
記録一覧表

第2回　京丹後市民陸上記録会

2022年6月26日（日）

京丹後はごろも陸上競技場

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column7 Column8 Column11 Column13 Column14 Column15 Column16 Column6

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 1 10.46 +0.6 14 梅田　晴仁 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 2 10.85 +0.6 16 岡山　　葵 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 3 11.19 +0.6 88 山松　怜央 橘小学校

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 4 11.26 +0.6 15 谷口　元気 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 5 11.61 +0.6 89 松下　結郁 橘小学校

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 6 12.00 +0.6 13 寺下　剛央 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 7 12.39 +0.6 90 阪本　剛琉 橘小学校

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 17 古村　　翼 弥栄ランナーズ 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 1 10.02 +1.7 23 東　　咲汰 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 2 10.21 +1.7 22 山副　天陽 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 3 11.62 +1.7 21 宮本　侑斗 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 4 12.71 +1.7 18 守岡　優輝 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 75 森本　航太郎 高龍小学校 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 11 井上　　絢 高龍小学校 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 37 安達　祐弦 高龍小学校 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 19 永嶋　健尊 弥栄ランナーズ 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 1 10.08 +3.9 8 給田　時光 大宮陸上教室

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 2 10.20 +3.9 82 山下　駿亮 網野RS

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 3 10.59 +3.9 25 岡山　　湊 弥栄ランナーズ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 38 上田　蒼介 高龍小学校 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 24 梅田　蓮虎 弥栄ランナーズ 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 74 瀬戸　丈一朗 高龍小学校 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 81 高家　悠佑 網野RS 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 39 玉置　　翼 高龍小学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 1  9.42 +0.6 97 矢野　翔琉 大宮陸上教室

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 2 10.03 +0.6 98 木野瀬　航平 大宮陸上教室

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 3 10.38 +0.6 9 宗村　高良 大宮陸上教室

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 4 10.74 +0.6 79 徳本　泰一 網野RS

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 5 11.35 +0.6 10 高野　祐希 大宮陸上教室

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 78 嶋田　琉威斗 網野RS 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 80 吉岡　信栄 網野RS 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 1  7.20 +2.0 44 山下　純貴 途中ヶ丘クラブ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 2  7.62 +2.0 58 岡野　優也 丹後緑風高等学校

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 3  7.73 +2.0 77 西垣　　優 久美浜クラブ

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 4  7.83 +2.0 61 小石原　悠真 丹後緑風高等学校

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 59 藤本　　成 丹後緑風高等学校 欠    場

男子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 60 岡田　　翔 丹後緑風高等学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 1 16.76 +2.2 23 東　　咲汰 弥栄ランナーズ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 2 19.66 +2.2 88 山松　怜央 橘小学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 3 21.11 +2.2 90 阪本　剛琉 橘小学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 11 井上　　絢 高龍小学校 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 39 玉置　　翼 高龍小学校 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 38 上田　蒼介 高龍小学校 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 37 安達　祐弦 高龍小学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 1 17.25 +1.7 8 給田　時光 大宮陸上教室

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 2 17.93 +1.7 92 給田　翔瑛 豊栄ランナーズ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 3 18.80 +1.7 10 高野　祐希 大宮陸上教室

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 4 19.88 +1.7 28 坪倉　倖土 弥栄ランナーズ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 81 高家　悠佑 網野RS 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 74 瀬戸　丈一朗 高龍小学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 1 14.99 +2.5 97 矢野　翔琉 大宮陸上教室

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 2 16.09 +2.5 98 木野瀬　航平 大宮陸上教室

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 3 17.17 +2.5 30 上田　悠月 弥栄ランナーズ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 4 17.20 +2.5 79 徳本　泰一 網野RS

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 78 嶋田　琉威斗 網野RS 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 80 吉岡　信栄 網野RS 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 31 土肥　宥斗 弥栄ランナーズ 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 1 11.33 +2.6 44 山下　純貴 途中ヶ丘クラブ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 2 11.96 +2.6 53 土肥　　賢 YMF

