
全国高校総体全国高校総体全国高校総体全国高校総体
　《 団　　体 》
NO. 順位 種目名 男女別 学校名 団体・個人別 種目 記録等
1 １位 陸上競技 男子 洛南 団体 学校対抗得点 38点
2 ２位 ﾃﾆｽ 女子 京都外大西 団体 学校対抗
3 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 女子 洛北 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
4 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 男子 綾部 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
5 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子 龍谷大平安 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
6 空手道 女子 華頂女子 団体 団体組手 ﾍﾞｽﾄ４
7 ４位 駅伝 女子 立命館宇治 団体 学校対抗 1時間7分55秒
8 水泳（競泳） 男子 京都外大西 団体 学校対抗 38点
9 水泳（競泳） 女子 京都外大西 団体 学校対抗 41点
10 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子 洛南 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
11 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 京都橘 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
12 相撲 男子 鳥羽 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
13 剣道 男子 龍谷大平安 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
14 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 京都八幡 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
15 ﾎｯｹｰ 女子 立命館 団体 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
16 体操 男子 洛南 団体 学校対抗 243.80点
17 自転車 男子 北桑田 団体 ロード学校対抗得点 3点
18 自転車 男子 北桑田 団体 総合得点 20点
19 自転車 男子 北桑田 団体 トラック学校対抗得点 17点
20 陸上競技 女子 京都文教 団体 学校対抗得点 15点
21 新体操 男子 紫野 団体 学校対抗 18.550点
22 ｽｹｰﾄ（ﾌｨｷﾞｭｱ） 女子 立命館宇治 ※　団体 学校対抗 261点

※当該種目の表彰規定は団体６位まで

　《 個　　人 》
NO. 順位 種目名 男女別 学校名 団体・個人別 種目 記録等
1 陸上競技 男子 洛南 桐生　祥秀 100m 10秒19
2 陸上競技 男子 洛南 桐生　祥秀 200m 20秒66

3 陸上競技 男子 洛南

江川　暢人
池本　祐飛
犬井　亮介
桐生　祥秀

4×100mR 40秒21

4 陸上競技 男子 堀川 山西　利和 5000m競歩 20分55秒24
5 陸上競技 男子 花園 石山　歩 砲丸投 17m04
6 陸上競技 女子 西京 宗包　麻里菜 走高跳 1m82
7 陸上競技 女子 立命館宇治 河添　香織 5000m競歩 22分45秒28
8 陸上競技 女子 京都文教 ﾍﾝﾌﾟﾋﾙ　恵 七種競技 5143点
9 新体操 女子 乙訓 藤岡　里沙乃 ﾌｰﾌﾟ 14.850点
10 水泳（競泳） 女子 京都外大西 岩本　愛結 50m自由形 25秒95
11 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 京都八幡 浅井　翼 74kg級
12 自転車 男子 向陽 住谷　拓夢 ｽｸﾗｯﾁ 11分18秒730

13 自転車 男子 北桑田

安田　京介
草場　啓吾
孫崎　大樹
安田　開

４kmﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 4分31秒510

14 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 瀬野　郁希 105kg級S 122kg
15 陸上競技 女子 京都文教 加藤　伊織 走幅跳 5m94
16 水泳（競泳） 女子 京都外大西 岩本　愛結 100m自由形 56秒52

17 水泳（競泳） 女子 京都外大西

露内　若葉
三木　眞子
熊本　真季
岩本　愛結

400mリレー 3分50秒33

18 柔道 男子 京都学園 木下　智貴 90kg級
19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 京都八幡 古澤　宏野 66kg級
20 ﾚｽﾘﾝｸﾞ　※公開競技 女子 海洋 今井　栞海 60kg級
21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 濱田　翔太 94kg級S 108kg
22 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 濱田　翔太 94kg級ﾄｰﾀﾙ 241kg
23 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 瀬野　郁希 105kg級C&J 147kg
24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 瀬野　郁希 105kg級ﾄｰﾀﾙ 269kg
25 空手道 女子 華頂女子 佐尾　瑠衣花 個人組手
26 陸上競技 男子 乙訓 乾　大輔 八種競技 5595点
27 体操 男子 洛南 永吉　雄 ゆか 15.200点
28 新体操 女子 乙訓 藤岡　里沙乃 個人 28.450点
29 水泳（競泳） 男子 京都外大西 松田　健志 400m自由形 3分55秒94
30 水泳（競泳） 女子 京都外大西 露内　若葉 ﾌｨｷﾞｭｱ 4分45秒08
31 ｽｹｰﾄ（ﾌｨｷﾞｭｱ） 女子 同志社 木原万莉子 個人 160.89P
32 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子 京都廣学館 芝　力人 ﾋﾟﾝ級 ﾍﾞｽﾄ４
33 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子 東山 山本　遼平 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 ﾍﾞｽﾄ４
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34 陸上競技 男子 西城陽 平松　祐司 走高跳 2m10
35 陸上競技 男子 洛南 山川　夏輝 走幅跳 7m40
36 陸上競技 男子 洛南 犬井　亮介 三段跳 15m43
37 陸上競技 女子 堀川 山田　はな 5000m競歩 23分40秒99
38 陸上競技 女子 西京 麓　沙恵 砲丸投 13m35
39 新体操 女子 乙訓 藤岡　里沙乃 ﾘﾎﾞﾝ 13.600点
40 水泳（競泳） 男子 京都外大西 藤本　凌 200m個人メドレー 2分3秒17
41 水泳（競泳） 男子 京都外大西 藤本　凌 400m個人メドレー 4分23秒77
42 水泳（競泳） 女子 立命館 大本　里佳 200m個人メドレー 2分15秒09
43 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 濱田　翔太 94kg級C&J 133kg
44 ｱｰﾁｪﾘｰ 女子 同志社女子 伊藤　佐保梨 個人 608点
45 ｶﾇｰ 男子 久美浜 村野　武広 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(200m) 40秒813

