
男　子 女　子

順　位 学　校　名 合計得点 順　位 学　校　名 合計得点

1 東山 341.50 1 同志社女子 312.50

2 龍谷大付属平安 337.00 2 立命館 220.00

3 京都学園 314.50 3 京都文教 217.50

4 莵道 277.00 4 京都外大西 212.50

5 立命館 264.50 5 洛西 195.00

6 鳥羽 260.00 6 西城陽 187.50

7 京都廣学館 259.50 7 乙訓 180.00

8 同志社 237.00 8 京都学園 175.00

※同点の場合、上位入賞種目数により判定しています

京都外国語大学　森田記念講堂にて
平成25年７月12日(金）15:00～

平成25年度　京都府高等学校総合体育大会　南部ブロック　学校対抗　総合成績

平成25年度京都府高等学校総合体育大会南部ブロック表彰式

（１～８位を表彰）



男　子 女　子

順　位 学　校　名 合計得点 順　位 学　校　名 合計得点

1 福知山成美 24.00 1 福知山成美 21.00

2 綾部 17.00 2 西舞鶴 14.00

3 西舞鶴 15.00 3 福知山 13.00

4 峰山 10.00 4 加悦谷 8.00

5 宮津 8.00 4 京都共栄学園 8.00

6 東舞鶴 8.00 6 綾部 7.00

7 京都共栄学園 6.00 7 峰山 5.00

8 網野 5.00 8 宮津 4.00

8 工業 5.00

※同点の場合、上位入賞種目数により判定しています

京都府立峰山高等学校にて
平成25年６月20日（木）

平成25年度両丹高等学校総合体育大会表彰式

平成25年度　両丹高等学校総合体育大会　学校対抗　総合成績

（１～３位を表彰）



男　子 女　子

順　位 学　校　名 合計得点 順　位 学　校　名 合計得点

1 東山 341.50 1 同志社女子 312.50

2 龍谷大付属平安 337.00 2 立命館 220.00

3 京都学園 314.50 3 京都文教 217.50

4 莵道 277.00 4 京都外大西 212.50

5 立命館 264.50 5 洛西 195.00

6 鳥羽 260.00 6 西城陽 187.50

7 京都廣学館 259.50 7 乙訓 180.00

8 同志社 237.00 8 京都学園 175.00

9 桃山 237.00 9 京都光華 170.00

10 洛南 217.00 10 鳥羽 157.50

11 京都外大西 210.00 11 京都女子 155.00

12 乙訓 199.50 12 大谷 152.50

13 紫野 195.00 12 立命館宇治 152.50

14 北嵯峨 187.50 14 桂 150.00

15 花園 182.00 15 城南菱創 137.50

15 立命館宇治 182.00 16 京都橘 135.00

17 大谷 170.00 17 久御山 132.50

18 向陽 169.50 18 山城 125.00

19 山城 167.00 18 桃山 125.00

20 南陽 162.50 18 紫野 125.00

21 洛陽工業 157.50 21 京都産業大附属 122.50

21 同志社国際 157.50 21 同志社 122.50

23 桂 152.50 23 龍谷大付属平安 120.00

24 京都翔英 145.00 24 南陽 117.50

25 西城陽 142.50 25 西京 115.00

26 洛星 141.50 26 園部 110.00

27 京都文教 137.50 26 洛陽総合 110.00

28 洛陽総合 135.00 28 京都聖母学院 107.50

29 洛西 134.50 29 京都西山 102.50

30 洛北 132.00 30 西乙訓 100.00

30 京都産業大附属 132.00 31 華頂女子 97.50

32 京都成章 127.00 32 京都すばる 95.00

33 日吉ヶ丘 125.00 32 日吉ヶ丘 95.00

33 京都両洋 125.00 32 京都精華女子 95.00

35 京都八幡 120.00 35 北嵯峨 90.00

35 西京 120.00 36 京都廣学館 85.00

37 城南菱創 117.50 37 洛北 80.00

