
全国高校総体（夏７月26日～８月20日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 競技名 性 種目名 記録等
1 陸上競技 男子 ﾄﾗｯｸ競技学校対抗 19点
2 陸上競技 女子 ﾄﾗｯｸ競技学校対抗 24点
3 水泳（競泳） 男子 学校対抗 142点

4 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 学校対抗 ---

5 空手道 女子 学校対抗 37点

6 空手道 女子 団体組手 ---
7 陸上競技 男子 学校対抗 19点
8 ｻｯｶｰ 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
9 自転車競技 男子 総合得点 24点
10 自転車競技 男子 ﾄﾗｯｸ学校対抗 24点
11 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
12 陸上競技 女子 学校対抗 24点
13 体操（体操競技） 男子 団体総合 239.700
14 水泳（競泳） 女子 学校対抗 160点
15 少林寺拳法 男子 団体演武 260点
16 水泳（水球） 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
17 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
18 卓球 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
19 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
20 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
21 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
22 剣道 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
23 ｱｰﾁｪﾘｰ 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８

　《 個　　人 》
NO. 順位 競技名 性 学校名 選手名 種目名 記録等
1 陸上競技 男子 西城陽 駒井　斗馬 八種競技 5934点
2 陸上競技 女子 京都橘 壹岐　あいこ 200m 23秒78
3 陸上競技 女子 鳥羽 池田　涼香 七種競技 5063点

4 水泳（競泳） 男子 京都外大西

山元　悠叶
森　　圭佑
團　　頌太
岡本　大雅

４×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ３分44秒33

5 水泳（競泳） 女子 京都外大西 又木　愛紗 200m背泳ぎ ２分13秒16
6 柔道 女子 立命館宇治 岡田　恵里佳 57kg級 ---
7 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 網野 髙橋　夢大 80kg級 ---
8 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 網野 伊藤　　海 47kg級 ---
9 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 海洋 今井　佑海 53㎏級 ---
10 自転車競技 男子 北桑田 谷内　健太 ４km速度競走 ４分46秒330
11 陸上競技 女子 西京 吉岡　里奈 400m 54秒99

12 陸上競技 女子 京都橘

井上　あず美
古西　清乃
安達　茉鈴
壹岐　あいこ

４×100mﾘﾚｰ 45秒81

13 体操（新体操） 女子 乙訓 小西　野乃花 個人 28.300
14 体操（新体操） 女子 乙訓 小西　野乃花 ﾌｰﾌﾟ 14.700

15 水泳（競泳） 男子 京都外大西

山元　悠叶
團　　頌太
尾脇　璃音
岡本　大雅

４×100mﾘﾚｰ ３分27秒97

16 柔道 女子 京都学園 勝部　　桃 63kg級 ---
17 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 網野 清水　美海 47kg級 ---
18 自転車競技 男子 北桑田 川村　峻輝 ｹｲﾘﾝ ---
19 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 柏木　良太 94kg級S 124kg
20 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 柏木　良太 94kg級C&J 151kg
21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 柏木　良太 94kg級ﾄｰﾀﾙ 275kg
22 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 乙訓 寺山　珠樹 ｴﾍﾟ ---
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23 陸上競技 男子 洛南 野口　航平 400m 47秒43

24 陸上競技 女子 京都橘

福林　春香
山本　亜美
続木　千尋
壹岐　あいこ

４×400mﾘﾚｰ ３分45秒97

25 水泳（競泳） 女子 京都外大西 又木　愛紗 100m背泳ぎ １分２秒53
26 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 網野 三浦　哲史 92kg級 ﾍﾞｽﾄ４
27 陸上競技 男子 乙訓 木村　　稜 200m 21秒39
28 陸上競技 男子 洛南 笹　　敦博 110mﾊｰﾄﾞﾙ 14秒29
29 陸上競技 女子 乙訓 川勝　彩矢 円盤投 41m36
30 体操（体操競技） 男子 洛南 長谷川　毅 あん馬 14.400
31 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子 龍谷大学付属平安 宮川　　恒 ｴﾍﾟ ---

32 陸上競技 男子 洛南

井之上　駿太
野口　航平
澤田　翔平
石井　皓貴

４×400mﾘﾚｰ ３分14秒54

33 水泳（競泳） 男子 京都外大西 團　　頌太 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２分０秒71

34 水泳（競泳） 女子 京都外大西

竹田　ひろか
何澤　由衣
又木　愛紗
初田　沙希

４×200mﾘﾚｰ ８分20秒65

35 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子 京都外大西 明地　七海 ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ８
36 柔道 男子 京都学園 富原　銀士 66kg級 ﾍﾞｽﾄ８