46 ｶﾇｰ 男子 久美浜
山添　真志
嶋貫　雄太

ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ(200m) 38秒182

47 自転車　※公開競技 女子 北桑田 八木　梓 ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾚｰｽ
48 陸上競技 男子 洛南 山川　夏輝 三段跳 15m40

49 水泳（競泳） 男子 京都外大西

松田　健志
小山　圭一郎
武田　一星
藤本　凌

400mメドレーリレー 3分48秒69

50 水泳（競泳） 男子 京都外大西

松田　健志
藤本　凌
武田　一星
髙栁　祐太

800mリレー 7分32秒76

51 剣道 女子 久御山 井上　菜摘 個人 ﾍﾞｽﾄ８
52 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 京都廣学館 井ノ口　崇之 55kg級 ﾍﾞｽﾄ８
53 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 京都八幡 脇田　俊之 84kg級 ﾍﾞｽﾄ８
54 自転車 男子 北桑田 孫崎　大樹 ｽｸﾗｯﾁ
55 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子 京都廣学館 酒井　竜弥 ﾌﾗｲ級 ﾍﾞｽﾄ８
56 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 本田　大智 69kg級S 110kg
57 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 乙訓 中本　紗羅 ｴﾍﾟ ﾍﾞｽﾄ８
58 空手道 男子 京都外大西 前野　晃摂 個人組手 ﾍﾞｽﾄ８
59 体操 男子 洛南 廣林　隼 鉄棒 14.500点
60 体操 女子 京都廣学館 林　舞依 跳馬 14.150点

61 水泳（競泳） 女子 京都外大西

三木　眞子
松井　恵子
熊本　真季
岩本　愛結

400mメドレーリレー 4分14秒38

62 ﾎﾞｰﾄ 男子 東舞鶴

谷田　知似
森　廣治
河口　海平
渡辺　瑠
柳詰　称毅

舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 3分18秒76

63 自転車 男子 北桑田 草場　啓吾 個人ロード・レース 3時間2分59秒
64 陸上競技 男子 北嵯峨 真田　翔也 やり投 62m51
65 体操 女子 京都廣学館 林　舞依 段違い平行棒 13.250点

66 水泳（競泳） 男子 京都外大西

髙栁　祐太
藤本　凌
武田　一星
松田　健志

400mリレー 3分29秒89

67 水泳（競泳） 男子 京都外大西 髙栁　祐太 400m個人メドレー 4分26秒02

68 ｶﾇｰ 男子 久美浜

山添　真志
嶋貫　雄太
黒田　尚志
村野　武広

ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ(200m) 35秒495

69 陸上競技 男子 綾部 川端　千都 5000m 14分17秒08
70 陸上競技 男子 工業 山下　晋平 やり投 62m09
71 陸上競技 女子 加悦谷 本多　真菜 円盤投 40m22

72 ﾎﾞｰﾄ 女子 宮津
塩見　果朋
杉本　リウ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 3分58秒17

73 自転車 男子 北桑田 安田　京介 ３kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 3分41秒046
74 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 幸　賢太郎 56kg級C&J 104kg
75 ｶﾇｰ 男子 久美浜 村野　武広 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(500m) 2分2秒460
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その他の全国大会（７月19日～８月２日）その他の全国大会（７月19日～８月２日）その他の全国大会（７月19日～８月２日）その他の全国大会（７月19日～８月２日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 種目名 男女別 学校名 団体・個人別 種目 記録等
1 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 団体 学校対抗 21点
2 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 団体 学校対抗 21点

　《 個　　人 》
NO. 順位 種目名 男女別 学校名 団体・個人別 種目 記録等
1 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 柏木　麻希 63kg級S 82kg
2 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 柏木　麻希 63kg級C&J 96kg
3 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 柏木　麻希 63kg級ﾄｰﾀﾙ 178kg
4 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 糸井　美奈未 69kg級S 75kg
5 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 糸井　美奈未 69kg級C&J 85kg
6 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 糸井　美奈未 69kg級ﾄｰﾀﾙ 160kg
7 ２位 少林寺拳法 男子 乙訓 森川　慈仁 単独演武
8 ６位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 外山　佐久良 69kg級C&J 75kg
9 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 宮川　真綺 63kg級C&J 76kg
10 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 西留　千織 75kg超級S 59kg
11 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 西留　千織 75kg超級C&J 74kg
12 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 西留　千織 75kg超級ﾄｰﾀﾙ 133kg
13 ８位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 柿本　菜那 63kg級S 58kg

全国定通制大会（７月31日～８月22日）全国定通制大会（７月31日～８月22日）全国定通制大会（７月31日～８月22日）全国定通制大会（７月31日～８月22日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 種目名 男女別 学校名 団体・個人別 種目 記録等
1 ３位 軟式野球 男子 朱雀 団体 学校対抗 ベスト４

　《個　　人 》
NO. 順位 種目名 男女別 学校名 団体・個人別 種目 記録等
1 陸上競技 女子 鳥羽 知念　美来 400m 1分11秒30
2 陸上競技 女子 網野間人 元井　優穂 走高跳 1m25
3 ８位 陸上競技 男子 鴨沂 山見　拓也 5000m 17分08秒02
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