
NO. 順位 競技名 種別 学校名・選手名 種目名

1 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 少年男子
京都府選抜
　洛南　（11名）
　西城陽（１名）

2 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 髙橋　夢大（網野） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ80kg級

3 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 柏木　良太（鳥羽） 94㎏級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ

4 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 少年女子

京都府選抜
　東　　佑夏　（乙訓）
　竹澤　志緒里（乙訓）
　津田　愛実　（乙訓）

ﾌﾙｰﾚ

5 陸上競技 少年男子Ｂ 藤原　孝輝（洛南） 走幅跳

6 陸上競技 少年女子Ａ 吉岡　里奈（西京） 400ｍ

7 陸上競技
成年少年
女子共通

京都府選抜
　安達　茉鈴　（京都橘）
　壹岐　あいこ（京都橘）
　廣瀬　未翔　（龍谷大学付属平安）
　他社会人１名

４×100ｍﾘﾚｰ

8 水泳（競泳） 少年女子Ａ 又木　愛紗（京都外大西） 200m背泳ぎ

9 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 今井　佑海（海洋） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ53kg級

10 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 柏木　良太（鳥羽） 94㎏級ｽﾅｯﾁ

11 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 柏木　良太（鳥羽） 94㎏級ﾄｰﾀﾙ

12 陸上競技 少年男子Ａ 三浦　龍司（洛南） 5000ｍ

13 水泳（競泳） 少年男子Ａ 岡本　大雅（京都外大西） 400m自由形

14 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子

京都府選抜
　洛南（６名）
　東山（４名）
　鳥羽（１名）

15 卓球 少年男子

京都府選抜
　竹内　　佑　（東山）
　六本木　瑛介（東山）
　竹村　浩輝　（東山）

16 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 少年女子

京都府選抜
　武藤　和果奈（京都光華）
　近藤　衿奈　（京都光華）
　八田　乃々楓（京都光華）
　松本　里紗　（福知山成美）
　遠藤　かおる（福知山成美）

17 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 土井　璃音（網野） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60kg級

18 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 三浦　哲史（網野） ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ92kg級

19 陸上競技 少年男子Ａ 野口　航平（洛南） 400ｍ

20 陸上競技  少年男子共通 山岡　龍輝（洛南） 800ｍ

21 陸上競技  少年男子共通 北村　　匠（田辺） 5000ｍ競歩

22 陸上競技 少年女子Ａ 中尾　あゆみ（西城陽） 100ｍﾊｰﾄﾞﾙ

23 陸上競技 少年女子Ｂ 安達　茉鈴（京都橘） 100m

24 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年男子 洛北（12名）

25 ｽｹｰﾄ 少年女子
京都府選抜
　白岩　優奈（京都両洋）
　他高校生１名

ﾌｨｷﾞｭｱ

26 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 下村　優輝（加悦谷） 85㎏級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ

27 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 下村　優輝（加悦谷） 85㎏級ﾄｰﾀﾙ

28 ｶﾇｰ 少年男子 安井　堅士朗（久美浜）
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(200m)

29 陸上競技 少年男子Ａ 末次　仁志（峰山） やり投

30 陸上競技 少年男子Ｂ 若林　宏樹（洛南） 3000ｍ

31 陸上競技  少年男子共通 大場　一徹（洛南） 三段跳

32 陸上競技 少年女子共通 川勝　彩矢（乙訓） 円盤投

33 体操（体操競技） 少年男子

京都府選抜
　濱野　　魁（洛南）
　長谷川　毅（洛南）
　山口　智輝（洛南）
　濱　　翔太（洛南）
　古川　智英（洛南）

団体総合
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４位
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34 水泳（競泳） 少年男子Ａ 團　　頌太（京都外大西） 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

35 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 渡会　円香（京都外大西） 100m背泳ぎ

36 水泳（水球） 少年男子

京都府選抜
　鳥羽（８名）
　大谷（２名）
　乙訓（１名）

37 ﾎﾞｰﾄ 少年男子

京都府選抜
　井上　　翔　（東舞鶴）
　ｼﾞｬﾛ ｱﾙﾌｧﾏﾊﾑｯﾄﾞ 潤（東舞鶴）
　上田　海音　（朱雀）
　菱田　空斗　（京都工学院）
　長谷川　涼太（海洋）

舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

38 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 下村　優輝（加悦谷） 85㎏級ｽﾅｯﾁ

39 ｱｰﾁｪﾘｰ 少年男子

京都府選抜
　岩見　脩吾（工業）
　本田　太地（工業）
　宮地　良汰（同志社）

団体

40 水泳（競泳） 少年男子Ａ

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）
　岡本　大雅（京都外大西）

４×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

41
水泳

（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ）
少年女子

京都府選抜
　熊谷　日奈多（立命館）
　川瀬　由華　（京都文教）

ﾃﾞｭｴｯﾄ

42 ｽｹｰﾄ 少年男子
京都府選抜
　森口　澄士（京都両洋）
　他高校生１名

ﾌｨｷﾞｭｱ

43 ﾎﾞｰﾄ 少年女子
京都府選抜
　森永　麻緋（京都工学院）
　石井　里歩（宮津）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

44 ｶﾇｰ 少年男子 安井　堅士朗（久美浜）
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(500m)

45 陸上競技 少年女子Ａ 壹岐　あいこ（京都橘） 100ｍ

46 水泳（競泳） 少年女子Ｂ

京都府選抜
　渡会　円香（京都外大西）
　宮本　優海（京都外大西）
　髙嶋　愛菜（京都外大西）
　他中学生１名

４×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

47 水泳（飛込） 少年男子 東村　岳矩（乙訓） 高飛込

48
水泳

（ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ）
女子 坂本　晴野（京都文教） ５㎞

49 自転車競技 少年男子 川村　峻輝（北桑田） ｹｲﾘﾝ

50 ｶﾇｰ 少年女子 上原　心花（綾部）
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(500m)

51 ﾗｲﾌﾙ射撃 少年男子 西田　昴洋（園部） 10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ立射

６位

７位

８位


