸 214-20 太田 来紀 126-14 高屋 隼人 121-20 野田 多聞 214-31 福永 巧 121-13 廣瀬 瞬 126-12 行　和久
010 亀岡中(2) 詳徳中(2) 東輝中(2) 園部中(3) 亀岡中(2) 東輝中(2) 亀岡中(2) 園部中(3)

9'42''28 9'54''32 10'00''27 10'06''19 10'09''65 10'33''02 10'45''37 10'47''12
124-10 牧 央也 214-35 湯浅 泰将 126-11 野口 仁城 126-13 田中 友也 121-19 田中 航希 214-27 浪川 哲也

育親中(2) 東輝中(2) 園部中(3) 園部中(3) 亀岡中(2) 東輝中(2)
10'55''13 11'24''54

2801 本多 凌 2835 森 聖也 2838 平田 萌人 6074 末吉敬彦
011 南丹高(1) 南丹高(2) 南丹高(2) T.P-man()

16'07''96 16'59''90 17'04''53
123-10 山田  貴行　 123-8 村田  征崇 113-31 辻 　亮輔 171-3 田中 達弥 113-40 東川 　凌 171-1 安田 巧

032 南桑中(3) 南桑中(3) 木津中(3) 峰山中(3) 木津中(3) 峰山中(3)
16''96 17''66 19''15 19''67 19''95 21''75

121-12 岡本 諒 225-7 山口 聖司 222-12 樋口 一真 225-28 三好 優太朗 113-4 杉本 翼 123-19 木村 行宣
032 亀岡中(2) 詳徳中(2) 大成中() 詳徳中(2) 木津中(2) 南桑中(2)

18''89 19''00 19''70 20''56 20''69 22''23
8-125 小坂 竜也 183 白岩 裕一郎 2-141 土田 享幸 8-2511 村嶋 慎之介 3557 尾松哲郎 225-8 中川 暢之 233-9 廣野 岳慈 222-23 下野　享弥
8-123 木下 慎也 134 寺阪 勇祐 2-138 清水 涼太 8-2513 吉岡 知貴 3559 金沢大植 225-16 古谷 和稔 233-7 奥 朋晃 233-7 奥　朋晃
8-124 蘇理 武豊 182 吉岡 郁裕 2-140 赤尾 洋平 9-2479 高田 翔平 3555 白波瀬正樹 225-7 山口 聖司 233-5 清水 日之樹 222-12 樋口　一真

601 9-221 松岡 昌吾 298 高田 裕貴 2-282 田中 隼太 8-2514 北村 雄大郎 3554 野瀬井常樹 225-20 徳田 崚 233-2 森 瑛斗 222-30 柴田　陽一
加悦谷高a 峰山高a 綾部高a 久御山高A 桜ⅡACa 詳徳中b 園部附属中A 大成中ｂ
43''82 45''02 45''64 46''42 48''93 50''59 51''19

4×100m(1組)

110mH(0.914m)(2組)

-2.1

800m(2組)

3000m(1組)

110mH(0.914m)(1組)

-1.7

1500m(1組)

1500m(2組)

3000m(2組)

5000m(1組)

京都陸上競技協会(船井郡陸上競技協会)



3／3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

期 日 ：
陸 協 名 ：
主催団体 ：

平成22年4月29日
京都(26)

宇野　　稔

記 録 一 覧 表
船井郡陸協秋季強化記録会
10260501
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場

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 )

中村　武司

263020

５ 位 ( １ ３ 位 ・ ２ １ 位 )
種　　別
種　　目
風

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

船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会

222-14 堀本 聖亜 113-42 見片 　瑛 123-6 大槻  誓椰 121-30 増田 博一 123-9 浅田  伊吹 126-30 大江 聡 214-29 俣野 駿 225-14 水船　璃久
222-11 東川 滉希 113-2 多田 雄樹 123-7 並河  賢 121-37 小林 伸嘉 123-12 瀨古  優太   126-25 阪本 良太 214-1 石山 陽一郎 225-21 大槻　嘉己
222-13 藤本 大智 113-31 辻　　亮輔 123-14 福森  洸稀 121-25 河合 映岳 123-15 船越  玄太 小林 友哉 214-11 松山 昇平 225-11 井上　紳哉

