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《総括》 

 昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染症

拡大の影響が大きくありましたが、京都府及び全国、近畿

の高等学校体育連盟や教育委員会の皆様のおかげで上位大

会につながる大会を開催できました。また、大会運営のな

かでも競技役員、顧問の先生方、京都陸上競技協会の方々

にも感染対策のため、通常とは異なることをご協力いただ

きましたが、おかげをもちまして、一年をとおして大きな

混乱なく実施できました。御礼を申し上げます。 

 

 さて、年度前半は長期間緊急事態宣言下ではありました

が、入場方法や感染対策など、競技場側との綿密な打ち合

わせを行ったことにより、クロスカントリー大会以外の大

会を実施しました。昨年度活躍の場を失った２年生以上の

選手は一年間の練習の成果を発揮してくれました。例年ま

でではないですが、学校間での交流も行われ、京都府選手

団としての意識も生まれていました。来年度も選手間・学

校間で協力関係やライバル意識を持ち、切磋琢磨していけ

る環境を提供したいと考えています。 

 

 全国的に直前の辞退が相次いだ全国大会（駒沢オリンピ

ック公園）では野本若菜（廣学館）が砲丸投で２大会連続

の優勝を果たし、さらに円盤投でも優勝、続く近畿大会（紀

三井寺公園）でも砲丸投・円盤投で優勝し、女子最優秀選

手になるなど、個人の力ではありますが、京都府選手団の

競技力の高さを全国的に見せることができました。しかし、

選手の登録数の減少は止まらず、過去最低を記録していま

す。今後は、参加校の中での選手の掘り起こしや、新設校

の参加を促せるよう努力していきたいと思います。 

 

 

 

《大会成績》 

１ 第22回京都府高等学校定時制通信制陸上競技 

春季大会 

  期 日：令和３年５月８日（土） 

  会 場：京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 

 

〔１位のみ〕 

（男子の部）            （手動計時） 

 ・100m  岡島 永和（清 明）    11”9 
 ・200m  谷川 修羅（伏見工）    23”9 
 ・400m  谷川 修羅（伏見工）    57”4 
 ・800m  清水 啓希（北桑田）    2’29”3 
 ・1500m  村上 哲也（伏見工）    5’20”9 
 ・5000m  川勝 直哉（北桑田）    23’18”6 
 ・4×100mR 八木・橋本・笹壁・野林（北桑田） 

                    54”8 
 ・走高跳 笹壁 滉志（北桑田）    1m40 

 ・砲丸投 都築 輝流（北桑田）    6m18 

 ・円盤投 野林 和希（北桑田）    21m89 

（女子の部） 

 ・砲丸投 野本 若菜（廣学館）    9m67 

 ・円盤投 野本 若菜（廣学館）    26m25 

 

 

２ 第61回京都府高等学校定時制通信制陸上競技 

  選手権大会 

  期 日：令和３年６月13日（日） 

  会 場：京都府立山城総合運動公園陸上競技場 

 

〔１位のみ〕 

（男子の部） 

 ・100m  岡島 永和（清 明）    12”15 
 ・200m  谷川 修羅（伏見工）    24”06 
 ・400m  谷川 修羅（伏見工）    59”93 
 ・800m  森本 優也（清 明）    2’20”31 
 ・1500m  神谷 友翔（清 明）    4’51”88 
 ・5000m  川勝 直哉（北桑田）    20’16”37 
 ・4×100mR 八木・橋本・笹壁・久下（北桑田） 

                    56”45 
 ・走高跳 笹壁 滉志（北桑田）    1m35 

 ・走幅跳 矢野 寧士（西舞鶴）    5m27 

 ・砲丸投 都築 輝流（北桑田）    5m89 

 ・円盤投 都築 輝流（北桑田）    21m60 

 

（女子の部） 

 ・800m  髙山 桃子（清 新）    3’30”95 
 ・3000m  髙山 桃子（清 新）    16’37”65 
 ・砲丸投 野本 若菜（廣学館）    9m67 