38 朱雀 109.50 37 木津 80.00

39 洛東 107.50 39 鴨沂 77.50

39 伏見工業 107.50 39 莵道 77.50

41 北桑田 105.00 41 東稜 75.00

42 田辺 102.50 41 南丹 75.00

43 嵯峨野 102.00 43 塔南 72.50

44 鴨沂 100.00 44 田辺 67.50

45 西乙訓 97.50 44 亀岡 67.50

46 京都教育大学附属 87.00 44 堀川 67.50

47 園部 82.50 47 平安女学院 65.00

47 京都橘 82.50 47 花園 65.00

49 塔南 82.00 49 洛東 62.50

50 亀岡 77.00 50 朱雀 60.00

51 東稜 75.00 50 嵯峨野 60.00

51 久御山 75.00 50 北桑田 60.00

51 木津 75.00 53 京都両洋 52.50

54 須知 65.00 54 向陽 50.00

55 城陽 62.00 54 須知 50.00

56 北稜 60.00 54 京都翔英 50.00

57 南丹 59.00 57 同志社国際 47.50

58 洛水 54.50 58 伏見工業 40.00

59 東宇治 45.00 59 北稜 35.00

60 京都すばる 42.50 59 東宇治 35.00

61 堀川 40.00 61 京都八幡 35.00

62 京都明徳 35.00 61 京都教育大学附属 35.00

63 農芸 30.00 63 城陽 30.00

64 長尾谷京都校 25.00 63 洛陽工業 30.00

65 京都国際 5.00 65 洛水 25.00

65 京都成章 25.00

67 ノートルダム女学院 20.00

68 京都明徳 15.00

69 洛南 5.00

69 京都聖カタリナ 5.00

平成25年度　京都府高等学校総合体育大会　男子・女子　学校対抗　総合成績（一覧）

同点の場合、8位までは上位入賞種目数にて判定し、そ
の他は同順位とし、標記は連盟編成順としている。



【南部ブロック】

１　位 ２　位 ３　位 １　位 ２　位 ３　位 １　位 ２　位 ３　位 １　位 ２　位 ３　位

洛南 西京 花園 西京 乙訓 西城陽 京都外大西Ａ 山城Ｂ 桃山Ａ 桂Ｈ 京都外大西Ａ 桃山Ｂ

洛南 西京 花園 西京 西城陽 乙訓 河原崎翔希（城南菱創） 五十嵐智紀（京都外大西） 大前勇樹（西乙訓） 近藤加奈子（京都外大西） 渡辺菜月海（桂） 多田帆乃加（桂）

洛南 西京 乙訓 西京 乙訓 西城陽 東山 同志社 久御山／花園 京都外大西 山城 莵道／東宇治

団体 洛南 向陽 城南菱創 南丹 城南菱創 向陽 同志社国際 立命館宇治 大谷／洛北 同志社女子 同志社 洛北／紫野

１年 中西亮雅（洛南） 木村僚太（洛南） 丸地紘揮（洛南） 谷口弥生（南丹） 寺沢彩花（南丹） 黒瀬真鈴（城南菱創） 莵道 洛西 西京／南陽 立命館宇治 京都橘 華頂女子／京教大附属

２年 桐本　翼（洛南） 宮田将気（洛南） 刀根勇樹（洛南） 石井友梨（東宇治） 足立なつき（南丹） 金谷郁未（南丹） 京都外大西 山城 京都八幡／洛星 洛西 同志社国際 北稜／向陽

３年 伊藤大毅（洛南） 廣林　隼（洛南） 高見昌和（洛南） 林　舞依（京都廣学館） 田内みのり（京都廣学館） 村田知穂（城南菱創） 22 同志社 桃山 京産大附属 同志社女子 －－－－－ －－－－－

団体 紫野 京都学園 －－－－－ 平安女学院Ａ 京都聖母学院 同志社女子 北桑田 向陽 鴨沂 北桑田 －－－－－ －－－－－

１年 廣江壮太（紫野） －－－－－ －－－－－ 向井菜々花（乙訓） 磯野有花（同志社女子） 井尻有香（平安女学院） １ｋｍタイムトライアル 冨田雄介（北桑田） 荒木晴伍（向陽） 早川裕紀（北桑田）

２年 早川一矢（花園） 山田幸大（紫野） 大東和司（紫野） 細川聖彩（平安女学院） 田中那歩（立命館宇治） 松本彩花（向陽） ５００ｍタイムトライアル 八木　梓（北桑田） －－－－－ －－－－－

３年 八木洸征（紫野） 西村統真（紫野） 平尾竜太朗（紫野） 藤岡里沙乃（乙訓） 久保田麻里（平安女学院） 松田優希（京都聖母学院） 村田瑞季（北桑田） 金田明一郎（向陽） 竹村　拓（北桑田）

