
日付 種目

土淵　龍之助  10.75 (+1.1) 川邉　勝哉  11.14 (+1.1) 塩見　彪祥  11.30 (+1.1) 秋山　凪翔  11.32 (+1.1) 岡花　洸輝  11.51 (+1.1) 十倉　杏司  11.53 (+1.1) 和久　純也  11.63 (+1.1) 西　瑞稀  11.64 (+1.1)

京都共栄 京都共栄 宮津天橋 府立工業 綾部 綾部 京都共栄 福知山

土淵　龍之助  22.46 (-1.8) 井上　翔海  22.83 (-1.8) 秋山　凪翔  23.32 (-1.8) 十倉　杏司  23.49 (-1.8) 桒原　和哉  23.69 (-1.8) 長田　樹  23.75 (-1.8) 塩見　彪祥  23.85 (-1.8) 松下　歩叶  24.49 (-1.8)

京都共栄 京都共栄 府立工業 綾部 綾部 京都共栄 宮津天橋 宮津天橋

関　明楽  51.59 藤山　祐輝  51.98 小森　知己  52.53 荻野　壮良  53.23 大槻　真之介  54.33 竹内　隆騎  54.39 太田　智文  54.57

丹後緑風 丹後緑風 丹後緑風 福知山 府立工業 京都共栄 宮津天橋

荻野　壮良  1:59.99 藤山　祐輝  2:00.01 小森　知己  2:02.87 村上　快成  2:02.88 山本　京吾  2:07.79 奥田　頼希  2:08.04 永田　侑也  2:10.79 川上　稜真  2:11.69

福知山 丹後緑風 丹後緑風 福知山成美 西舞鶴 福知山成美 西舞鶴 福知山

白井　皇美都  4:09.91 大木　慧翔  4:13.71 荻野　倖大  4:14.26 村上　快成  4:15.45 大町　豪輝  4:18.89 矢谷　絢斗  4:22.60 田中　榛人  4:23.66 山本　京吾  4:28.66

丹後緑風 福知山成美 綾部 福知山成美 福知山成美 綾部 丹後緑風 西舞鶴

白井　皇美都  15:46.99 荻野　倖大  16:08.73 田茂井　悠真  16:09.74 大西　圭吾  16:17.60 大木　慧翔  16:26.22 松田　昌明  16:30.15 田中　榛人  17:03.09 地部　颯仁郎  17:11.38

丹後緑風 綾部 宮津天橋 福知山成美 福知山成美 福知山 丹後緑風 宮津天橋

髙橋　匠汰  15.89 (+1.3) 宮本　琉生  16.86 (+1.3) 岡野　優也  16.90 (+1.3) 松下　歩叶  17.07 (+1.3) 倉冨　慶道  17.26 (+1.3) 西山　明希  17.75 (+1.3) 山内　煌貴  18.28 (+1.3) 塚原　滉大  20.79 (+1.3)

福知山 府立工業 丹後緑風 宮津天橋 宮津天橋 福知山 綾部 宮津天橋

関　明楽  57.15 髙橋　匠汰  1:00.68 大槻　真之介  1:02.64 近藤　佑誠  1:02.89 小林　大祐  1:03.45 小島　大和  1:03.66 滝本　真瞳  1:07.22 西山　明希  1:11.57

丹後緑風 福知山 府立工業 西舞鶴 宮津天橋 府立工業 西舞鶴 福知山

大西　圭吾  10:00.00 伊藤　陸  10:29.11 依田　海翔  11:20.77 近藤　佑誠  11:23.03 後藤　英翔  11:23.18

福知山成美 福知山成美 福知山成美 西舞鶴 綾部

京都共栄  43.09 宮津天橋  43.97 綾部  44.47 府立工業  44.98 福知山  45.44 西舞鶴  45.55

川邉　勝哉 藤原　侑大 岡花　洸輝 森本　晃太 西　瑞稀 布川　伊織

和久　純也 塩見　彪祥 村上　皓紀 秋山　凪翔 髙橋　匠汰 山中　経典

井上　翔海 廣野　詩馬 十倉　杏司 堀田　翔 清水　陽生 迫田　悠真

土淵　龍之助 下野　心音 桒原　和哉 宮本　琉生 赤尾　優平 佐藤　勇希

丹後緑風  3:31.25 綾部  3:35.82 西舞鶴  3:40.28 宮津天橋  3:42.07 京都共栄  3:42.09 福知山成美  3:42.58 福知山  3:45.12 峰山  3:53.62

