令和元年度 第69回男子・第36回女子口丹波中学校駅伝競走大会
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
令和元年10月13日（日）
男子 結果一覧

29

東輝

合計時間
0:58:35.68

1

亀岡

0:59:11.73

33

詳徳

1:01:08.23

31

大成

1:01:28.05

9

亀岡川東

1:03:34.77

11

園部

1:03:46.43

15

殿田

1:05:03.85

13

八木

1:05:04.73

25

美山

1:05:32.56

21

和知

1:07:15.32

35

園部附属

1:07:56.13

17

蒲生野

1:08:22.63

19

瑞穂

1:08:59.57

3

別院

1:10:50.64

7

育親

1:12:04.77

番号

チーム名

兼

京都府予選

予備日

令和元年度 第69回男子・第36回女子口丹波中学校駅伝競走大会
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
令和元年10月13日（日）
女子 結果一覧

29

東輝

合計時間
0:44:30.90

33

詳徳

0:45:43.07

11

園部

0:46:30.50

25

美山

0:46:31.58

31

大成

0:47:41.61

1

亀岡

0:47:46.86

5

南桑

0:48:12.60

35

園部附属

0:48:57.74

17

蒲生野

0:49:09.98

13

八木

0:49:12.11

19

瑞穂

0:50:09.95

9

亀岡川東

0:50:26.10

15

殿田

0:51:11.59

3

別院

0:52:16.82

21

和知

0:53:16.26

番号

チーム名

兼

京都府予選

予備日

令和元年度 第69回男子・第36回女子口丹波中学校駅伝競走大会 兼 京都府予選 予備日
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
令和元年10月13日（日）
1組
ﾅﾝﾊﾞｰ

総合成績一覧表
【男子】

2組

チーム名 オーダー１

記録

オーダー２

記録

3組

オーダー３

記録

オーダー４

記録

オーダー5

記録

オーダー６

記録

合計タイム

1 亀 岡 Ａ 松岡 凜和 0:09:30.33 中西 真翔 0:09:43.43 日下部 隼太 0:09:44.10 田邉 健人 0:09:50.90 山本 千博 0:10:02.74 家垣 翔太 0:10:20.23 0:59:11.73
3 別 院 Ａ 白石 瑛樹 0:11:07.72 長澤 和也 0:11:24.18 開本

信 0:11:48.65 佐々木 樹 0:12:16.67 和﨑 琢実 0:12:13.28 和崎 翔太 0:12:00.14 1:10:50.64

7 育 親 Ａ 中村 蒼之介 0:11:05.00 上野 康生 0:11:54.67 小原 海樂 0:11:49.27 秦

凰峨 0:12:05.34 酒井 友輔 0:12:58.40 松岡 大喜 0:12:12.09 1:12:04.77

9 亀岡川東Ａ 西垣 光陽 0:10:20.44 久保 亮陽 0:10:21.42 小川 弥月 0:10:38.68 新

隆佑 0:10:43.59 中川 拓海 0:10:28.85 小川 朋輝 0:11:01.79 1:03:34.77

11 園 部 Ａ 中西 陸斗 0:10:32.45 井口 創太 0:10:38.83 谷口 颯来 0:10:59.10 西田 佳汰 0:10:36.89 千種 夏成 0:10:28.65 松元 宥佑 0:10:30.51 1:03:46.43
13 八 木 Ａ 十住 琉輝 0:11:20.08 中川 直和 0:10:37.01 井尻 和惟 0:10:28.67 竹井 千真 0:10:52.28 杉野 謙太 0:10:50.64 廣瀨 陽介 0:10:56.05 1:05:04.73
15 殿 田 Ａ 山口 広陽 0:09:57.48 池田 遼太郎 0:10:50.89 農本 陽人 0:10:46.99 東
17 蒲生野 Ａ 由良 健人 0:10:25.12 妹尾