 ・円盤投 野本 若菜（廣学館）    26m97 

 

 

３ 全国高等学校定時制通信制体育大会 

  第56回陸上競技大会 

  期 日：令和３年８月21日（土）～24日（火） 

  会 場：駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 

 

〔入賞者のみ〕 

 ・優勝 砲丸投 野本 若菜（廣学館）    9m45 

 ・優勝 円盤投 野本 若菜（廣学館）    25m44 

 ・８位 4×400mR 村上（伏見工）・森本（清明） 

・神谷（清明）・谷川（伏見工）  3’50”96 
 ・４位 女子フィールド 

 

 

４ 第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

  陸上競技の部 京都府予選会 

  期 日：令和３年９月19日（日） 

  会 場：京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 

 

〔１位のみ〕 

（男子の部） 

 ・100m  谷川 修羅（伏見工）    11”49 
 ・200m  谷川 修羅（伏見工）    23”48 
 ・400m  村上 哲也（伏見工）    1’02”92 
 ・800m  森本 優也（清 明）    2’22”94 
 ・1500m  神谷 友翔（清 明）    4’58”38 
 ・5000m  川勝 直哉（北桑田）    20’13”77 
 ・4×100mR 八木・久下・笹壁・川勝（北桑田） 

                    60”59 



 ・走高跳 笹壁 滉志（北桑田）    1m35 

 ・走幅跳 矢野 寧士（西舞鶴）    6m08 

 ・砲丸投 都築 輝流（北桑田）    5m78 

 ・円盤投 都築 輝流（北桑田）    21m26 

 

（女子の部） 

 ・400m  髙山 桃子（清 新）    3’38”52 
 ・砲丸投 野本 若菜（廣学館）    9m89 

 ・円盤投 野本 若菜（廣学館）    27m11 

 

 

５ 第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

  陸上競技の部 

  期 日：令和３年10月31日（日） 

  会 場：和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 

 

〔入賞者のみ〕 

（男子の部） 

 ・２位 100m  谷川 修羅（伏見工） 11”55 
 ・２位 200m  谷川 修羅（伏見工） 23”46 
 ・２位 走幅跳 矢野 寧士（西舞鶴） 6m17 

 ・３位 走高跳 笹壁 滉志（北桑田） 1m30 

 ・４位 走幅跳 髙梨 刀麻（西舞鶴） 5m58 

 ・５位 800m  森本 優也（清 明） 2’21”69 
 ・５位 5000m  川勝 直哉（北桑田） 19’11”18 
 ・６位 5000m  久下 拓也（北桑田） 19’23”07 
 ・７位 100m  今西 駿介（伏見工） 11”88 
 ・７位 円盤投 都築 輝流（北桑田） 18m13 

 ・８位 100m  岡島 永和（清 明） 11”90 
 ・８位 1500m  神谷 友翔（清 明） 4’57”60 
 

（女子の部） 

 ・優秀選手賞  野本 若菜（廣学館） 

 ・優勝 砲丸投 野本 若菜（廣学館） 9m61 

 ・優勝 円盤投 野本 若菜（廣学館） 27m43 

 ・４位 円盤投 谷口 優菜（廣学館） 18m14 

 ・５位 800m  髙山 桃子（清 新） 3’20”33 
 

（学校対抗） 

 ・１位 女子総合 廣学館 

 ・５位 男子総合 北桑田 

 ・６位 男子総合 伏見工 

 

 

６ 第28回京都府高等学校定時制通信制 

  クロスカントリー大会 

  期 日：令和４年１月22日（土） 

  会 場：宝が池周回コース 

 

  感染症予防のため中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《その他の活動》 

強化練習会 

〔園部B&G海洋センターグラウンド〕 

  ・７月29日（木）13:00～16:00 中止 

  ・８月７日（土）13:00～16:00 

        〈全国大会結団式〉 

 〔鳥羽高校〕 

  ・８月３日（火）19:00～21:00 

  ・８月18日（水）19:00～21:00 中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

定通制卓球専門部 

 