601 222-8 今中 達也 113-1 永島 一矢 123-8 村田  征崇 121-29 樹山 日向 123-10 山田  貴行 126-4 平畑 祐馬 214-28 永田 純平 225-17 鎌田　祥平
大成中a 木津中A 南桑中B 亀岡中a 南桑中A 園部中a 東輝中a 詳徳中a
46''55 47''37 47''89 47''98 48''23 50''96 51''32

225-14 水船 璃久
225-21 大槻 嘉己
225-11 井上 紳哉
225-17 鎌田 祥平

亀岡中b

21-2 上田 昭文 14-13 安村 海渡 6-6 小林 周平 21-14 野間 悠平 6-1 中野 りょうま
21-3 堀 直人 14-10 中 翔太 6-5 中川 功基 21-5 村山 元輝 6-2 藤井 海斗
21-4 榎川 淳哉 14-15 大門 広弥 6-9 森 博康 21-15 松下 流矢 片山 宏輝

601 21-1 吉田 蒼史 14-9 妹尾 歩 6-8 矢野 康輔 21-13 光枝 幸記 6-3 矢野 裕太郎
和知小a 丹波ひかり小Ａ 園部小Ａ 和知小ｂ 園部小Ｃ
58''43 1'00''58 1'01''55 1'07''41 1'08''98

225-20 徳田 崚 127-4 中西 秀章 222-8 今中 達也 171-33 上田 直努 171-6 宮垣 知樹 225-1 西澤 明生 171-40 番場 公耀 214-29 俣野　駿
071 詳徳中(3) 八木中(3) 大成中(3) 峰山中(3) 峰山中(3) 詳徳中(2) 峰山中(2) 東輝中(2)

1m65 1m65 1m60 1m60 1m55 1m45 1m30 1m30
9-2480 稲本 悠介

久御山高(2)

925 坪井 良寛 123-8 村田  征崇 2841 松村 一弘 209 井上 林 3555 白波瀬正樹 171-31 吉岡 拓真 123-9 浅田  伊吹 124-5 中村　隼人
073 明治国際医療大(Ｍ１) 南桑中(3) 南丹高(2) 綾部高(3) 桜ⅡAC() 峰山中(3) 南桑中(3) 育親中(3)

+2.9 6m90 +1.6 6m18 +2.6 5m76 +4.2 5m70 +3.5 5m55 +2.7 5m36 +2.1 5m09 +2.4 5m01
225-11 井上 紳哉 225-14 水船 璃久 121-14 川勝 崇弘 225-17 鎌田 祥平 214-15 黒田 寛登 171-9 林 泰都 233-5 清水 日之樹 121-16 小瀬　将聖

詳徳中(3) 詳徳中(3) 亀岡中(2) 詳徳中(3) 東輝中(3) 峰山中(3) 園部附属中(3) 亀岡中(2)
+1.4 4m97 +2.0 4m91 +2.4 4m70 +0.7 4m69 +1.2 4m55 +2.1 4m52 +2.7 4m49 -0.4 4m40
123-19 木村 行宣 214-29 俣野 駿 171-2 松川 友哉 225-10 西田 草太 214-16 豊田 光司郎 214-25 谷口 陽一郎 181 楠田 　凌 312 糸井　悠也

南桑中(2) 東輝中(2) 峰山中(3) 詳徳中(2) 東輝中(3) 東輝中(2) 峰山高(3) 峰山高(2)
-0.8 4m26 +1.5 4m04 +2.4 4m00 -1.4 3m77 +1.5 3m55 +0.9 2m98
2827 藤田 想太郎 222-10 原田 フミヤ

南丹高(2) 大成中(3)

171-7 小牧 数哉 214-7 竹村 駿 124-12 笠原 達史 126-4 平畑 祐馬 233-4 桂田 連
084 峰山中(3) 東輝中(3) 育親中(2) 園部中(3) 園部附属中(3)