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 3 12.65 +2.6 61 小石原　悠真 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 4 13.43 +2.6 40 近本　哲二 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 5 15.64 +2.6 35 西村　勇輝 弥栄ランナーズ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 59 藤本　　成 丹後緑風高等学校 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 50 高倉　　遼 YMF 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 1 11.55 +1.6 64 関　　明楽 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 2 11.88 +1.6 63 大下　宗悟 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 3 12.04 +1.6 58 岡野　優也 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 4 12.40 +1.6 49 今岡　秀明 YMF

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 5 14.32 +1.6 60 岡田　　翔 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 51 寺下　貴大 YMF 欠    場

男子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 52 平井　　駆 YMF 欠    場



記録一覧表

第2回　京丹後市民陸上記録会

2022年6月26日（日）

京丹後はごろも陸上競技場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １００ｍ 第２レース1組 1 11.38 +0.2 44 山下　純貴 途中ヶ丘クラブ

男子 １００ｍ 第２レース1組 2 11.71 +0.2 64 関　　明楽 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ 第２レース1組 3 11.82 +0.2 63 大下　宗悟 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ 第２レース1組 4 12.11 +0.2 53 土肥　　賢 YMF

男子 １００ｍ 第２レース1組 5 12.23 +0.2 58 岡野　優也 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ 第２レース1組 6 12.33 +0.2 49 今岡　秀明 YMF

男子 １００ｍ 第２レース1組 7 12.75 +0.2 61 小石原　悠真 丹後緑風高等学校

男子 １００ｍ 第２レース1組 8 13.68 +0.2 40 近本　哲二 丹後緑風高等学校

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ８００ｍ 決勝 1  2:20.48 36 吉浪　龍晟 弥栄ランナーズ

男子 ８００ｍ 決勝 2  2:23.58 54 大垣　昇司 YMF

男子 ８００ｍ 決勝 3  2:25.52 55 吉岡　　潤 YMF

男子 ８００ｍ 決勝 4  2:53.33 9 宗村　高良 大宮陸上教室

男子 ８００ｍ 決勝 5  3:00.26 27 梅田　大和 弥栄ランナーズ

男子 ８００ｍ 決勝 6  3:09.08 82 山下　駿亮 網野RS

男子 ８００ｍ 決勝 75 森本　航太郎 高龍小学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 １５００ｍ 決勝 1  4:31.28 70 小松　海斗 丹後緑風高等学校

男子 １５００ｍ 決勝 2  4:46.51 71 西井　健竜 丹後緑風高等学校

男子 １５００ｍ 決勝 3  4:49.92 56 梅田　慎弥 YMF

男子 １５００ｍ 決勝 4  5:24.83 36 吉浪　龍晟 弥栄ランナーズ

男子 １５００ｍ 決勝 5  5:47.04 12 野村　知希 京丹後市役所

男子 １５００ｍ 決勝 87 吉岡　正人 丹後町陸上部 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子 ３０００ｍ 決勝 1  9:32.30 72 石崎　　奨 丹後緑風高等学校

男子 ３０００ｍ 決勝 73 西川　　蓮 丹後緑風高等学校 途中棄権

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 1 10.90 +4.7 46 今岡　実智 北丹後陸上クラブ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 2 11.30 +4.7 20 寺下　美衣 弥栄ランナーズ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 3 11.46 +4.7 48 松本　暖未 北丹後陸上クラブ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 4 12.01 +4.7 94 大川　祐希 豊栄ランナーズ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 5 12.26 +4.7 47 藤澤　ゆづな 北丹後陸上クラブ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 6 12.56 +4.7 76 川下　栞奈 橘小学校

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 1 10.16 +0.7 6 下久保　はな 大宮陸上教室

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 2 10.36 +0.7 85 今西　　縁 網野RS

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 3 10.76 +0.7 4 水口　萌愛 大宮陸上教室

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 4 10.82 +0.7 26 大江　彩陽 弥栄ランナーズ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 5 11.19 +0.7 99 下久保　のの 大宮陸上教室

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 6 11.79 +0.7 93 松岡　芹香 豊栄ランナーズ