委員長  棚木 恒寿 

 

京都府立清明高等学校 

 

 

《総括》 

  本年度も選手権大会、全国大会京都府予選会、全国定通

制卓球大会、近畿大会京都府予選会、近畿大会を無事終え

ることができました。各大会の実施や運営に御尽力いただ

いた各校顧問の先生方をはじめ、関係方面の方々の御支援

と御協力に感謝申し上げます。一方、本年度も昨年に引き

続きコロナ渦にあり、強化練習会、定通制総合体育大会、

新人大会が実施できなかったことも、ここに記させていた

だきます。 

  全国大会では、コロナ禍で練習がままならない中、各校

各選手の努力により参加することができました。各選手実

力を出し切り、選手同士卓球を通した交流を深めるような

場面が見られました。近畿大会でもはつらつとしたプレ－

が見られ、これからの活躍が期待されます。 

生徒数の減少傾向が続いていますが、来年度も試合や強

化練習会等の取り組みを通して、実力向上と卓球を通した

生徒同士の交流を図りたいと考えております。 

 

《大会成績》 

１ 第41回京都府高等学校定時制通信制卓球選手権大会兼

第54回全国高等学校定時制通信制卓球大会市内予選 

 日 時 2021（Ｒ３）年５月15日（土） 

  会 場 京都府立鳥羽高等学校 講堂 

●男子団体 参加校なし 

●女子団体 参加校なし 

＊団体第４位までは府下大会に出場 

●男子個人 優勝 北尾遥希 （京都奏和） 

            ２位  宮下翔伍 （清明） 

            ３位  増田泰臥 （朱雀定） 

            ４位  西田晃大 （清明） 

●女子個人 優勝 今井優良 （朱雀定） 

＊個人第８位までは府下大会に出場 

 

２ 第54回全国高等学校定時制通信制卓球大会京都府 

予選会 

    日 時 2021（Ｒ３）年5月29日（土） 

   会 場  京都府立綾部高等学校 第二体育館 

●男子団体 優勝 宮津高校伊根分校 

      ２位 清新高校 

●女子団体 参加校なし 

＊団体第１位は全国大会に出場 

●男子個人 優勝 小栗優弥（清新） 

            ２位  草場翔天（綾部東分校） 

            ３位  宮下翔伍（清明） 

      ４位 北尾遥希望（京都奏和） 

●女子個人 優勝 杉本紗那 （清新） 

＊個人第４位までは全国大会に出場 

 

３ 第54回全国高等学校定時制通信制卓球大会 

    日 時 2021（Ｒ３）年８月４日（水）～ ６日（金） 

  会 場 ロートアリーナ奈良 

●男子団体 宮津高校伊根分校  ２回戦敗退 

●女子団体 出場なし 

●男子個人 草場翔天 （綾部東分校） ３回戦敗退 

            宮下翔伍 （清明）    ２回戦敗退 

      小栗優弥 （清新）    ２回戦敗退 

            北尾遥希 （京都奏和）  １回戦敗退 

●女子個人 杉本紗那 （清新）    ４回戦敗退 

 

４ 第74回京都府高等学校定時制通信制総合体育大会(卓

球の部)兼第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会

（卓球の部）市内予選 

 日 時 2021（Ｒ３）年９月18日（土） 

  会 場 京都府立鳥羽高等学校 講堂 

 新型コロナウイルスが拡大局面にあったため中止 

 

５ 第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会（卓球

の部）府予選会 

 日 時 2021（Ｒ３）年９月26日（日） 

  会 場 京都府立鳥羽高等学校 講堂 

●男子団体 優勝 宮津高校伊根分校 

            ２位 清新高校 

＊団体第２位までは近畿大会に出場 

●男子個人 優勝 草場翔天 （綾部東分校） 

            ２位 岡田昇汰 （朱雀通） 

      ３位 井上真ノ助（宮津伊根分校） 

            ３位 小栗優弥 （清新） 

●女子団体 参加校なし 

●女子個人 優勝 杉本紗那 （清新） 

      ２位 今井優良 （朱雀定） 

＊個人第２位までは近畿大会に出場 

 