洛南 京都文教 西城陽 京都外大西 京都文教 山城 安田京介（北桑田） 大坪史典（鴨沂） 田渕春歩（向陽）

鳥羽 大谷 乙訓 鴨沂 乙訓 鳥羽 八木　梓（北桑田） －－－－－ －－－－－

Ａ 京都廣学館 東稜 同志社／北稜 紫野 同志社 久御山 安田　開（北桑田） 草場啓吾（北桑田） 住谷拓夢（向陽）

Ｂ 洛星 日吉ヶ丘 伏見工業／西京 北嵯峨 西京 堀川／東稜 孫崎大樹（北桑田） 竹村　拓（北桑田） 住谷拓夢（向陽）

C 花園 須知 嵯峨野 西城陽 東宇治 嵯峨野 ポイント・レース 安田京介（北桑田） 徳田　匠（北桑田） 孫崎大樹（北桑田）

D 洛西 東宇治 立命館宇治 京都女子 洛北 須知・北桑田 村田瑞季（北桑田） 徳田　匠（北桑田） 金田明一郎（向陽）

E 龍谷大平安 塔南 桂／園部 大谷 京都成章 朱雀／園部 向陽 鴨沂 －－－－－

F 京都成章 莵道 洛東 京都精華女子 立命館宇治 龍谷大平安 北桑田 －－－－－ －－－－－

G 洛南 鳥羽 大谷／南陽 鳥羽 塔南 日吉ヶ丘／西乙訓 安田京介（北桑田） 安田　開（北桑田） 草場啓吾（北桑田）

H 洛水 木津 西乙訓／向陽 京都光華 同志社国際 京都すばる／京産大附属 芝　力人（京都廣学館） 金田大和（北嵯峨） 土井真理（京都学園）

I 山城 京都両洋 洛陽総合／北嵯峨 山城 桂 桃山／南陽 山本遼平（東山） 糀　亮輔（京都学園） 中村匠志（日吉ヶ丘）

J 東山 桃山 京都文教／京都明徳 京都西山 京都学園 城南菱創／莵道 酒井竜弥（京都廣学館） 中井勝貴（朱雀） －－－－－

K 立命館 洛北 城南菱創／亀岡 立命館 京都橘 城陽 関野裕之（莵道） 藤原拓人（洛水）
森下裕生（日吉ヶ丘）
幾多　颯（京都廣学館）

L 京産大附属 京都学園 京教大附属／洛陽工業 洛陽総合 南丹 乙訓・向陽・洛水／洛西 金田竜之介（北嵯峨） 露木　孔（莵道）
杉本涼汰（京都両洋）
佐藤崇浩（長尾谷）

