
NO. 順位 競技名 種別 種目名 学校・個人名

1 陸上競技 少年男子Ａ 100ｍ 宮本　大輔（洛南）

2 バスケットボール 少年男子
京都府選抜
　洛南（６名）
　東山（６名）

3 ボート 少年女子 シングルスカル 四方　美咲（朱雀）

4 ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級スナッチ 長谷　胤午（海洋）

5 ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級クリーン＆ジャーク 長谷　胤午（海洋）

6 ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級トータル 長谷　胤午（海洋）

7 カヌー 少年女子
カヌースプリント・

カヤックフォア（500ｍ）

京都府選抜
　埋金　　楓（久美浜）
　梅原　佐公（綾部）
　小西　風花（久美浜）
　丸岡　凜子（綾部）

8 陸上競技 成年女子 800ｍ 塩見　綾乃（京都文教）

9 陸上競技 少年男子Ａ ハンマー投 若山　哲也（洛陽工業）

10 陸上競技  少年男子共通 三段跳 西村　恒太（洛南）

11 陸上競技 少年女子Ａ 走幅跳 椹木　亜美（京都文教）

12 レスリング  少年男子 フリースタイル66kg級 志賀　晃次郎（京都八幡）

13 レスリング  少年男子 フリースタイル74kg級 伊藤　朱里（網野）

14 ボクシング 少年男子 ライト級 森下　心一朗（京都学園）

15 カヌー 少年女子
カヌースプリント・

カヤックフォア（200ｍ）

京都府選抜
　埋金　　楓（久美浜）
　梅原　佐公（綾部）
　小西　風花（久美浜）
　丸岡　凜子（綾部）

16 陸上競技 少年男子Ａ 400ｍ 鵜池　優至（西京）

17 陸上競技 少年男子共通 110ｍハードル 髙田　奨太（塔南）

18 陸上競技 少年女子共通 円盤投 神田　千穂（花園）

19 スケート 少年女子 フィギュアスケート
京都府選抜
　木原　万莉子（同志社）
　磯邉　ひな乃（立命館宇治）

20 レスリング  少年男子 フリースタイル60kg級 谷山　拓磨（京都八幡）

21 ウエイトリフティング 少年男子 53㎏級クリーン＆ジャーク 木村　知哉（鳥羽）

22 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400ｍ自由形 辰巳　海斗（京都外大西）

23 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ背泳ぎ 山元　悠叶（京都外大西）

24 水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 藤原　ゆりの（立命館）

25 ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級スナッチ 寺尾　篤哉（海洋）

26 陸上競技 少年男子Ｂ 100ｍ 江川　雅人（乙訓）

27 陸上競技 少年女子共通 棒高跳 田中　伊織（西京）

28 バレーボール 少年男子
京都府選抜
　東山（11名）
　北嵯峨（１名）

29 ハンドボール 少年男子 洛北（12名）

30 ハンドボール 少年女子 洛北（12名）

31 バドミントン 少年女子

京都府選抜
　岩﨑　楓由（京都外大西）
　中島　朱音（京都外大西）
　明地　七海（京都外大西）

32 ソフトボール 少年女子

京都府選抜
　京都産業大学附属（６名）
　西城陽（３名）
　京都西山（３名）
　福知山成美（１名）

33 山岳 少年女子 ボルダリング
京都府選抜
　清水　陽華莉（洛北）
　他中学生１名

34 ボクシング 少年男子 ピン級 田中　　洸（京都廣学館）

35 ボクシング 少年男子 バンタム級 山本　豊光（莵道）

36 ウエイトリフティング 少年男子 53㎏級スナッチ 木村　知哉（鳥羽）

37 ウエイトリフティング 少年男子 53㎏級トータル 木村　知哉（鳥羽）

38 ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級トータル 寺尾　篤哉（海洋）

39 ゴルフ 女子
京都府選抜
　中野　恵里花（龍大付属平安）
　他大学生２名
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40 空手道 少年女子 形 小久保　麗（華頂女子）

41 空手道 団体戦 組手

京都府選抜
　片岡　岳斗（京都外大西）
　塚本　未侑（華頂女子）
　他大学生４名

42 陸上競技 少年男子共通 走高跳 小川　隼平（塔南）

43 陸上競技 少年女子共通 三段跳 椹木　亜美（京都文教）

44 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400ｍ個人メドレー 武松　悠真（京都文教）

45 テニス 少年女子
京都府選抜
　清水　柚華（京都外大西）
　大塚　芽生（京都外大西）

46 ゴルフ 女子 個人 中野　恵里花（龍大付属平安）

47 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ自由形 山元　悠叶（京都外大西）

48 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍバタフライ 團　　頌太（京都外大西）

49 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400ｍリレー

京都府選抜
　又木　愛紗（京都外大西）
　古田　奈津美（京都文教）
　他中学生２名

50 ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級クリーン＆ジャーク 寺尾　篤哉（海洋）

51 カヌー 少年男子
カヌースプリント・

カナディアンペア（200ｍ）
鎌田　　龍（久美浜）
辻　　颯馬（久美浜）

52 陸上競技 少年女子Ａ 100ｍ 吉田　夏帆（洛北）

53 陸上競技 少年女子Ａ 400ｍハードル 安達　眞咲（京都橘）

54 陸上競技 少年女子Ｂ 100ｍ 壹岐　あいこ（京都橘）

55 陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 八田　真奈（京都文教）

56 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400ｍメドレーリレー

京都府選抜
　山元　悠叶（京都外大西）
　森　　圭佑（京都外大西）
　團　　頌太（京都外大西）
　奥野　　幹（西舞鶴）

57 水泳（競泳） 少年女子Ａ 400ｍ個人メドレー 今西　志帆（京都外大西）

58 水泳（シンクロ） 少年女子 デュエット
京都府選抜
　若津　杏花（京都文教）
　西山　真歩（鴨沂）

59 ソフトテニス 少年女子

京都府選抜
　阪本　　唯（福知山成美）
　中西　彩夏（京都文教）
　浦井　佳那（京都文教）
　津本　く美（福知山成美）
　生駒　小昌（福知山成美）

60 ボート 少年男子  舵手付きｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

京都府選抜
　ｼﾞｬﾛ ｱﾙﾌｧﾏﾊﾑｯﾄﾞ 潤（東舞鶴）
　藤井　隆太（伏見工業）
　髙井　天志（伏見工業）
　馬場　健悟（伏見工業）
　四方　秀吉（東舞鶴）

61 テニス 少年男子
京都府選抜
　藤井　颯大（同志社国際）
　他１名

62 山岳 少年女子 リード
京都府選抜
　清水　陽華莉（洛北）
　他中学生１名

63 セーリング 少年女子  レーザーラジアル級 小林　　愛（宮津）

64 なぎなた 少年女子 試合

京都府選抜
　中熊　麻衣（南陽）
　大嶺　　遥（南陽）
　中野　優希（南陽）

65 ボウリング 少年女子 団体戦
京都府選抜
　御藤　ゆい（久御山）
　他中学生１名
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