
京都Ｉ．Ｈ．（全結果） 
 

６／３（金）～６／５（日）に西京極陸上競技場で京都Ｉ．Ｈ．が行われました。その全結

果です。 

男女併せてのべ２５名が近畿大会に出場！！ 

≪男子≫ 

種目 氏名 中学 予選 準決勝 決勝 順位 

１００ｍ 
小林 大起(2年) 西小倉 １１″１１(+2.9) １１″３２(+0.3)   

武島 慶貴(3年) 木幡 ＤＮＳ    

２００ｍ 

古川 悠太(2年) 広野 ２２″９２(-1.1) ２２″４４(-0.5)   

丹生谷 舜(2年) 花山 ２３″０３(-1.4) ＤＮＳ   

杉原 僚悟(3年) 田辺 ＤＮＳ    

 

８００ｍ 

清水 康生(3年) 北城陽 １′５８″２２ １′５６″４４ １′５６″３３ ５位 

藤本 清太朗(2年) 木幡 １′５９″５４ １′５７″８４ １′５６″３２ ４位 

堀井 大護(2年) 南城陽 ２′１３″０３    

１５００ｍ 
角田 透也(2年) 北城陽 ４′０６″１５ ４′１０″４３   

清水 康生(3年) 北城陽 ４′０４″４２ ４′２１″６３   

１１０ｍＨ 
裏出 陸(2年) 木津 １６″０８(+1.4) １５″６８(-1.2)   

渋谷 朋暉(2年) 西城陽 １６″０７(-0.1) １５″７７(-1.3)   

４００ｍＨ 浜口 涼(2年) 城陽 ６７″２５    

走高跳 

駒井 斗馬(1年) 男山東   １ｍ７５ １７位 

岡田 雅之(1年) 維孝館   １ｍ８５ ８位 

大杉 葵(3年) 北城陽   １ｍ８０ １２位 

走幅跳 

小林 大起(2年) 西小倉 ６ｍ９０(+1.6) 予選通過記録 

６ｍ５０ 

７ｍ４６(+1.3) 優勝 

荒賀 崇碩(3年) 長岡三 ６ｍ８７(+1.2) ６ｍ６３(+1.6) ９位 

角谷 健斗(3年) 南宇治 ６ｍ７３(+2.1) ６ｍ６０(+1.5) １１位 

三段跳 

炭村 怜(2年) 培良 １３ｍ８５(+1.9) 予選通過記録 

１３ｍ６０ 

１４ｍ５４(+1.2) ３位 

荒賀 崇碩(3年) 長岡三 １４ｍ０５(+2.5) １４ｍ５１(+0.6) ５位 

角谷 健斗(3年) 南宇治 １３ｍ９０(+2.0) １３ｍ６８(+3.3) １０位 

砲丸投 
北村 洸太(2年) 山城   １１ｍ８９ １１位 

三科 慶(2年) 男山東   １１ｍ０８ ２０位 

ハンマー投 
北村 洸太(2年) 山城   ４２ｍ４３ １３位 

三科 慶(2年) 男山東   ３８ｍ０９ １５位 

 

４×１００ｍＲ  ８位 

 予選    丹生谷舜(2年) － 荒賀崇碩(3年) － 小林大起(2年) － 武島慶貴(3年)  ４２″２７ 

 準決勝   丹生谷舜(2年) － 杉原僚悟(3年) － 小林大起(2年) － 武島慶貴(3年)  ４１″９３ 

 決勝    丹生谷舜(2年) － 杉原僚悟(3年) － 小林大起(2年) － 武島慶貴(3年)  ４３″１７   

 

 

４×４００ｍＲ  ７位 

 予選    名倉 樹(2年) － 菅野 昂(2年) － 古川悠太(2年) － 杉原僚悟(3年)  ３′２２″５７ 

 準決勝   名倉 樹(2年) － 菅野 昂(2年) － 古川悠太(2年) － 杉原僚悟(3年)  ３′２１″８４ 

 決勝    杉原僚悟(3年) － 菅野 昂(2年) － 名倉 樹(2年) － 古川悠太(2年)  ３′１９″２５  

 



八種競技 長谷 航暉(3年) 伏見 駒井 斗馬(1年) 男山東 

１００ｍ １１″４１(-2.1) １１″７６(-1.1) 

走幅跳 ６ｍ３４(-0.6) ５ｍ４９(+0.9) 

砲丸投 １０ｍ０１ ８ｍ５５ 

４００ｍ ５２″５８ ５３″４７ 

１１０ｍH １７″３５(-0.2) １６″５７(-0.3) 

やり投 ３５ｍ３３ ３３ｍ４１ 

走高跳 １ｍ４５ １ｍ８４ 

１５００ｍ ４′４８″４２ ４′４９″１１ 

総合得点 ４５５９点  ５位 ４５４１点  ７位 

 

 