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 1  9.59 +1.0 84 松下　実瑚 網野RS

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 2 10.49 +1.0 83 福尾　莉子 網野RS

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 3 10.49 +1.0 96 籔中　美嘉 大宮陸上教室

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 4 10.53 +1.0 86 小山　　愛 網野RS

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 5 10.88 +1.0 5 荒田　　唯 大宮陸上教室

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 6 10.95 +1.0 7 木野瀬　菜月 大宮陸上教室

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 1  8.50 +0.5 41 小塚　美弥 途中ヶ丘クラブ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 2  9.47 +0.5 42 大江　彩央 途中ヶ丘クラブ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 3  9.65 +0.5 43 小佐　莉乃 途中ヶ丘クラブ

女子 ６０ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 62 小西　ひかる 丹後緑風高等学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 1 16.59 +3.2 85 今西　　縁 網野RS

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 2 16.60 +3.2 6 下久保　はな 大宮陸上教室

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 3 17.15 +3.2 86 小山　　愛 網野RS

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 4 17.83 +3.2 4 水口　萌愛 大宮陸上教室

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 5 17.91 +3.2 7 木野瀬　菜月 大宮陸上教室

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 6 17.96 +3.2 5 荒田　　唯 大宮陸上教室

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 7 18.76 +3.2 99 下久保　のの 大宮陸上教室

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 29 永嶋　栞奈 弥栄ランナーズ 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 1 14.42 +0.2 34 小幡　桃花 弥栄ランナーズ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 2 14.77 +0.2 33 西垣　志保 弥栄ランナーズ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 3 15.37 +0.2 84 松下　実瑚 網野RS

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 4 15.78 +0.2 95 宮前　華音 大宮陸上教室

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 5 15.97 +0.2 45 今岡　愛実 北丹後陸上クラブ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 6 16.99 +0.2 91 田中　夏芽 豊栄ランナーズ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 7 17.17 +0.2 83 福尾　莉子 網野RS

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 8 17.81 +0.2 96 籔中　美嘉 大宮陸上教室

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 1 13.51 +1.3 41 小塚　美弥 途中ヶ丘クラブ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 2 15.10 +1.3 42 大江　彩央 途中ヶ丘クラブ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 3 15.31 +1.3 43 小佐　莉乃 途中ヶ丘クラブ

女子 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 62 小西　ひかる 丹後緑風高等学校 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子 ８００ｍ 決勝 1  2:42.76 69 福尾　美空 丹後緑風高等学校

女子 ８００ｍ 決勝 2  2:46.30 33 西垣　志保 弥栄ランナーズ

女子 ８００ｍ 決勝 3  2:49.17 34 小幡　桃花 弥栄ランナーズ

女子 ８００ｍ 決勝 4  2:58.10 95 宮前　華音 大宮陸上教室

女子 ８００ｍ 決勝 5  3:04.40 91 田中　夏芽 豊栄ランナーズ

女子 ８００ｍ 決勝 6  3:08.41 32 谷口　深愛 弥栄ランナーズ



記録一覧表

第2回　京丹後市民陸上記録会

2022年6月26日（日）

京丹後はごろも陸上競技場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 第1走(氏名) 第2走(氏名) 第3走(氏名) 第4走(氏名) ｺﾒﾝﾄ

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 1  1:06.00 網野RS女子 今西　　縁 松下　実瑚 小山　　愛 福尾　莉子

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 2  1:09.02 大宮陸上教室女子 水口　萌愛 木野瀬　菜月 下久保　はな 荒田　　唯

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 網野RS男子 欠    場

競技 レース 順位 記録 風 No 氏名 所属 第1走(氏名) 第2走(氏名) 第3走(氏名) 第4走(氏名) ｺﾒﾝﾄ

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 1 49.75 YMF A 今岡　秀明 土肥　　賢 大垣　昇司 吉岡　　潤

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 3 53.85 YMF B 梅田　慎弥 高倉　　遼 寺下　貴大 平井　　駆

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 丹後緑風高等学校男子 小石原　悠真 岡野　優也 岡田　　翔 大下　宗悟 失    格

男女 ４×１００ｍＲ ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 丹後録風高等学校女子 欠    場