M 城陽 京都橘 堀川／朱雀 －－－－－ －－－－－ －－－－－ 桜井二世（京都学園） 杉本悠記久（莵道） 本西晟也（京都廣学館）

N 南丹 久御山 西城陽／紫野 －－－－－ －－－－－ －－－－－ 小巻志穂（長尾谷） －－－－－ －－－－－

O 乙訓 鴨沂 田辺／同志社国際 －－－－－ －－－－－ －－－－－ 25 立命館 須知 大谷 立命館 須知 京都すばる

花園 南陽 東山／京都成章 京都橘 京都外大西 京都光華／東稜 干場由貴（鳥羽） 川合紗雪（鳥羽） －－－－－

鳥羽 西城陽 洛陽総合／塔南 西城陽 北嵯峨 久御山／堀川 安原嘉美（鳥羽） 谷口莉菜（鳥羽） 青木瑳千（鳥羽）

洛南 桃山 大谷／園部 京都両洋 京都学園 洛北／立命館 柏木麻希（鳥羽） 柿本菜那（鳥羽） －－－－－

莵道 北嵯峨 京教大附属／田辺 城南菱創 京都すばる 京都聖母学院／桃山 西留千織（鳥羽） －－－－－ －－－－－

東山 山城 －－－－－ 華頂女子 桃山 －－－－－ 魚島崇裕（田辺） 大舘　粋（鳥羽） 木村将吾（鳥羽）

莵道 京都八幡 －－－－－ 龍谷大平安 西城陽 －－－－－ 幸賢太郎（鳥羽） －－－－－ －－－－－

京都学園 西城陽 －－－－－ 京都学園 京都すばる －－－－－ 庄司勇人（鳥羽） 小西祐也（田辺） 齋藤駿介（鳥羽）

龍谷大平安 洛東 －－－－－ 洛東 莵道 －－－－－ 山本　豊（鳥羽） 和田泰治（鳥羽） 竹室汰貴（鳥羽）

西城陽 莵道 桃山 鳥羽 久御山 亀岡 高田渓作（鳥羽） 河口竜太郎（田辺） 北尾大介（城南菱創）

紫野 北嵯峨 鳥羽 京都文教 紫野 桃山 竹室祐貴（鳥羽） 伊東孝喜（田辺） －－－－－

洛西 立命館 亀岡 京都光華 洛西 北嵯峨 27 ヨット
吉田隆人・山本英和
久保仁志（宮津）

大垣　翔・狩野拓海
角谷倫弘・山形悠斗（海洋）

－－－－－
側田晴楽・今岡咲良
（宮津）

西井遥菜・東條ななみ
（立命館） －－－－－

洛北／東山 －－－－－ 城南菱創／田辺 洛北／城南菱創 －－－－－ 北嵯峨／洛西 森井太郎（宮津）
河田拓也・石浦一広
（海洋）

物部泰熙　・近藤隼人
（海洋） 藤井早紀（海洋） －－－－－ －－－－－

向陽／北嵯峨 －－－－－ 洛星／京都八幡 大谷／田辺 －－－－－ 龍谷大平安／桃山 龍谷大平安Ａ 龍谷大平安Ｂ 立命館 同志社女子A 同志社女子B 龍谷大平安

Ａ 洛星 城陽 鳥羽／京産大附属 京都精華女子 京都橘 京都聖母学院／京都文教 原野隼輔（龍谷大平安） 谷口友作（龍谷大平安） 前野魁人（龍谷大平安） 片岡真緒（同志社女子） 北智絵里（同志社女子） 上野なつほ（乙訓）

Ｂ 洛北 南陽 洛陽総合／北桑田 高橋誉主（立命館） 前野魁人（龍谷大平安） 西村隆成（鴨沂） 片岡真緒（同志社女子） 稲田真奈（同志社女子） 中本紗羅（乙訓）

C 南丹 鴨沂 山城／北稜 木村奎太朗（龍谷大平安） 平沼真悟（龍谷大平安） 菱田陽太朗（鴨沂） 森　千尋（同志社女子） －－－－－ －－－－－

D 桃山 京都朝鮮 京都八幡／西乙訓 井上龍星（洛陽総合） 武田拓也（洛東）
原田陽昂（嵯峨野）
木村　廉（嵯峨野）

梅景　唯（華頂女子） 片岡彩葉（華頂女子）
小倉　杏（木津）
今井里菜（華頂女子）

E 亀岡 洛水 堀川／木津 石濱直鴻（京都外大西） 村田達也（洛陽総合）
前野晃摂（京都外大西）
飯島　颯（洛陽総合）

山本麻以（華頂女子） 片岡彩葉（華頂女子）
秦美乃里（華頂女子）
篠辺有架（華頂女子）

F 嵯峨野 京都翔英 京都明徳／立命館 同志社Ｃ 工業Ａ 工業Ｂ 同志社女子A 同志社女子B 紫野Ａ

G 立命館宇治 北嵯峨 久御山／洛西 斉藤晃大（同志社） 赤見坂槙也（工業） 亀井友貴（工業） 伊藤佐保梨（同志社女子） 岡野凪紗（同志社女子） 田中仁菜（同志社女子）

H 莵道 京都外大西 伏見工業／龍谷大平安 －－－－－ －－－－－ －－－－－ 京都精華女子 南陽 日星

Ｉ 朱雀 田辺 京都文教／須知 八木宏樹（南陽） 久保　亘（南陽） 浦井　健太（南陽） 今井史佳（南陽） 谷莉佳子（南陽）
沖原美里（京都精華女子）
芝谷美春（南陽）

