
日付 種目

井戸本　美羽  13.05 (+1.9) 岡野　咲希  13.16 (+1.9) 阿部　文海  13.30 (+1.9) 久保　早詠子  13.39 (+1.9) 高野　紗希  13.55 (+1.9) 長野　莉子  13.63 (+1.9) 濱田　汐里  13.75 (+1.9) 谷口　聖奈  14.20 (+1.9)

綾部 峰山 福知山 峰山 西舞鶴 福知山 丹後緑風 東舞鶴

井戸本　美羽  26.99 (-0.3) 岡野　咲希  27.57 (-0.3) 坂本　侑優  29.76 (-0.3) 谷口　聖奈  31.00 (-0.3) 廣野　日菜  32.08 (-0.3)

綾部 峰山 福知山 東舞鶴 西舞鶴

塩見　優那  1:06.47 坂本　侑優  1:07.85 高野　紗希  1:09.05 大川　美咲  1:10.05

福知山成美 福知山 西舞鶴 丹後緑風

芦田　遥  2:22.66 鈴木　彩未  2:23.65 三上　優芽  2:27.98 由良　和桜  2:32.57 塩見　優那  2:33.82 大川　美咲  2:37.78 東　瑠渚  2:42.96 衣川　羅那  2:50.07

福知山 福知山成美 綾部 福知山成美 福知山成美 丹後緑風 丹後緑風 綾部

芦田　遥  4:53.46 塩見　乃衣  4:56.42 鈴木　彩未  4:59.13 吉野　凪紗  5:01.56 由良　和桜  5:09.07 森　香帆  5:18.37 東　瑠渚  5:27.30 松本　未來  5:28.82

福知山 福知山成美 福知山成美 丹後緑風 福知山成美 府立工業 丹後緑風 丹後緑風

塩見　乃衣  10:45.77 吉野　凪紗  10:52.32 婦木　彩花  10:56.00 石田　愛奈  11:26.43 森　香帆  11:43.95 松本　未來  11:46.21 岩間　理子  11:49.55 北垣　佳怜  13:43.46

福知山成美 丹後緑風 福知山成美 福知山成美 府立工業 丹後緑風 宮津天橋 宮津天橋

今岡　理実  w15.37 (+2.8) 渡邉　似胡  w16.44 (+2.8) 籔仲　智沙紀  w16.48 (+2.8) 田中　輝  w17.47 (+2.8) 井﨑　音寧  w18.16 (+2.8) 長野　莉子  w18.81 (+2.8) 田中　友梨  w19.49 (+2.8)

峰山 京都共栄 福知山 宮津天橋 宮津天橋 福知山 宮津天橋

籔仲　智沙紀  1:13.44 田中　輝  1:17.53

福知山 宮津天橋

峰山  51.53 宮津天橋  52.18 福知山  53.98 丹後緑風  56.22

久保　早詠子 大江　菜々美 倉ヶ市　詩音 嶋田　樹梨菜

今岡　理実 田中　友梨 籔仲　智沙紀 濱田　汐里

岡野　咲希 上田　桃愛 坂本　侑優 東　瑠渚

安達　亜未 片山　優京 長野　莉子 大川　美咲

福知山成美  4:26.89 福知山  4:30.19 丹後緑風  4:43.44 宮津天橋  4:46.47

鈴木　彩未 籔仲　智沙紀 大川　美咲 田中　友梨

由良　和桜 芦田　遥 吉野　凪紗 岩間　理子

石田　愛奈 坂本　侑優 松本　未來 田中　輝

婦木　彩花 長野　莉子 東　瑠渚 片山　優京

上田　桃愛  1.55 齊藤　蘭  1.45 井﨑　音寧  1.40 廣野　日菜  1.30

宮津天橋 京都共栄 宮津天橋 西舞鶴

上田　桃愛  2.80 細野　和花  2.80 小林　帆夏  2.70

宮津天橋 宮津天橋 宮津天橋

今岡　理実  5.33 (+0.5) 大江　菜々美  5.28 (+1.3) 渡邉　似胡  5.07 (+0.3) 大山　娃生  5.02 (+1.1) 田中　友梨  4.75 (+0.7) 小林　帆夏  w4.26 (+2.5) 安達　亜未  4.07 (+2.0)

峰山 宮津天橋 京都共栄 京都共栄 宮津天橋 宮津天橋 峰山

今岡　理実  10.46 (+1.4) 大江　菜々美  10.06 (+0.5)

峰山 宮津天橋

金井　くるみ  9.46 藤田　葵  9.02 野村　亜里沙  8.96 吉田　知可  7.25 酒井　瑠奈  6.77 糸井　茜  5.91 西原　日万璃  4.65

京都共栄 峰山 丹後緑風 福知山 峰山 宮津天橋 宮津天橋

木下　夢唯  31.39 金井　くるみ  29.95 片山　優京  26.94 藤田　葵  24.77 吉田　知可  20.79 糸井　茜  18.82 酒井　瑠奈  18.36 本城　希望  17.46

綾部 京都共栄 宮津天橋 峰山 福知山 宮津天橋 峰山 綾部

片山　優京  27.11 野村　亜里沙  18.70 佐々木　温代  18.48 小林　帆夏  15.35 倉ヶ市　詩音  11.92

宮津天橋 丹後緑風 宮津天橋 宮津天橋 福知山

本城　希望  37.58 酒井　瑠奈  30.62 佐々木　温代  29.63 野村　亜里沙  28.23 木下　夢唯  21.84 細野　和花  17.15

綾部 峰山 宮津天橋 丹後緑風 綾部 宮津天橋

競技会名 第75回両丹高等学校陸上競技対校選手権大会
期日・時刻 2022/05/03・2022/5/4

主催団体名 京都府高等学校体育連盟両丹支部 陸協名 京都府陸上競技協会

審判長 竹下宗樹・山田裕之

競技場名 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 記録主任 飯野　敬太

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

女子 5月3日 100m

5月4日 200m

5月3日 400m

5月4日 800m

5月3日 1500m

5月4日 3000m

5月3日 100mH

5月4日 400mH

5月3日 4x100mR

5月4日 4x400mR

5月4日 走高跳

5月3日 棒高跳

5月3日 走幅跳

5月4日 三段跳

5月3日 砲丸投

5月4日 円盤投

w (wind assist) : 追風参考

5月4日 ﾊﾝﾏｰ投

5月3日 やり投