６ 第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会（卓球

の部） 

 日 時 2021（Ｒ３）年11月14日（日） 

  会 場 和歌山市民体育館 

●男子団体 清新高校         ２回戦敗退 

      宮津高校伊根分校   棄権 

●男子個人 草場翔天（綾部東分校）２回戦敗退 

           岡田昇汰（朱雀通）  １回戦敗退 

●女子団体 出場なし 

●女子個人 杉本紗那（清新）   １回戦敗退 

      今井優良（朱雀定）  １回戦敗退 

       

７ 京都府高等学校定時制通信制卓球新人大会 

 日 時 2022（Ｒ４）年２月５日（土） 

  会 場 京都府立鳥羽高等学校 講堂 

 新型コロナウイルスが拡大局面にあったため中止 

 

《その他の活動》 

毎年全国大会前に行っていた強化練習会は、新型コロナ

ウイルスが拡大局面にあったため中止した。 

 

 



【男子トーナメント戦】５ゲームマッチ
3

3

0

3
《総括》 2
　本年度の事業は新型コロナウィルスの為，計画を修正し
対策を練って運営できました。市内大会中止以外，近畿予
選・近畿・秋季大会を実施することができ，試合ができるあ 0
りがたさを再認識しました。これも，各大会等の実施・運営
にご尽力頂いた各校顧問の先生方の御支援と御協力のお 3
かげと感謝申し上げます。
　本年度の全国大会では団体３位入賞，個人では初優勝
ペアが誕生しました。また近畿大会においても，男子２チー 3
ムが決勝トーナメントに進み，優勝＆ベスト８と快挙の年とな
りました。 2
　各校ともに部員の確保や仕事との両立という課題がありま
すが，来年度はシード権を守り，試合や練習で交流をはか
りながら，チーム京都として団体戦優勝を目指して行きます。 0
来年度もより活発な専門部活動になるよう頑張りたいと思い
ます。 0

1
《大会成績》

１．　日　時 令和３(2021)年　５月16・23日（日） 3
２．　場　所 伏見工業高校テニスコート
３．　試合結果 3

【　新型コロナウィルス感染予防の為中止　】
＊　３位決定戦

3

１．　日　時 令和３(2021)年６月６日（日）
２．　場　所 伏見工業高校テニスコート 1
３．　試合結果

【男子予選リーグ戦】ファイナルゲームマッチ
1 2 3 勝 負 順位 第２位

1 ⑦-1 ⑦-1 2 0 1 第３位
2 1-⑦ ⑦-3 1 1 2 第４位
3 1-⑦ 3-⑦ 0 2 3 以上４チームは全国大会へ

1 2 3 勝 負 順位

1 ⑦-2 ⑦-3 2 0 1 第54回全国高等学校定時制通信制課程体育大会
2 2-⑦ 5-⑦ 0 2 3 １．　日　時 令和３(2021)年８月８日（日）～１０日（火）
3 3-⑦ ⑦-5 1 1 2 ２．　場　所 千葉県白里テニスコート

３．　試合結果
1 2 3 勝 負 順位 【　男子団体戦　】＝（伏見・清明）

1 ⑭-12 ⑦-1 2 0 1 １回戦　京都 　③ －０ 福岡　
2 12-⑭ ⑦-1 1 1 2  （４－１，４－０，４－３）
3 1-⑦ 1-⑦ 0 2 3 ２回戦　京都 　② －１ 東京Ａ　

 （４－１，４－１，３－４）
1 2 3 勝 負 順位 ３回戦　京都 　② －１ 三重　

1 5-⑦ 6-⑧ 0 2 3  （４－３，０－４，４－２）
2 ⑦-5 4-⑦ 1 1 2 準決勝　京都 　０ －２ 神奈川　
3 ⑧-6 ⑦-4 2 0 1 　全国３位入賞