暖 0:10:58.01 山内

俊佑 0:10:55.77 池田 楓馬 0:10:54.15 高田 也英 0:11:38.57 1:05:03.85

浬 0:11:16.78 坂本 大我 0:11:42.11 小野 海音 0:11:45.63 瀧村 康成 0:12:14.98 1:08:22.63

19 瑞 穂 Ａ 山本 勇歩 0:11:10.37 上田 海地 0:11:05.49 西村 修平 0:11:18.58 西山 美生 0:11:23.96 土佐 悠太 0:11:48.01 西田 桜基 0:12:13.16 1:08:59.57
21 和 知 Ａ 梅原 一能 0:10:08.10 山内 幸宗 0:10:53.67 安藤 一作 0:10:51.27 樋口 正明 0:11:49.28 片山 力葉 0:11:51.98 越川 大翔 0:11:41.02 1:07:15.32
25 美 山 Ａ 西口 惠唯 0:09:47.42 吉田

岳 0:11:10.38 西

優翔 0:10:53.26 中島 克貴 0:11:08.79 早﨑 颯太 0:11:16.42 平山

29 東 輝 Ａ 大西 裕翔 0:09:13.32 中村 貫太 0:09:24.61 茶畑 洸星 0:09:39.70 井上 凌嘉 0:09:53.24 磯辺

玄 0:11:16.29 1:05:32.56

慶 0:10:27.31 西山 修平 0:09:57.50 0:58:35.68

31 大 成 Ａ 俣野 真人 0:09:50.25 湯浅 優翔 0:10:00.45 細井 遼太 0:10:10.69 山﨑 晴久 0:10:29.01 馬渕 琳平 0:10:31.47 熊澤 陽輝 0:10:26.18 1:01:28.05
33 詳 徳 Ａ 細井 大暉 0:09:44.70 村田 拓海 0:10:09.59 藤井 快翔 0:10:09.69 平尾 優太 0:10:06.82 佐藤 優斗 0:10:22.22 坪根
35 園部附属Ａ 大林 遼太郎 0:11:02.00 人見 行彦 0:10:53.84 藤田

隼 0:11:20.92 原

孝徳 0:11:11.19 原

OP 亀 岡 Ｂ 鷲田 康太 0:10:44.89 岩森 冬威 0:10:52.66 日下部 修太 0:10:39.04 西川 颯人 0:10:53.91

駿 0:10:35.21 1:01:08.23

芳徳 0:11:19.60 大槻 歩夢 0:12:08.58 1:07:56.13
0:00:00.00

0:00:00.00 0:43:10.50

OP 園 部 Ｂ 前兼久 光輝 0:11:04.46 吉田 翔太 0:10:43.87 久保田 天斗 0:10:59.33 奥村 宥輝 0:11:09.04 矢野 成政 0:10:41.25

0:00:00.00 0:54:37.95

OP 東 輝 Ｂ 河原林 凜成 0:10:10.69 髙尾 幸成 0:10:27.43 十川 丈穂 0:10:02.90 山田 隼太郎 0:10:07.02 風早 亮太 0:10:00.06 田中 結大 0:10:11.90 1:01:00.00
OP 大 成 Ｂ 畠中

悠 0:10:16.63 俣野 皓平 0:10:46.64 中島 大晴 0:13:19.26 川勝 堅太 0:11:23.38 中澤

陽 0:11:08.13 菱田 一斗 0:11:14.93 1:08:08.97

令和元年度 第69回男子・第36回女子口丹波中学校駅伝競走大会 兼 京都府予選 予備日
京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
令和元年10月13日（日）
1組
ﾅﾝﾊﾞｰ