J 塔南 同志社国際 洛陽工業／園部 －－－－－ －－－－－ －－－－－
今井史佳・谷莉佳子
（南陽Ａ）

堀内亜侑・芝谷美春
（南陽Ｂ）

沖原美里・柴原愛美
（京都精華女子Ａ）

K 同志社 城南菱創 京都廣学館／京都両洋 村野武広（久美浜） 嶋貫雄太（久美浜） 山添真志（久美浜） 堀真由香（綾部） 中村知江里（久美浜） 西　愛奈（綾部）

L 向陽 紫野 日吉ヶ丘／乙訓
山添真志・嶋貫雄太
（久美浜）

平野貴史・黒田尚志
（久美浜）

村野武広・浦野亮太
（久美浜）

堀真由香・西　愛奈
（綾部）

中村知江里・富川琴美
（久美浜）

M 京都学園 京都すばる 東稜／農芸 服部友哉（久美浜） 西垣大雅（久美浜） 武野勇大（久美浜）

N 京教大附属 東宇治 西京／桂
西垣大雅・服部友哉
（久美浜）

－－－－－ －－－－－

O 東山 京都橘 洛南／花園 後藤幹太（綾部） 岸本裕貴（久美浜） 尾上成宏（綾部） 橋本ありま（久美浜） －－－－－ －－－－－

10 京都成章 桂 伏見工業／洛北
後藤幹太・尾上成宏
（綾部）

－－－－－ －－－－－

Ⅰゾーン 大狩光貴（乙訓） 吉本尚樹（乙訓）
川浪修武（乙訓）
原村修弥（龍谷大平安）

山本茉実（西城陽） 佐々木優華（西城陽）
玉井瑞季（西城陽）
藤井　蕗（北嵯峨）

久美浜 綾部 －－－－－ 久美浜 綾部 －－－－－

Ⅱゾーン 馬場浩市（乙訓） 堀　勝太（乙訓）
片山俊平（大谷）
新郷涼太（乙訓）

堀井春奈（西城陽） 髙橋　葵（北嵯峨）
渡邉美緒（西城陽）
中井陽香（北嵯峨）

鳥羽 北嵯峨 龍谷大平安／立命館宇治

Ⅰゾーン 坂野航志（桂） 西村　淳（桂）
横田友希（京都橘）
棚橋　宏（西城陽）

坂井椰朱子（西京） 石塚佳奈（田辺）
中川恵里花（山城）
黒田瑠梨（京都学園）

龍谷大平安 桃山 東山

Ⅱゾーン 石田玲央（京都橘） 峰崎惇平（桂）
田村修一（京都橘）
明井直人（桂）

荒木真心（西京） 宮嵜美乃里（田辺）
池永萌乃（西京）
山田光代（西京）

表　直矢・佐上勇輝
（京都廣学館）

大内絢介・大内喬介
（京都廣学館）

上田一毅・藤本達也
（京都翔英）

笹谷明日香・大場千裕
（京都女子）

鴨瀬碧衣・田畑　悠
（京都女子）

喜多芙美子・浮田かんな
（京都翔英）

Ⅰゾーン 三谷直也（洛星） 佐藤貴哉（鴨沂）
饗庭匠洋（紫野）
中村洋貴（堀川）

上田涼乃（乙訓） 久保田葉月（乙訓）
小西麻由（乙訓）
長谷部朱里（乙訓）

森川慈仁（乙訓） 花岡卓生（京都成章） 小櫻兼嗣（京都廣学館） 宮川恵里沙（京都廣学館） 二木遥香（京都女子） 森川雪乃（京都文教）

Ⅱゾーン 明田直樹（洛星） 川崎文仁（洛星）
角出　涼（京産大附属）
石井凜太郎（紫野）

池上英里奈（乙訓） 西田　薫（乙訓）
谷口由起（亀岡）
中川明衣（乙訓）

京都廣学館 京都翔英 －－－－－ 京都女子 －－－－－ －－－－－

Ⅰゾーン 伊藤拓磨（京都両洋） 世傳峻也（京都両洋）
畑　健太（北嵯峨）
古川大輔（京都両洋）

角田遥香（京都外大西） 谷川遥香（南陽）
今井朱子（洛水）
若泉亞里紗（洛水）

35 立命館宇治 同志社国際 龍谷大平安

Ⅱゾーン 金山達哉（京都両洋） 藤井光洲（京都両洋）
木田人也（木津）
中村遼太郎（京都両洋）

石橋麻美子（京都外大西） 山下眞優璃（北稜）
大串鈴子（南陽）
坂口　碧（南陽）

京都学園 同志社国際 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－

Ⅰゾーン 小島佳久（東山） 藤本隼久（東山）
木村駿輔（東山）
西村拓真（東山）

小室絢望（洛西） 田村梨惠（立命館宇治）
西田彩花（立命館宇治）
大八木愛（洛西）

東　修平（京都翔英） 平瀬瑞規（京都学園） 中野雄斗（京都学園） 佐野　愛（京都学園） 安川眞衣子（京都学園） 松本春香（東稜）

Ⅱゾーン 角谷　鋼（東山） 江藤伊織里（東山）
中原哲也（洛西）
奥山誠斗（東山）

赤井宏美（洛西） 齋藤万希穂（洛西）
小西紗貴（京都橘）
井月　舞（洛西）

京都廣学館／園部 －－－－－ －－－－－ 園部 京都廣学館 －－－－－

Ⅰゾーン 辻健太郎（花園） 水越　要（同志社）
市原浩斗（鳥羽）
新井崇司（花園）

俵山　南（京都西山） 島野愛美（京都西山）
志萱千穂（嵯峨野）
南　梨紗（嵯峨野）

辰巳侑輝（京都廣学館） －－－－－ －－－－－ 平井　恵（園部） 工藤芽生（園部） 實村　綾（園部）

Ⅱゾーン 大﨑海渡（花園） 長田利幸（鳥羽）
古田啄人（莵道）
松下僚太（同志社）

佐野杏彩（嵯峨野） 坂井えり子（城陽）