【　女子団体戦　】＝（清明・清新）
１回戦　京都 　不戦勝　 熊本　

1 2 3 勝 負 順位 ２回戦　京都 　０ －３ 埼玉　
1 ③-0 ③-0 2 0 1  （２－４，２－４，１－４）
2 0-③ ③-1 1 1 2
3 0-③ 1-③ 0 2 3 【　男子個人戦　】

１回戦　辻翔大・川口剛毅(清明)　第１シード
　　　　　伊地知咲哉・北尾航大(清明)０－４（千葉）

第１位 　　　　　大野佳明・竹永輝羅(清明)１－４（埼玉）
第２位 　　　　　土田将晴・和田崇弘(伏見)１－４（静岡）
第３位 ２回戦　辻翔大・川口剛毅(清明)➃－１（三重）

以上３チームは全国大会へ ３回戦　辻翔大・川口剛毅(清明)➃－１（石川）

島田・岡本(伏見)

森・藤本(伏見)

辻・川口(清明)
【　女子順位　】

土田・和田(伏見)

（A２位）

大野・竹永(清明)

伊地知・北尾(清明)

（B１位）

（D１位）

伊地知・北尾 (清明)

大野・竹永(清明)

（B２位）

辻・川口(清明)

藤田・土肥(清新)

小松・島田(西京)

（C２位）

（A１位）

（C１位）

伊地知・北尾(清明)
大野・竹永(清明)
土田・和田(伏見)

【女子リーグ】５ゲームマッチ

土田・和田(伏見)

藤澤・柳 (清明)

C 
土田・和田 (伏見)

今井・上田(清新)

D
本城・吉田 (清新)
島田・岡本

（D２位）

藤澤・柳(清明)

渡辺・小泉 (清明)
今井・上田

森・藤本 (伏見)

渡辺・小泉(清明)

藤田・土肥 (清新)
尾﨑・房 (伏見)

(清新)

(伏見)

小松・島田 (西京)
山城・山本 (伏見)

B

【　女子順位　】

大野・竹永 (清明)
糸井・土手 (清新)

A
辻・川口

第１位

京都府定時制通信制高校選手権府下大会

定通制ソフトテニス専門部

委員長　　羽賀　勝

京都市立伏見工業高等学校

京都府定時制通信制高校選手権市内大会

(清明)



４回戦　辻翔大・川口剛毅(清明)４－３（神奈川）
５回戦　辻翔大・川口剛毅(清明)４－２（栃木） 0
準決勝　辻翔大・川口剛毅(清明)４－２（千葉）
決勝　辻翔大・川口剛毅(清明)４－０　　優勝
【　女子個人戦　】 2
１回戦　藤澤美咲・柳優希(清明)４－２（神奈川）
　　　　　渡辺姫菜・小泉亜唯麗(清明)１－４（栃木） 男子２チーム
　　　　　今井翔愛・上田真尋(清新)０－４（茨城） ① 清　　　明
２回戦　藤澤美咲・柳優希(清明)２－４（栃木） ② 伏見工業

