




成績一覧表第23回京都府北部小学生クラブクロスカントリー・リレー大会
2023年3月5日 14時30分　スタート

会　場：峰山途中ヶ丘公園内特設コース

主　催：北丹陸上競技協会
後　援：京都新聞

審 判 長：山田　裕之
記録主任：木﨑　敬輝

女子 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 弥栄ランナーズ 21:03

第２位 加悦陸上教室 22:41

第３位 本庄ランナーズ 22:53

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(1.2km) 谷口　深愛(5) 弥栄ランナーズ  5:09

第２区(1.2km) 西垣　志保(5) 弥栄ランナーズ  5:06

第３区(1.2km) 木村　古奈都(6) 加悦陸上教室  5:26

第４区(1.2km) 小幡　桃花(6) 弥栄ランナーズ  5:09

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

14:00 晴れ  9℃ 39％

15:00 晴れ  8℃ 39％



2023年3月5日 14時30分スタート第23回京都府北部小学生クラブクロスカントリー・リレー大会
女子 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ

総合成績リスト

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム
第１区
1.2km

第２区
1.2km

第３区
1.2km

第４区
1.2km
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93
 
 
 

21:03
 
 
 

弥栄ランナーズ 谷口　深愛(5)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｲﾅ

(  1)     5:09
(  1)     5:09

西垣　志保(5)
ﾆｼｶﾞｷ ｼﾎ

(  1)    10:15
(  1)     5:06

川口　蒼愛（5）
ｶﾜｸﾞﾁ ｿﾗ

(  1)    15:54
(  3)     5:39

小幡　桃花(6)
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ

(  1)    21:03
(  1)     5:09
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91
 
 
 

22:41
 
 
 

加悦陸上教室 佐々木　寿珠(5)
ｻｻｷ ｽｽﾞ

(  2)     5:32
(  2)     5:32

和田　柚花(5)
ﾜﾀﾞﾕｽﾞﾊ

(  2)    12:00
(  3)     6:28

木村　古奈都(6)
ｷﾑﾗ ｺﾅﾂ

(  2)    17:26
(  1)     5:26

神田　なつき(5)
ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ

(  2)    22:41
(  2)     5:15
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92
 
 
 

22:53
 
 
 

本庄ランナーズ 森田　芽衣(6)
ﾓﾘﾀ ﾒｲ

(  3)     6:33
(  3)     6:33

渡邊　　葉(4)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳ

(  3)    12:05
(  2)     5:32

三野　希歩(6)
ﾐﾂﾉ ﾉｱ

(  3)    17:33
(  2)     5:28

栗田　瑞歩(6)
ｸﾘﾀ ﾐｽﾞﾎ

(  3)    22:53
(  3)     5:20



第23回京都府北部小学生クラブクロスカントリー・リレー大会 2023年3月5日(日)

峰山途中ケ丘公園内特設コース

記録一覧

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  4:21 23 梅本　清太郎 京　都 岩滝クラブ

男子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  4:48 1 川崎　琉冬 京　都 舞鶴ジュニア

男子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  4:52 22 若月　颯汰 京　都 岩滝クラブ

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  4:41 9 市田　　怜 京　都 加悦陸上教室

男子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  4:41 10 谷口　倫汰朗 京　都 加悦陸上教室

男子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  4:45 54 松田　武毅 京　都 大宮陸上教室

男子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 4  5:19 24 白須　友翔 京　都 岩滝クラブ

男子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 5  5:48 44 井本　大智 京　都 峰山クラブ

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子４年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  5:23 45 増田　直斗 京　都 峰山クラブ

男子４年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  5:25 27 三野　慶心 京　都 本庄ランナーズ

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  5:00 63 井上　絢 京　都 大宮陸上教室

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  5:03 53 上田　蒼介 京　都 大宮陸上教室

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  5:22 34 岡山　　湊 京　都 弥栄ランナーズ

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 4  5:33 3 桐畑　太陽 京　都 舞鶴ジュニア

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 5  5:39 35 宮本　侑斗 京　都 弥栄ランナーズ

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 6  5:55 12 大石　虎太郎 京　都 加悦陸上教室

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 7  6:16 11 井上　咲久太 京　都 加悦陸上教室

男子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2 高橋　龍星 京　都 舞鶴ジュニア 欠    場



第23回京都府北部小学生クラブクロスカントリー・リレー大会 2023年3月5日(日)

峰山途中ケ丘公園内特設コース

記録一覧

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  5:14 4 後藤　紗保 京　都 舞鶴ジュニア

女子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  5:16 48 宇野　りんか 京　都 豊栄ランナーズ

女子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  5:24 25 高岡　奏那 京　都 岩滝クラブ

女子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 4  5:41 50 大澤　美乃 京　都 豊栄ランナーズ

女子６年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 49 大久保　智穂 京　都 豊栄ランナーズ 欠    場

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  5:00 51 田中　夏芽 京　都 豊栄ランナーズ

女子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  5:01 56 野木　優菜 京　都 大宮陸上教室

女子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  5:24 57 小倉　菜々 京　都 大宮陸上教室

女子５年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 32 川口　蒼愛（5） 京　都 弥栄ランナーズ 欠    場

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子４年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  4:56 26 上山　和花 京　都 岩滝クラブ

女子４年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  5:15 55 木野瀬　菜月 京　都 大宮陸上教室

女子４年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  6:25 47 牧野　絢音 京　都 峰山クラブ

競技 順位 記録 No 氏名 府県 所属 ｺﾒﾝﾄ

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 1  5:34 13 谷口　にこ 京　都 加悦陸上教室

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 2  5:40 5 小嶋　心海 京　都 舞鶴ジュニア

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 3  5:55 46 野木　彩加 京　都 峰山クラブ

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 4  6:01 33 大江　彩陽 京　都 弥栄ランナーズ

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 5  6:08 7 澤田　ひより 京　都 舞鶴ジュニア

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 6  6:08 8 下田　芭都姫 京　都 舞鶴ジュニア

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 7  6:13 6 松野　透佳 京　都 舞鶴ジュニア

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 8  6:19 62 東垣　亜葵 京　都 加悦陸上教室

女子３年 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ (1.2km) 9  6:20 52 松岡　芹香 京　都 豊栄ランナーズ