37 ﾎﾞｰﾄ 男子 東舞鶴
井上　　翔

ｼﾞｬﾛ ｱﾙﾌｧﾏﾊﾑｯﾄﾞ 潤
ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ ３分37秒60

38 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 海洋 下野　佑実 50kg級 ﾍﾞｽﾄ８
39 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 海洋 嶋田　英莉 57kg級 ﾍﾞｽﾄ８
40 自転車競技 男子 北桑田 小池　陽斗 ｽｸﾗｯﾁ ---
41 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子 立命館 吉田　詔紀 ｻｰﾌﾞﾙ ﾍﾞｽﾄ８
42 空手道 女子 華頂女子 澤島　さくら 個人組手 ﾍﾞｽﾄ８
43 陸上競技 男子 京都外大西 富山　直弥 3000m障害 ９分５秒90
44 陸上競技 男子 京都文教 北川　嵩人 八種競技 5459点
45 陸上競技 女子 京都橘 壹岐　あいこ 100m 11秒89
46 陸上競技 女子 西城陽 中尾　あゆみ 100mﾊｰﾄﾞﾙ 13秒82
47 体操（新体操） 女子 乙訓 小西　野乃花 ﾎﾞｰﾙ 13.600
48 水泳（競泳） 男子 京都外大西 岡本　大雅 200m自由形 １分52秒51
49 水泳（競泳） 男子 京都外大西 山元　悠叶 100m背泳ぎ 56秒92

50 水泳（競泳） 男子 京都外大西

長牛　太佑
山元　悠叶
萩原　涼介
岡本　大雅

４×200mﾘﾚｰ ７分33秒77

51 水泳（競泳） 女子 京都外大西 宮本　優海 200m平泳ぎ ２分31秒88
52 水泳（競泳） 女子 京都外大西 何澤　由衣 200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２分13秒64

53 自転車競技 男子 北桑田

松山　福人
谷内　健太
川村　峻輝
小池　陽斗

４kmﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ４分29秒048

54 自転車競技 女子 北桑田 石田　　唯 ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ ４点
55 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 下村　優輝 85kg級S 109kg
56 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 下村　優輝 85kg級C&J 134kg
57 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 加悦谷 下村　優輝 85kg級ﾄｰﾀﾙ 243kg
58 陸上競技 男子 洛南 山岡　龍輝 800m １分53秒42

59 陸上競技 男子 洛南

平野　智也
吉田　昌平
伊藤　大和
和田　　遼

４×100mﾘﾚｰ 41秒40

60 体操（体操競技） 男子 洛南 長谷川　毅 平行棒 14.150

61 水泳（競泳） 女子 京都外大西

竹田　ひろか
奥村　紗代
又木　愛紗
渡会　円香

4×100mﾘﾚｰ ３分52秒68

62 水泳（競泳） 女子 京都外大西

又木　愛紗
宮本　優海
山岸　真尋
竹田　ひろか

４×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ４分14秒30

７位

３位

４位

５位

６位



63 陸上競技 女子 鳥羽 廣瀬　理紗子 走幅跳 ５m67
64 体操（体操競技） 男子 洛南 山口　智輝 あん馬 13.850
65 体操（体操競技） 男子 洛南 山口　智輝 つり輪 13.300
66 水泳（競泳） 女子 京都外大西 渡会　円香 100m背泳ぎ １分３秒35
67 水泳（競泳） 女子 京都外大西 何澤　由衣 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ４分52秒73

その他の全国大会（７月14日～８月４日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 競技名 性 種目名 記録等
1 ３位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 学校対抗 48点

　《 個　　人 》
NO. 順位 競技名 性 学校名 選手名 種目名 記録等
1 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 武藤　理恵瑠 48kg級S 65kg
2 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 武藤　理恵瑠 48kg級C&J 83kg
3 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 武藤　理恵瑠 48kg級ﾄｰﾀﾙ 148kg
4 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 橋本　　菫 63㎏級C&J 95kg
5 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 橋本　　菫 63㎏級ﾄｰﾀﾙ 171kg
6 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 鳥羽 橋本　　菫 63㎏級S 76kg
7 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 糸井　夕奈 69kg級S 80kg
8 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 糸井　夕奈 69kg級C&J 94kg
9 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 加悦谷 糸井　夕奈 69kg級ﾄｰﾀﾙ 174kg

全国定通制大会（７月27日～８月20日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 競技名 性 種目名 記録等
1 １位 卓球 女子 女子団体 ---

　《 個　　人 》
NO. 順位 競技名 性 学校名 選手名 種目名 記録等
1 ３位 陸上競技 男子 宮津伊根 前野　孝太 円盤投 30m16

2 ５位 陸上競技 男子

朱雀定時
網野間人
清明
清明

渡邊　　真
平井　　駆
多々良　悠人
髙屋　倫太郎

４×100mﾘﾚｰ 46秒16
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