10m15 9m63 9m40 7m75 5m85
186 木本 大智 2840 齋田 博基

088 峰山高(3) 南丹高(2)
34m92 31m37

214-7 竹村 駿 126-4 平畑 祐馬 121-17 林 亮之介
090 東輝中(3) 園部中(3) 亀岡中(2)

29m21 27m27 25m53
2823 仲村 卓馬 9-2925 國府 和輝 9-2920 今仁 雄貴 2850 中野 雄基 2829 今西 寿希也 2842 木上 雅貴

092 南丹高(3) 園部高(2) 園部高(2) 南丹高(2) 南丹高(2) 南丹高(2)
38m98 38m76 38m40 25m95 25m32 23m69

4×100m(2組)

砲丸投(5.000kg)

走幅跳

4×100m(3組)

ハンマー投(6.000kg)

円盤投(1.750kg)

円盤投(1.000kg)

走高跳

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

121-19 川勝 美里 125-12 人見 知佐 722 葉賀 亜希子 121-18 木村 美知 222-19 松永 美樹 　 214-9 村田 彩香 125-10 塩見 夏穂 214-5 濱口　美菜
002 亀岡中(3) 高田中(3) 峰山高(2) 亀岡中(3) 大成中(3) 東輝中(3) 高田中(3) 東輝中(3)

13''90 14''68 14''70 14''72 14''98 15''71 15''93
214-3 近藤 真央 123-10 金子まりこ 214-8 宮本 直子 123-9 谷本夢果 225-12 乾 茉琴 125-19 堤 彩夏 121-20 津田 晴香 121-21 山口　芙貴

002 東輝中(3) 南桑中(3) 東輝中(3) 南桑中(3) 詳徳中(3) 高田中(3) 亀岡中(3) 亀岡中(3)
14''44 14''55 14''61 14''77 14''95 14''99 15''01 15''09

214-12 小川 歩美 123-18 松岡 由里佳 171-4 橋野 真生 225-5 高西 あずさ 123-19 美馬 千晶 214-17 茶本 志帆子 123-13 広瀬 七菜 121-27 杉浦　朝香
002 東輝中(2) 南桑中(2) 峰山中(2) 詳徳中(2) 南桑中(2) 東輝中(2) 南桑中(2) 亀岡中(2)

14''10 14''79 14''88 15''03 15''34 16''26 16''83
225-6 石田 華穂 214-14 小林 磨依 171-6 山本 知佳 113-13 松田 周子 127-2 竹井 有佳梨 123-15 長澤 みなみ 214-11 上杉 優里 125-22 吉村　優華

002 詳徳中(2) 東輝中(2) 峰山中(2) 木津中(2) 八木中(2) 南桑中(2) 東輝中(2) 高田中(2)
13''88 14''15 14''80 15''17 15''20 15''97

121-28 田村 桃花 127-3 竹上 ほの香 121-24 鹿田 萌 171-5 藤田 梨沙 214-13 小島 あかり 171-10 荻野 美月 222-30 片山 登貴 121-15 森本　誌歩
002 亀岡中(2) 八木中(2) 亀岡中(2) 峰山中(2) 東輝中(2) 峰山中(2) 大成中(2) 亀岡中(2)

14''33 14''34 14''73 14''99 15''03 15''39 15''79 16''99
124-6 吉澤 郁奈 124-5 瀧上 有彩 127-7 中西 叶子

002 育親中(2) 育親中(2) 八木中(1)
14''17 14''43 16''37

Aug-54 西村 芽衣香 8-6357 角  祐里
005 久御山高(3) 久御山高(3)

1'03''31 1'09''81
214-10 山下 文佳 6671 北口 愛理 214-1 飯谷 美緒 8-6767 宮木 香奈恵 113-33 土家 瑞希 125-11 花形 咲 214-4 辻田 美歌 123-11 横江天美

006 東輝中(3) 南丹高(3) 東輝中(3) 園部高(3) 木津中(3) 高田中(3) 東輝中(3) 南桑中(3)
2'24''28 2'24''77 2'35''08 2'36''19 2'37''99 2'40''96 2'44''79 2'45''67