藤山　祐輝 桒原　和哉 山中　経典 太田　智文 長田　樹 奥田　頼希 西山　明希 寺田　琉生

小森　知己 十倉　杏司 布川　伊織 村田　蓮 竹内　隆騎 村上　快成 荻野　壮良 安達　仁一郎

小塚　凌雅 岡花　洸輝 佐藤　勇希 藤原　侑大 川邉　勝哉 依田　海翔 川上　稜真 平　和真

関　明楽 村上　皓紀 永田　侑也 小林　大祐 和久　純也 大町　豪輝 髙橋　匠汰 行待　匠

井本　蒼一朗  1.80 三宅　陸斗  1.80 眞下　聖路  1.75 中村　匠  1.70 塚原　滉大  1.65 桐村　哉真都  1.60

宮津天橋 宮津天橋 京都共栄 綾部 宮津天橋 福知山成美

下野　心音  4.00 公文　敢太  3.20 岡野　優也  3.00 矢島　心暖  2.00

宮津天橋 宮津天橋 丹後緑風 宮津天橋

辻本　匠  6.57 (+1.3) 清水　陽生  w6.48 (+2.6) 藤原　侑大  w6.22 (+2.1) 廣野　詩馬  6.12 (+1.5) 今岡　大輔  5.82 (+1.9) 布川　伊織  5.78 (-1.2) 宮本　琉生  w5.42 (+2.2) 近久　敦洋  5.26 (+1.1)

京都共栄 福知山 宮津天橋 宮津天橋 峰山 西舞鶴 府立工業 西舞鶴

赤尾　優平  13.33 (+0.4) 吉田　裕陽  12.85 (+1.9) 藤原　侑大  12.81 (+1.6) 岡野　優也  12.28 (+1.3) 丸山　洸星  12.28 (+0.1) 桐村　哉真都  11.35 (+1.3) 近久　敦洋  11.34 (+1.1)

福知山 京都共栄 宮津天橋 丹後緑風 宮津天橋 福知山成美 西舞鶴

松田　祥吾  12.03 勝亦　凜太朗  11.77 橋本　昭博  11.72 水嶋　鼓太朗  11.60 梅垣　真太郎  11.54 蘆田　陽斗  10.32 佐々木　梓純  10.23 松本　樹楽  9.98

宮津天橋 京都共栄 宮津天橋 京都共栄 綾部 京都共栄 福知山 宮津天橋

小林　駿介  35.61 平井　信龍  30.72 中井　貴一  30.70 松田　祥吾  29.53 藤原　巽  28.56 稲田　翔永  26.81 岡本　竜哲  26.54 松本　樹楽  26.40

京都共栄 京都共栄 京都共栄 宮津天橋 宮津天橋 峰山 峰山 宮津天橋

梅垣　真太郎  47.01 岡本　竜哲  34.60 吉田　誠之助  34.02 大崎　閃朱  27.12 下野　心音  23.46 廣野　詩馬  18.23 公文　敢太  17.94

綾部 峰山 峰山 綾部 宮津天橋 宮津天橋 宮津天橋

松本　樹楽  53.09 稲田　翔永  50.98 橋本　昭博  50.42 小林　駿介  48.97 小林　力丸  44.83 大河　悠晟  42.59 今岡　大輔  31.15

宮津天橋 峰山 宮津天橋 京都共栄 京都共栄 宮津天橋 峰山

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

男子 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 5000m

5月3日 110mH

5月4日 400mH

5月3日 3000mSC

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3日 やり投

w (wind assist) : 追風参考

5月4日 円盤投

5月4日 ﾊﾝﾏｰ投