チーム名

総合成績一覧表
【女子】

2組

オーダー１

記録

オーダー２

1 亀 岡 Ａ 北山 愛莉 0:11:44.93 玉島 咲乃

記録

3組

オーダー３

0:12:03.51 西

記録

真優子 0:07:33.57

オーダー４

記録

オーダー5

川北 愛莉 0:07:43.31 出口 由芽

記録

合計タイム

0:08:41.54 0:47:46.86

3 別 院 Ａ 大西 ひまり 0:12:49.07 糸井 万琴 0:12:40.18 稲原 来夢 0:08:43.28 古本 ノア 0:09:08.25 磯部 紗希 0:08:56.04 0:52:16.82
5 南 桑 Ａ 大倉 倭歌 0:12:06.13 中前 有加里 0:11:41.91 松下 沙樹 0:08:05.87 城野 初音 0:08:10.51 江見 ほのか 0:08:08.18 0:48:12.60
9 亀岡川東Ａ 川勝 陽葵 0:12:08.51 矢田 みのり 0:12:49.23 畑

美波 0:08:22.35 中澤 美香 0:08:15.20 河原 紗弥 0:08:50.81 0:50:26.10

11 園 部 Ａ 千種 理来 0:11:13.78 津田 咲登 0:12:00.59 細見 陽菜 0:07:27.45 山口 聡菜 0:07:46.67 中野 彩芭 0:08:02.01 0:46:30.50
13 八 木 Ａ 国府 久楽楽 0:11:33.48 中島 杏優香 0:12:33.70 南

亜美 0:08:13.48 松本 結莉 0:08:14.58 明田 晴菜 0:08:36.87 0:49:12.11

15 殿 田 Ａ 芦田 美咲 0:12:37.49 吉見 徠夢 0:13:24.82 吉田 心々寧 0:08:09.24 桂

由衣 0:08:03.84 塩貝 夏希 0:08:56.20 0:51:11.59

17 蒲生野 Ａ 小野 そら 0:13:20.45 久保元 華 0:12:22.77 村山 晴美 0:07:44.57 藤田 杏花 0:07:55.44 長谷川 円華 0:07:46.75 0:49:09.98
19 瑞 穂 Ａ 山下 愛佳 0:11:59.78 田渕 星奈 0:12:25.17 小原 穂乃香 0:08:25.99 朝倉 由羽 0:08:32.28 北村 花穂 0:08:46.73 0:50:09.95
21 和 知 Ａ 堀

絢羽 0:12:41.87 坂本 佳恋 0:12:48.47 瀬野 はるか 0:09:09.24 片山 來葉 0:09:42.06 野間 妃菜子 0:08:54.62 0:53:16.26

25 美 山 Ａ 石田 明梨 0:11:17.55 村田 結那 0:11:47.54 谷 柚佳里 0:07:50.72 太田 茉白 0:07:47.34 中嶋 歩乃花 0:07:48.43 0:46:31.58
29 東 輝 Ａ 村井 美郁 0:11:02.98 村山 浬子 0:11:35.72 藤田

雫 0:07:05.53 稲本

楓 0:07:22.35 倉

愛実 0:07:24.32 0:44:30.90

31 大 成 Ａ 朝倉 純花 0:12:10.57 田川 羽音 0:12:00.87 岡田 美唯 0:07:30.37 中川 和泉 0:07:53.99 杉本 美羽 0:08:05.81 0:47:41.61
33 詳 徳 Ａ 荒瀬 はなえ 0:11:09.47 佐井 初花 0:11:22.49 村田 朱里 0:07:41.05 小野 わかな 0:07:45.96 高桜 美咲 0:07:44.10 0:45:43.07
35 園部附属Ａ 太田 光宥 0:11:51.02 髙屋 真唯 0:12:15.16 澤 こはる 0:07:37.96 山田 橙季 0:08:16.48 大林 真悠子 0:08:57.12 0:48:57.74
OP 亀 岡 Ｂ 舘

里奈 0:10:10.01 井村 優花 0:10:10.02 丸山

澪

0:10:10.03 堤

結菜 0:10:10.04 渡邉

OP 東 輝 Ｂ 田立 涼彩 0:10:10.01 若山 海希 0:10:10.02 岩岡 花音 0:10:10.03 川口 百恵 0:10:10.04 堤

澪 0:10:10.05 0:50:50.15
柚季 0:10:10.05 0:50:50.15