田中采子（京都西山）
浅野南美（洛東）

辰巳侑輝（京都廣学館） 伊藤　翔（園部） 西田広輝（園部） 舛井華菜（園部） 平井　恵（園部） 工藤芽生（園部）

Ⅰゾーン 仲江亜耶（花園） 松浦紀美子（花園）
足立　遥（城南菱創）
松永彩乃（西乙訓）

辰巳侑輝（京都廣学館） 伊藤　翔（園部） 木村直哉（京都廣学館） 広瀬朱梨（園部） 實村　綾（園部） 奥村由依（園部）

Ⅱゾーン 中村紗季（花園） 大熊優香（城南菱創）
中村友紀（花園）
松下莉子（城南菱創）

洛陽総合Ａ 洛陽総合Ｂ 洛陽総合Ｃ 洛陽総合Ａ 洛陽総合Ｂ 洛陽総合Ｃ

Ⅰゾーン 菅野　遥（桂） 赤井真弥（桂）
向井菜々（桂）
中村優里奈（龍谷大平安）

野村経博（洛陽総合） 清水　潤（洛陽総合） 中村辰磨（洛陽総合） 村上涼香（洛陽総合） 池口朋香（洛陽総合） 大野真生（洛陽総合）

Ⅱゾーン 荒木香鈴（龍谷大平安） 小野百合香（龍谷大平安）
中島都子（桂）
岡山琴美（桂）

Ⅰゾーン 東　ちひろ（大谷） 福山明梨（日吉ヶ丘）
髙野くるみ（日吉ヶ丘）
澤井悠惟（京都文教）

Ⅱゾーン 藤村あつみ（莵道） 橋部みさと（大谷）
中井志帆（桃山）
竹内彩月（日吉ヶ丘） 【北部ブロック】

南陽 西城陽 嵯峨野／京都明徳

京都西山 京都女子 北嵯峨／京都文教 １　　位 ２　　位 ３　　位 １　　位 ２　　位 ３　　位

京産大附属 亀岡 莵道／同志社女子 福知山成美 綾部 西舞鶴 福知山成美 西舞鶴 福知山

久御山 堀川 京都八幡／南丹 綾部 峰山 網野 加悦谷 宮津 福知山

鳥羽 日吉ヶ丘 京都廣学館 宮津 西舞鶴 網野 京都共栄学園 加悦谷 西舞鶴

鳥羽A 日吉ヶ丘 京都学園 2 網野 －－－－－ －－－－－ 西舞鶴 網野 －－－－－

塩谷瑠致（京都学園） 櫻井数也（日吉ヶ丘） 田中宏樹（鳥羽） 福知山成美 東舞鶴 宮津／綾部 福知山 福知山淑徳 綾部／大江

河村祥平（日吉ヶ丘） 中栄広平（鳥羽） 志賀優太郎（京都廣学館） 福知山成美 海洋 －－－－－ 峰山 東舞鶴 加悦谷／綾部

高橋大和（鳥羽） 中村賢太郎（京都廣学館） 猿渡亜斗武（鳥羽） 福知山成美 加悦谷 峰山／綾部 福知山成美 西舞鶴 綾部／福知山

高橋大和（鳥羽） 猿渡亜斗武（鳥羽） 河村祥平（日吉ヶ丘） 福知山成美 西舞鶴 工業／京都共栄学園 福知山成美 福知山 東舞鶴／京都共栄学園

１部 京都学園 京都文教 東山／桃山 京都学園 京都文教 立命館宇治 西舞鶴 綾部 工業／福知山成美 福知山成美 福知山 加悦谷／綾部

２部 西京 洛陽工業 龍谷大平安／大谷 京都学園B 立命館宇治 京産大附属／京都文教 綾部 宮津 峰山／福知山成美 福知山成美 西舞鶴 宮津／福知山

１部 京都学園 京都文教 東山 福知山成美 西舞鶴 加悦谷／工業 福知山成美 大江 加悦谷／福知山

２部 洛陽工業 京都両洋 洛南 福知山成美 工業 西舞鶴／大江 福知山成美 福知山 －－－－－

３部 乙訓 洛西 朱雀

15 大谷 福知山成美 同志社 京都光華 同志社女子 大谷

16 －－－－－ 京都外大西 同志社女子 京産大附属

畝村翔太（伏見工業） 澤崎巧二（伏見工業） 松浦航海（朱雀） 八尾百香（朱雀） 小倉彩花（伏見工業） 松﨑成美（東舞鶴） 福知山成美 西舞鶴 －－－－－

伏見工業Ａ 海洋Ａ 海洋Ｂ 宮津 朱雀Ａ 海洋Ｂ 綾部 京都共栄学園 －－－－－

東舞鶴 伏見工業Ａ 宮津 朱雀 東舞鶴 海洋 峰山 網野 －－－－－

久御山 花園 莵道 綾部 海洋 －－－－－

久御山 洛陽工業 龍谷大平安 福知山成美 福知山 －－－－－

京都八幡 京都両洋 京都廣学館 京都共栄学園 福知山成美 －－－－－

５０㎏級 三浦雄真（京都廣学館） 平永大斗（京都廣学館） 浦野峻暉（京都両洋） 京都共栄学園 福知山成美 －－－－－

５５㎏級 早山竜太郎（京都八幡） 古川智丈（京都両洋） 森下陽大（京都廣学館） 11 綾部 宮津 西舞鶴 西舞鶴 綾部 －－－－－

６０㎏級 井ノ口崇之（京都廣学館） 鈴木剛志（京都廣学館）
伊山右京（京都両洋）
山内智貴（京都両洋）

12 西舞鶴 東舞鶴 峰山／福知山 西舞鶴 峰山 宮津／福知山

６６㎏級 根本　怜（京都八幡） 下地涼太（京都廣学館）
堤　智貴（京都両洋）
青木莞太（京都両洋）

東舞鶴 福知山成美 －－－－－ 福知山成美 京都共栄学園 －－－－－

７４㎏級 古澤宏野（京都八幡） 日垣昌也（京都廣学館） 羽生大樹（京都廣学館） 東舞鶴 西舞鶴 －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－

