
京都Ｉ．Ｈ．（全結果） 
 

５／３０（金）～６／１（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。 

男子９種目のべ２０名 

女子８種目のべ１８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 
小谷 風祈(2年) 桃山 １１″２９(-0.6) １１″１９(-1.6) １１″１２(0.0) ６位 

早﨑 幹人(3年) 城陽 １１″６６(0.0)    

２００ｍ 小谷 風祈(2年) 桃山 ２２″９０(-0.7) ＤＮＳ   

４００ｍ 
向井 亮太(3年) 木津 ５０″４２ ５１″０４   

中川 菖太(3年) 精華 ５０″４１ ＤＱ   

８００ｍ 
長柄 博人(3年) 田辺 ２′０１″８７    

清水 康生(1年) 北城陽 ２′０３″７６    

１５００ｍ 
上村 哲朗(2年) 田辺 ４′１０″２３    

馬場先 拓海(3年) 男山 ４′１２″０７    

５０００ｍ 
藤田 崇志(3年) 木幡 １５′４４″９３    

上村 哲朗(2年) 田辺 １６′２３″７９    

１１０ｍＨ 

杉本 翼(3年) 木津 １６″１４(+1.2) １５″７８(-0.5) １５″８８(-1.3) ７位 

伊藤 誠(2年) 木津二 １５″９３(-2.3) １５″３９(-0.9) ＤＱ  

奥村 耕平(3年) 西城陽 １６″２９(-1.0) １５″８４(-0.9)   

４００ｍＨ 
早﨑 幹人(3年) 城陽 ５７″４０ ５９″５８   

大木 拓海(2年) 木津南 ５７″０１ ５５″８８   

３０００ｍＳＣ 
立石 遼靖(3年) 南城陽 １０′１２″７６    

長尾 詢一郎(3年) 北城陽 １０′１４″８３    

走高跳 平松 祐司(3年) 男山東 ユースオリンピック出場による近畿大会出場権利取得選手の為不出場 

荒木 晶成(3年) 西城陽   １ｍ７０ ２０位 

仲辻 有稀(2年) 木津   １ｍ７０ ２３位 

走幅跳 織田 海斗(3年) 培良 ６ｍ５８(+1.8)  ７ｍ１７(+2.9) 優勝 

中野 太貴(3年) 長岡三 ６ｍ７１(+1.5)  ６ｍ９２(+2.0) ５位 

北岡 郁也(2年) 北城陽 ６ｍ４０(+0.5)  ６ｍ４５(+2.5) １３位 

三段跳 織田 海斗(3年) 培良 １４ｍ３７(+2.5)  １５ｍ５９（+1.9） 

（大会新） 

優勝 

 

中野 太貴(3年) 長岡三 １３ｍ６１(+2.0)  １４ｍ５１(+1.1) ３位 

平松 祐司(3年) 男山東 ユースオリンピック出場による近畿大会出場権利取得選手の為不出場 

砲丸投 北村 洸太(1年) 山城   ９ｍ４５ ２６位 

三科 慶(1年) 男山東   ９ｍ１６ ２８位 

４×１００ｍＲ  ２位 

 予選    林智之(3年) (木幡) － 早﨑幹人(3年) － 小谷風祈(2年) － 奥村耕平(3年)  ４２″７５ 

 準決勝   林智之(3年)  － 早﨑幹人(3年) － 小谷風祈(2年) － 平松祐司(3年)  ４２″１１ 

 決勝    林智之(3年)  － 早﨑幹人(3年) － 小谷風祈(2年) － 平松祐司(3年)  ４２″４５   

 

４×４００ｍＲ  ４位 

 予選    小林聖史 (2年) (男山東) － 向井亮太(3年) － 中川菖太(3年) － 奥村耕平(3年)３′２４″７６ 

 準決勝   小林聖史 (2年)  － 向井亮太(3年) － 中川菖太(3年)－ 平松祐司(3年)  ３′２１″５６ 

 決勝    早﨑幹人 (3年)  － 向井亮太(3年) － 中川菖太(3年)－ 平松祐司(3年)  ３′１９″８４  



 

八種競技 杉本 翼(3年) 木津 浜口 冬馬(2年) 城陽 田中 勝貴(2年) 木津二 

１００ｍ １２″０１(+0.4) １１″９５(-1.9) １２″１９(-1.6) 

走幅跳 ６ｍ２９(+0.7) ６ｍ１６(+1.0) ６ｍ１１(+0.3) 

砲丸投 ９ｍ８２ ８ｍ３８ ８ｍ１５ 

４００ｍ ５５″２０ ５４″５９ ５５″１９ 

１１０ｍH １６″１４(-1.2) １７″７３(-1.8) １７″４３(-1.1) 

やり投 ３９ｍ８９ ＮＭ ２７ｍ２８ 

走高跳 １ｍ７５ １ｍ５５ １ｍ７５ 

１５００ｍ ４′５１″１１ ４′５１″０９ ４′４８″８８ 

総合得点 ４６８０点  ８位 ３８６０点  １５位 ４２９５点  １０位 

 