124-15 数井梨花子 124-4 宝関 菜緒 126-12 船越 美里 6690 長谷川 紀実 214-2 川勝 愛
育親中(3) 育親中(3) 園部中(3) 南丹高(3) 東輝中(3)
2'45''82 2'46''01 2'58''76

171-3 服部 有紗 121-26 塩貝 恵里奈 113-11 滋井 佑香 123-16 濵野 由起子 214-15 栗原 杏花 214-6 藤本 美奈子 225-2 中川 瑠奈 126-21 本庄　咲月
006 峰山中(2) 亀岡中(2) 木津中(2) 南桑中(2) 東輝中(2) 東輝中(3) 詳徳中(2) 園部中(1)

2'28''17 2'28''65 2'32''77 2'36''44 2'37''33 2'38''01 2'38''05 2'41''13
113-12 岡本 万穂 127-4 廣瀬 早希 113-19 髙井 優佳 127-6 西村 愛美 127-1 雨宮 有里 126-22 森 音葉 126-22 田中 春菜 125-22 吉村　優華

木津中(2) 八木中(2) 木津中(2) 八木中(3) 八木中(1) 園部中(1) 園部中(3) 高田中(2)
2'42''00 2'42''21 2'49''18 2'49''91 2'50''51 2'55''41 2'59''01 3'10''13

214-10 山下 文佳 岡 英里奈 214-6 藤本 美奈子 121-16 森本 恵実 214-4 辻田 美歌 214-2 川勝 愛 121-17 吉田 佳織 125-15 今西　さき
008 東輝中(3) 園部中(3) 東輝中(3) 亀岡中(3) 東輝中(3) 東輝中(3) 亀岡中(3) 高田中(3)

4'57''23 4'58''95 5'15''30 5'18''56 5'23''12 5'25''64 5'32''07 5'46''59
127-5 中尾 凜生 125-9 人見 優

八木中(3) 高田中(3)
6'09''63

214-1 飯谷 美緒 121-25 池上 彰子 126-15 横山 遙香 225-13 山下 友梨 123-17 福知  綾奈 171-9 田中 亜希保 171-2 佐野 ありさ 124-8 今西　亜香音
008 東輝中(3) 亀岡中(2) 園部中(3) 詳徳中(3) 南桑中(2) 峰山中(3) 峰山中(2) 育親中(2)

5'11''20 5'11''37 5'21''06 5'21''47 5'43''00 5'51''10 5'53''28 6'02''01
171-11 金子 真由 214-18 長谷川 沙紀

峰山中(3) 東輝中(2)

214-3 近藤 真央 225-11 村田 琴音 124-6 吉澤 郁奈 121-18 木村 美知 123-14 村山 麻由 225-7 安栖 菜々 225-1 山内 鈴菜 214-11 上杉　優里
042 東輝中(3) 詳徳中(3) 育親中(2) 亀岡中(3) 南桑中(2) 詳徳中(2) 詳徳中(2) 東輝中(2)

17''04 17''57 17''70 17''73 20''12 20''79 21''21
4862 中村 有希 126-20 前田 美弥

042 ジラソーレ与謝ＳＣ(中学)(3) 園部中(2)
15''37 21''94

-2.4

-1.0

-2.0

100m(5組)

100m(6組)

100m(2組)
-2.9

100m(4組)

100m(1組)
-3.1

100m(3組)

陸 協 名 ：

400m(1組)

800m(1組)

800m(2組)

記 録 一 覧 表
期 日 ： 平成22年4月29日 船井郡陸協秋季強化記録会

種　　別
種　　目
風

１位(９位・１７位) ２位(１０位・１８位)

京都(26) 10260501

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) ６位(１４位・２２位)

中村　武司
主催団体 ： 船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 宇野　　稔

1：1/100秒263020

1500m(1組)

-1.1

-3.1
100mH(0.762m)(1組)

-3.0

1500m(2組)

100mH(0.762m)(2組)

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

陸 協 名 ：

記 録 一 覧 表
期 日 ： 平成22年4月29日 船井郡陸協秋季強化記録会

種　　別
種　　目
風

１位(９位・１７位) ２位(１０位・１８位)

京都(26) 10260501

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) ６位(１４位・２２位)