８４㎏級 浅井翼（京都八幡） 谷利亜雅士（京都両洋） 山口　剛（京都廣学館） 14 峰山 綾部 暁星／京都共栄学園 京都共栄学園 西舞鶴 －－－－－

９６㎏級 脇田俊之（京都八幡） 菅野雅之（京都廣学館） 黒田拓磨（京都廣学館）

初級 軽量級 中野竜生（京都両洋） 小林海斗（京都両洋） －－－－－

－－－－－

32 カヌー

－－－－－

－－－－－

－－－－－

８５㎏級

31 なぎなた

団体

バンタム級

ライト級

ライトウェルター級

24

ウエイトリフティング26

５３㎏級

ミドル級

ピン級

下級

テニス

8 ソフトボール

Ａ

上級上級レスリング19 －－－－－

加悦谷会場

東舞鶴会場

バドミントン

13 剣道

水泳

西舞鶴／海洋／日星／東舞鶴／宮津

団体

福知山球場 福知山成美／大江／工業／福知山／綾部／京都共栄学園

立命館

7
硬式野球
公開競技
（出場校）

峰山球場

－－－－－

Ｂ

峰山／加悦谷／網野／久美浜

－－－－－

－－－－－

工 業 会 場

10 柔道

上級

公開競技

下級

宮津球場

18 剣道

上級

日吉ヶ丘 桂

下級

17 ボート

シングルスカル

下級

ダブルスカル

舵手付クォドルプル

下級

9 サッカー

スキー

6 卓球

上級

スケート 京都外大西／京都橘

5 ソフトテニス

上級

14 柔道

上級

下級

体操競技

下級 －－－－－

3 バレーボール

上級

上級

３年

－－－－－

4 バスケットボール

上級

下級

下級無差別

－－－－－

区分　　　　　　　　順位

C

男　　　　　　　　　　　子 女　　　　　　　　　　　子

２年

学　校　対　抗

Ａ

南陽

1 陸上競技

競技名

38

立命館宇治

ボウリング

Ｉ

ＮＯ

H

13 相撲

学校対抗

団体

１年

Ｂ

D

12 ソフトボール

ＡＲ

ＢＲ

BＰ

ライフル射撃

G

－－－－－

37

E

F

カヤックシングル

34 単独演武

団体演武

カナディアンペア

少林寺拳法

ｼﾞｭﾆｱｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

総合

硬式

カナディアンシングル

－－－－－

軟式

ｼﾞｭﾆｱｶﾔｯｸﾍﾟｱ

C

11 バドミントン

Ａ

組演武

アメリカンフットボール －－－－－

D

33 野球

２人チーム戦

Ｂ

36 ゴルフ

団体

団体

個人

個人

演技

ラグビーフットボール －－－－－

カヤックペア

29 空手道

個人形

個人組手

30 アーチェリー

団体

個人

ＳＲ級

28 フェンシング

団体

フルーレ

エペ

サーブル

8 ハンドボール

９４㎏級

Ａ

Ｂ

D

7 ソフトテニス

Ａ

C

Ａ

Ｂ

C

５６㎏級

Ｂ

ＦＪ級

７７㎏級

６９㎏級

６２㎏級

6 卓球

＋７５㎏級

Ｂ ５８㎏級

６３㎏級

D

バレーボール

Ａ

C

４ｋｍ速度競走23 自転車競技

テニス

団体

ケイリン

チーム・スプリント

４ｋｍチーム
パーシュート

スプリント

２ｋｍインディウﾞデュアル
パーシュート

２年

－－－－－
３ｋｍインデｨウﾞｨデュア
ル
パーシュート

D

－－－－－

－－－－－

21

－－－－－

2 体操

体操競技

3 水泳

競泳

新体操

水球

個人ロードレース

ライトフライ級

フライ級

－－－－－

平　成　25　年　度　京　都　府　高　等　学　校　総　合　体　育　大　会　成　績　一　覧

ＮＯ 競技名 区分　　　　　　　　順位

男　　　子

陸上競技1

３年

女　　　子

個人

個人戦

男　　　子

登山

Ｂ

スクラッチ

競技名 区分　　　　　　　　順位

Ａ