≪女子≫ 

種目 氏名 中学 予選 準決勝 決勝 順位 

１００ｍ 

吉田 真菜(2年) 西城陽 １２″３４(+0.8) １２″１６(0.0) １２″１０(+0.4) ３位 

四方 凜乃(3年) 田上 １２″７３(+0.1) １２″５１(+1.5)   

四方 夢(2年) 田上 １２″４５(+1.0) １２″２３(+2.0) １２″３４(+0.4) ７位 

２００ｍ 

吉田 真菜(2年) 西城陽 ２５″５９(-1.4) ２５″１５(-1.1) ２４″７４(-2.1) ２位 

四方 凜乃(3年) 田上 ２６″４９(-1.6) ＤＮＳ   

四方 夢(2年) 田上 ２６″９９(+1.8) ２５″６３(-1.2) ２５″４６(-2.1) ６位 

４００ｍ 

杉山 葵(2年) 精華 ５８″９０ ５８″０５ ５７″７６ ７位 

荒木 千尋(2年) 西城陽 ５９″６４ ５８″６０ ５８″９４ ８位 

椹木 華佳(3年) 男山三 ５９″４９ ５９″４３   

８００ｍ 小梶 詩織(2年) 北城陽 ２′３１″０６    

１００ｍＨ 
山下 紗稀子(2年) 南城陽 １４″６９(-2.1) １４″５０(-0.8) １４″２８(-0.8) 優勝 

三宅 由莉(2年) 西城陽 １７″６８(-1.6)    

４００ｍＨ 

有留 淳(1年) 維孝館 ６９″０９ ６８″７４   

南 鈴菜(3年) 藤森 ６９″２０ ６８″５６   

杉浦 葵(2年) 城陽 ６９″５５ ６６″４９   

走高跳 
有留 純 (3年) 維孝館   １ｍ５８ ５位 

須河 果林(3年) 泉川   １ｍ７０ 優勝 

走幅跳 

山下 紗稀子(2年) 南城陽 ５ｍ３９(+0.8) 予選通過記録 

５ｍ３０ 

５ｍ６４(+0.8) ２位 

増田 佳保(3年) 東城陽 ５ｍ１１(+1.2)   

堤 由衣(2年) 北城陽 ４ｍ７８(-0.7)   

砲丸投 田村 彩恵(1年) 男山三   ７ｍ７６ ２９位 

三段跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 杉浦 葵(2年) 城陽   １０ｍ９５(-0.4)  

 

４×１００ｍＲ  ２位 

 予選    四方凜乃(3年) － 四方夢(2年) － 小西萌乃(2年) － 吉田真菜(2年)  ４７″３１ 

 準決勝   四方凜乃(3年) － 四方夢(2年) － 小西萌乃(2年) － 吉田真菜(2年)  ４７″０９ 

 決勝    四方凜乃(3年) － 四方夢(2年) － 小西萌乃(2年) － 吉田真菜(2年)  ４７″２１   

 

 

４×４００ｍＲ  ４位 

 予選    小西萌乃(2年) － 杉山 葵(2年) － 荒木千尋 (2年) － 椹木華佳(3年)  ３′５２″６１ 

 決勝     小西萌乃(2年) － 杉山 葵(2年) － 荒木千尋 (2年) － 椹木華佳(3年)  ３′４９″６９ 

  

 



七種競技 山下 紗稀子(2年)  南城陽 中尾 あゆみ(1年)  精華南 堤 由衣(2年)  北城陽 

１００ｍH １５″６０(-0.8) １５″２７(+0.1) １７″２２(+0.1) 

走高跳 １ｍ４９ １ｍ４３ １ｍ４０ 

砲丸投 ８ｍ２５ ６ｍ８４ ６ｍ７８ 

２００ｍ ２６″３５(+0.7) ２６″１８(+2.6) ２８″２０(+2.6) 

走幅跳 ５ｍ２５(+0.8) ４ｍ７０(+0.9) ４ｍ６２(+1.1) 

やり投 ３２ｍ５８ ２４ｍ１９ ２７ｍ０６ 

８００ｍ ２′２０″８４ ２′３０″９５ ２′３０″８６ 

総合得点 ４５２３点  ２位 ３９８３点  ６位 ３５８２点  １１位 

 

 

 

           
女子走高跳（左：第5位 有留  右：優勝 須河）                 

 

         

女子１００ｍH 優勝 山下       女子２００ｍ（左：第２位 吉田  右：第６位 四方）     男子八種競技 第５位 長谷 

 

        
女子４×１００ｍR 第２位（左から 吉田・小西・四方夢・四方凜）  女子４×１００ｍR 第２位（左から 小西・杉山・荒木・椹木） 



                 
男子８００ｍ（左：第４位 藤本 右：第５位 清水）      男子三段跳（左：第４位 荒賀 右：第３位 炭村） 

 

 

       
女子１００ｍ 第３位 吉田   七種競技 第２位 山下              男子走幅跳 優勝 小林 

 

 

 

 