 

≪女子≫ 

種目 氏名 中学 予選 準決勝 決勝 順位 

１００ｍ 

石崎 綾理(3年) 精華西 １２″７７(-1.4) １２″５６(+0.5) １２″３５(+0.5) ８位 

生駒 奈都子(3

年) 

田辺 １３″３３(-1.4)    

吉田 真子(2年) 西城陽 １３″０１(+0.1) １３″０１(-1.4)   

２００ｍ 

近藤 亜友美(2

年) 

広野 ２６″３４(-0.3) ２５″４３(-1.6) ２５″３３(-0.5) ４位 

北澤 千紗(2年) 粟津 ＤＮＳ    

生駒 奈都子(3

年) 

田辺 ２６″６８(+0.3) ２６″５３(-1.1)   

４００ｍ 
長谷川 風雅(2

年) 

北城陽 ５８″１２ ５８″５７ ５７″３２ ３位 

西井 紀恵(3年) 藤森 ６１″０７ ６１″１５   

１００ｍＨ 萬 杏菜(3年) 粟津 １５″３７(-1.9) １５″０３(-1.5) １５″００(-1.0) ７位 

４００ｍＨ 
藤井 晴加(3年) 精華南 ６４″９９ ６５″６４ ６２″７１ ２位 

北澤 千紗(2年) 粟津 ６７″９２ ６５″３４ ６６″５８ ８位 

走高跳 

畑谷 実咲(3年) 維孝館   １ｍ５８ ５位 

須河 果林(1年) 泉川   １ｍ４５ １３位 

有留 純(1年) 維孝館   ＮＭ  

走幅跳 

森本 千春(3年) 東城陽 ５ｍ４３(+0.1)  ５ｍ５４(+2.0) ３位 

森井 彩乃(3年) 木津 ５ｍ０５(+0.4)    

藤原 美宥(3年) 田辺 ４ｍ８８(+0.5)    

砲丸投 勝埜 未瀬(2年) 東城陽   ９ｍ４５ １５位 

円盤投 勝埜 未瀬(2年) 東城陽   ２８ｍ０８ １１位 

やり投 石田 楓実(3年) 北宇治   ３７ｍ５２ ８位 

オープン 

三段跳 

森本 千春(3年) 東城陽    ５位 

森井 彩乃(3年) 木津    ３位 

萬 杏菜(3年) 粟津    ８位 

畑谷 実咲(3年) 維孝館    １位 

 

４×１００ｍＲ  ３位 

 予選    吉田真子(2年) － 関西薫(3年) － 石崎綾理(3年) － 近藤亜友美(2年)  ４８″４５ 

 準決勝   吉田真子(2年) － 関西薫(3年) － 石崎綾理(3年) － 生駒奈都子(3年)  ４８″２４ 

 決勝    吉田真子(2年) － 関西薫(3年) － 石崎綾理(3年) － 生駒奈都子(3年)  ４８″１７   



 

４×４００ｍＲ  ４位 

 予選    長谷川風雅 (2年) － 関西薫(3年) － 近藤亜友美(2年) － 西井紀恵(3年)  ３′５９″５７ 

 決勝    長谷川風雅 (2年) － 関西薫(3年) － 藤井 晴加(3年) － 西井紀恵(3年)  ３′５４″１６ 

  

 

七種競技 関西 薫(3年)  洛北 石田 楓実(3年)  北宇治 勝埜 未瀬(2年)  東城陽 

１００ｍH １５″２４(-1.2) １６″２１(-0.1) １６″０９(-0.1) 

走高跳 １ｍ４９ １ｍ４６ １ｍ３０ 

砲丸投 ９ｍ２８ ７ｍ９６ ９ｍ３１ 

２００ｍ ２６″１１(+0.4) ２８″０２(+0.4) ２６″９０(+0.4) 

走幅跳 ４ｍ９４(+2.2) ４ｍ７２(+1.1) ４ｍ８７(+1.6) 

やり投 ３２ｍ３３ ３３ｍ７２ ３１ｍ０１ 

８００ｍ ２′３１″２３ ２′２８″３０ ２′３３″９１ 

総合得点 ４４３２点  ３位 ４０３８点  ７位 ３９８１点  ８位 

 

 

          

 

 こんにちは。陸上競技部マネージャーの白神あやめです。私自身、初めての京都Ｉ．Ｈ．でした。当日は暑く、炎天下の中

選手たちは自己ベストや表彰台を目指して頑張っているのが伝わってきました。 

 その中でも、三段跳に出られた織田先輩が大会新記録で優勝されたことが印象的でした。他の選手たちも自己ベストをたく

さん出していて、充実した大会だったと感じています。次の大会でも選手たちが自己ベストを出せるようにサポートしていき

たいと思います。 