ホッケー

ボクシング

バスケットボール

女　　　子

20 弓道

団体１年

ＮＯ

－－－－－

C

4

－－－－－

上級サッカー9

下級

5



   陸上競技 ９月22日（日） 府立丹波自然運動公園陸上競技場
種目 １位 記録 備考

100m 野々口勇飛（鳥羽） 12"14(+4.5m)
200m 川﨑天斗（宮津伊根） 26"45(+3.3m)
400m 中筋祥斗（桃山） 57"54
800m 中筋祥斗（桃山） 2'24"81

1500m 山見拓也（鴨沂） 4'39"76
5000m 山見拓也（鴨沂） 17'40"84
400mH 村路　瞬（朱雀定） 1'05"76

3000mSC 笠松成愛（北桑田美山） 14'29"01
4×100mR 鳥羽（知念、白鳥、福若、野々口） 52"14

走高跳 中村俊貴（北桑田美山） 1m60
走幅跳 野々口勇飛（鳥羽） 5m42(+2.2m)
砲丸投 岩嵜空（北桑田美山） 8m45
円盤投 岩嵜空（北桑田美山） 21m09

学校対抗 北桑田美山（68点）
100m 下田由貴（福知山三和） 15"27(+2.9m)
200m 知念美来（鳥羽） 30"52(+2.3m)
400m 知念美来（鳥羽） 1'13"24

3000m 下田由貴（福知山三和） 13'40"03
円盤投 三宅博子（桃山） 19m04

学校対抗 鳥羽（16点）
福知山三和（16点）

   卓球 ９月22日（日） 鳥羽高校
種別 １位
団体 鳥羽
個人 永井聖也（朱雀定）
団体 鳥羽　※出場校一校のみ
個人 藤田和子（鳥羽）

　ソフトテニス ９月22日（日） 伏見工業
種別 １位
団体戦 伏見工業
個人戦 黒田・椎木（桃山）

女子 個人戦 西田・瀬口（桃山）

　柔道 ９月22日（日） 桃山高校（格技場）
階級 １位
重量級（+75kg級） 小林克彦（桃山）　※出場者一名のみ
軽量級（-65kg級） 神野ペドロ（桃山）

　剣道 ９月22日（日） 伏見工業高校
種別 １位
個人 曻　希（西京）

   バレーボール ９月22日（日） 桃山高校
１位

女子 桃山

  バスケットボール ９月22日（日） 鳥羽高校
種別 １位
Ａブロック 桃山
Ｂブロック 鴨沂

   サッカー ９月22日（日） 下鳥羽公園球技場
１位 朱雀定

   バドミントン ９月８日（日） 西京高校 　
種別 １位

男子 団体戦 桃山
女子 団体戦 朱雀定

９月22日（日） 鳥羽高校 　
種別 １位
個人戦 ダブルス 板谷尚輝・篠原直（桃山）
個人戦 シングルス 河田友之（桃山）
個人戦 ダブルス 八木香緒里・西田瑞希（朱雀定）
個人戦 シングルス 八木香緒里（朱雀定）

※　９月22日（日）以降に開催する競技
　　◎山岳 ９月23日（月・祝） 8:00～17:00　滋賀県（比良山系）
　　◎軟式野球 ９月23日（月・祝） 9:00～17:00　山城総合運動公園

９月28日（土） 9:00～17:00　山城総合運動公園
９月29日（日） 9:00～17:00　伏見工業高等学校(予備)
10月12日（土） 9:00～19:00　亀岡運動公園
10月20日（日） 9:00～19:00　桃山高等学校(予備)

女子

男子

男子

平成25年度京都府高等学校定時制通信制総合体育大会（南部ブロック ）結果一覧 ※１位のみ

男子

女子

男子

男子

女子



ソフトボール 宮津高校グラウンド
種別 １位
男子 宮津伊根

卓球 宮津高校第２体育館
種別 １位
男子シングルス 三宅勝也（網野間人）
女子シングルス 小田あかり（西舞鶴）

バドミントン 宮津高校第１体育館
種別 １位
男子 網野間人Ａ
女子 西舞鶴

ソフトテニス 宮津高校テニスコート
種別 １位
男子ダブルス 汐見友希・安田廉・山本智仁（宮津伊根）
女子ダブルス 土佐成美・中島杏奈（福知山三和）

平成25年度京都府高等学校定時制通信制総合体育大会（北部ブロック ）結果一覧 ※１位のみ