中村　武司
主催団体 ： 船井郡陸上競技協会、京都陸上競技協会 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 宇野　　稔

1：1/100秒263020

Sep-62 橋本 沙樹
044 久御山高(2)

18''74
9-733 中村 知佳 214-12 小川 歩美 123-10 金子まりこ 113-32 荒川 奈央 121-18 木村 美知 121-18 木村 美知 225-11 村田 琴音 225-11 村田　琴音
9-735 廣野 汐莉 214-5 濱口 美菜 123-9 谷本夢果 113-36 北出 美咲 121-28 田村 桃花 121-28 田村 桃花 225-7 安栖 菜々 225-7 安栖　菜々
8-682 小西 麻衣 214-14 小林 磨依 123-11 横江天美 113-31 平岡 希恵 121-19 川勝 美里 121-19 川勝 美里 225-12 乾 茉琴 225-12 乾　茉琴

601 8-683 古村 香 214-8 宮本 直子 123-12 本間 みゆき 113-35 櫻井 菜々実 121-24 鹿田 萌 121-24 鹿田 萌 225-6 石田 華穂 225-6 石田　華穂
加悦谷高a 東輝中a 南桑中A 木津中A 亀岡中a 綾部高a 詳徳中a 南桑中B
52''00 54''51 54''73 55''43 57''09

126-21 本庄 咲月
126-22 森 音葉
126-20 前田 美弥
126-19 津牧 悠那

園部中

6-7 中田 花菜 9-7 山内 梨恩 9-1 片山 菜々子 21-8 久保 穂波
6-4 高橋 花奈 9-3 仲　香緒里 9-6 片野 和 21-13 堀 ひかり
6-5 新井 羽月 9-4 仲 瑞樹 9-8 山内 麻凛 21-14 野口 朋美

601 6-6 山川 五月 9-5 西田 有希 9-2 谷 千春 21-15 児玉 作楽
園部小Ｂ 摩気小b 摩気小a 和知小a
1'02''31 1'03''52 1'08''75 1'14''33

Sep-73 野口 依久実 8-6766 杉浦 愛 127-3 竹上 ほの香 222-17 船越 優希
071 園部高(2) 園部高(3) 八木中(2) 大成中()

1m50 1m45 1m35 1m15
4862 中村 有希 126-19 津牧 悠那 233-4 大西 葉流 113-17 森井 彩乃 222-31 石野 瑛美 214-13 小島 あかり 121-24 鹿田 萌 171-5 藤田　梨沙

073 ジラソーレ与謝ＳＣ(中学)(3) 園部中(3) 園部附属中(3) 木津中(2) 大成中(2) 東輝中(2) 亀岡中(2) 峰山中(2)
+2.8 5m06 +1.9 4m55 +2.3 4m45 +2.0 4m44 +3.9 4m11 +4.2 3m95 +3.4 3m86 +3.0 3m65
171-4 橋野 真生 171-10 荻野 美月 171-6 山本 知佳 214-17 茶本 志帆子

峰山中(2) 峰山中(2) 峰山中(2) 東輝中(2)
+1.4 3m71 +2.6 3m23 +0.2 3m84 +1.9 3m12
124-5 瀧上 有彩 123-12 本間 みゆき 214-12 小川 歩美 214-5 濱口 美菜 125-28 中川 千尋

086 育親中(2) 南桑中(3) 東輝中(2) 東輝中(3) 高田中(2)
10m67 9m56 9m00 8m90 7m27

2208 横山幸代 9-6769 川元 くるみ 8-6765 山田 奈々未 6676 池下 裕香
090 シスメックス() 園部高(2) 園部高(3) 南丹高(3)

45m33 32m55 31m82 29m07
Aug-65 山田 奈々未 9-6769 川元 くるみ

094 園部高(3) 園部高(2)
44m55 32m75

4×100m(2組)

砲丸投(2.721kg)

ハンマー投(4.000kg)

100mH(0.840m)(1組)

-1.9

走幅跳

走高跳

円盤投(1.000kg)

4×100m(1組)

京都陸上競技協会(船井郡陸上競技協会)


