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《総括》 

綾部高校より事務局を引き継ぎ年度スタートしましたが、

安岡貞夫支部長が体調を崩され、６月１日より後任の中道

浩校長を新支部長として再スタートしました。その際には、

大村孝志支部長代行をはじめ両丹支部役員・先生方の御協

力、府高体連事務局の皆様の御支援をいただきましたこと

に改めて感謝いたします。 

 さて、本年度の両丹高等学校総合体育大会(５月 20 日)

は、総合開会式を前々日に西舞鶴高校でお世話になり、丹

波自然運動公園を含む 18 会場で熱戦を繰り広げました。全

種目無事終了することができ、福知山成美高校が男子 27

連覇・女子７連覇のアベック優勝を成し遂げました。 

 また、両丹高等学校駅伝競走大会(10 月 21 日)を恒例の

海洋高校周辺駅伝コースで実施しました。陸上競技部以外

で編成した参加校が増えた中、網野高校が男子は２年ぶり、

女子は 21 年ぶりでアベック優勝を成し遂げました。 

 一般生徒対象事業(１月 13 日)は、11 校から 56 名が参加

し、グリーンアリーナ神戸においてＶプレミアリーグ女子

バレーボールを観戦しました。第１試合はフルセット・ジ

ュースにもつれる大熱戦に興じたのですが、全日本選手が

多数出場する第２試合の久光対ＪＴの試合が、帰路の予定

時間となり観戦できなかったのが惜しまれました。 

 各専門部では、両丹支部から本年度も数多くの生徒が全

国高等学校総合体育大会・国民体育大会・全国高校選抜大

会出場を果たしました。特に、福知山成美高校のソフトテ

ニス部が全国総体に団体でアベック出場したこと、海洋高

校のウエイトリフティング部が全国総体で男子８位・女子

７位入賞したことは、他の団体種目にとっても朗報となり

ました。また、個人ではレスリングの網野高校伊藤朱里く

ん・海洋高校今井佑海さんが全国総体で優勝したのをはじ

め、延べ 23 人が入賞する等、輝かしい成績を残してくれま

した。少子化は各校の部活動存続をも危ぶまれるほど進行

しています。中高連携のもと部員確保が第一課題となって

いますが、今後も競技力向上はもとより、大会運営面でも

支え合う活動を願っています。 

 最後になりましたが、日頃からスポーツ振興・競技力向

上に伴い、生徒の人格形成に献身的な御指導をいただいて

おります顧問の先生方や、学校並びに関係諸機関の御支援

に感謝いたします。丹後再編や働き方改革による部活動の

あり方等、両丹支部の変革期にさしかかっていますので、

今後とも皆様の御支援・御協力をお願いいたします。 

《大会成績》 

平成 29 年度両丹高等学校駅伝競走大会 成績一覧 

第７０回男子総合成績 第３２回女子総合成績

(７区間３１km) (５区間１３km)

順位 チーム名 記　　　録 順位 チーム名 記　　　録

優勝 網　　野 １時間３６分１２秒 優勝 網　　野 ４７分０７秒

２位 宮　　津 １時間３９分３５秒 ２位 宮　　津 ４７分１７秒

３位 福知山成美 １時間４１分２４秒 ３位 福知山 ４８分０４秒

４位 綾　　部 １時間４１分５５秒 ４位 東舞鶴 ５０分４７秒

５位 福知山 １時間４３分１１秒 ５位 綾　　部 ５０分５３秒

６位 峰　　山 １時間４８分０９秒 ６位 加悦谷 ５２分３１秒

 

第 69 回両丹高等学校総合体育大会 総合成績一覧 

男 子 

順位　 優　勝 ２　位 ３　位

得点　 27272727 18181818 12121212

種目名 校名　 成美成美成美成美 西舞鶴西舞鶴西舞鶴西舞鶴 綾部綾部綾部綾部

上 綾部 網野 共栄

下 西舞鶴 久美浜 宮津

2 網野

上 宮津 綾部 成美 海洋

下 海洋 成美

上 成美 宮津 綾部 工業

下 成美 共栄 西舞鶴 工業

上 成美 福知山 東舞鶴 工業

下 成美 西舞鶴 宮津 工業

上 成美 西舞鶴 工業 峰山

下 成美 綾部 峰山 福知山

上 共栄 成美

下 共栄 成美

上 西舞鶴 成美

下 成美 東舞鶴

宮津 峰山

西舞鶴 綾部

成美 共栄

10 西舞鶴 綾部 東舞鶴

11 西舞鶴 東舞鶴 福知山 海洋

12 共栄 綾部

公開競技

東舞鶴会場

陸上競技

バ　レ　ー

バスケットボール

ソフトテニス

卓    球

　　　       体　　　操

1

3

4

5

6

工業会場

硬
式
野
球

サ

ッ
カ
ー

7

8

13

峰山球場

宮津球場

福知山球場

               水    泳

            バドミントン

               テ ニ ス

9

柔　　道

剣    道

加悦谷会場

 
 

女 子 

順位　 優　勝 ２　位 ３　位

得点　 24242424 14141414 12121212

種目名 校名　 成美成美成美成美 綾部綾部綾部綾部 西舞鶴西舞鶴西舞鶴西舞鶴

上 宮津 西舞鶴 網野

下 綾部 共栄 峰山

2 網野

上 淑徳 福知山 綾部 網野

下 峰山 綾部 淑徳 福知山

上 成美 共栄 加悦谷 綾部

下 成美 西舞鶴 東舞鶴 共栄

上 成美 綾部 網野 峰山

下 成美 宮津 福知山 大江

上 成美 西舞鶴 網野 峰山

下 成美 福知山 大江 西舞鶴

8 共栄 東舞鶴

成美 綾部 西舞鶴 共栄

10 成美 綾部 西舞鶴

11 西舞鶴 東舞鶴 福知山 宮津

12 峰山 綾部

13

4 バスケットボール

1 陸上競技

　　　       体　　　操

3 バ　レ　ー

5 ソフトテニス

6 卓　　　球

剣　　　道　　　　　

公開競技

9

柔　 　道　　　　　

バドミントン　　　　　

テ　ニ　ス　　　　　

水　　　泳　　　　　

ソフトボール　　　　　

 