女子１チーム
① 清　　　明
　以上の3チームは近畿大会（団体戦）へ

１．　日　時 令和３(2021)年９月19日（日）
２．　場　所 伏見工業高校テニスコート
３．　試合結果

１．　日　時 令和３(2021)年11月14日（日）
2 ２．　場　所 和歌山県　つつじヶ丘テニスコート

第１位 清　　　明 ３．　試合結果

第２位 伏見工業 【　男子団体戦　】
1 予選Ｂリーグ

【女子個人戦】 伏見工業　　０－③　　兵庫選抜（兵庫）
3 第１位 藤澤・柳（清明） 伏見工業　　③－０　きのくに青雲（和歌山）

第２位 渡辺・小泉（清明） 　決勝トーナメント進出
伏見工業　　０－②　　近畿情報（大阪）

0 ＊ ベスト８
予選Dリーグ

【男子予選リーグ戦】ファイナルゲームマッチ 清明　　③－０　　相生産業（兵庫）
1 2 勝 負 順位 清明　　②－１　　藤井寺工科（大阪）

1 - 1 　決勝トーナメント進出
2 - 棄権 清明　　②－１　　堺工科（大阪）

清明　　②－１　　近畿情報（大阪）
1 2 勝 負 順位 清明　　②－１　　兵庫選抜（兵庫）

1 ⑦-1 1 ＊ 優勝
2 1-⑦ 2 【　女子団体戦　】

清明　　１－②　　兵庫選抜（兵庫）
1 2 勝 負 順位 清明　　②－０　きのくに青雲（和歌山）

1 2-⑦ 2 清明　　１－②　　天理（奈良）
2 ⑦-2 1 ＊ 第３位

1 2 3 勝 負 順位

1 - ⑦-2 1
2 - - 棄権 １．　日　時 令和３(2021)年11月21日（日）
3 2-⑦ - 2 ２．　場　所 西京高校テニスコート

３．　試合結果
【男子トーナメント戦】５ゲームマッチ 【　個人戦　】

3 3

3 3

0

0
0 3

3
2

1

1 3

3
3

3 3

3

0
0

2

0 0

2

島田・岡本 (伏見)

森・藤本 (伏見)

 尾﨑・山城  (伏見)

京都定通制高校秋季大会

辻・川口 (清明)

 小松・島田  (西京)

(伏見)

土田・和田

（A２位）

伊地知・北尾(清明)
（D１位）

山本・房

森・藤本(伏見)
（B２位）

伊地知・北尾

大野・竹永

大野・竹永(清明)
（B１位）

島田・岡本(伏見)
（C１位）

(清明)

(清明)

辻・川口(清明)
（A１位）

山本・房(伏見)
（D２位）

土田・和田(伏見)
（C２位）

清　明

A

渡辺・小泉

【　男子団体戦順位　】
【　男子団体戦　】

清　明

京都府高等学校定時制通信制近畿大会京都府予選大会

伏　見

【　順　　　位　】

第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会

大野・竹永 (清明)

(伏見)

(清明)

藤澤・柳
(清明)

伏見・ 西京

【　その他団体戦　】

山本・房 (伏見)

島田・岡本 (伏見)

D

辻・川口 (清明)
尾﨑・山城 (伏見)

B

伊地知・北尾 (清明)
小松・島田 (西京)

森　・　藤本 (伏見)

C 
土田・和田 (伏見)



【男子３位決定戦】
3 第１位 辻・川口（清明）

第２位 大野・竹永（清明）
第３位 伊地知・北尾（清明）

2 第４位 島田・岡本（伏見）

【女子個人戦】
② 第１位 藤澤・柳（清明）

3 3 第２位 渡辺・小泉（清明）
1 1

0

伊地知・北尾

【　順　　　位　】
藤澤・柳

(清明)
渡辺・小泉

(清明)

【　順　　　位　】

(清明)
島田・岡本

(伏見)



定通制柔道専門部

委員長 塩見 尚文

京都府立桃山高等学校定時制

《総括》

府柔道連盟、府高体連等、関係の皆様には、日頃よりご

支援とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

令和３年度の事業につきましては、生徒数が減少してい

る状況ではありますが、部員を確保することができず、大

会を実施することができませんでした。

今後、各校ともに部員の発掘に努め、本府の定通制柔道

に活気を戻したいと思います。

今後とも、ご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げま

す。

《大会成績》

予定していた以下の大会は実施できませんでした。

１ 京都府高等学校定時制通信制夏季柔道選手権大会兼

全国高等学校定時制通信制柔道大会京都府予選会

期 日：５月16日(日）

会 場：桃山高等学校 格技場

２ 京都府高等学校定時制通信制総合体育大会兼

近畿高等学校定時制通信制柔道大会京都府予選会

期 日：９月12日（日）

会 場：桃山高等学校 格技場



 

定通制剣道専門部 

 

委員長  中野 晶博 

 

京都市立京都奏和高等学校 

 

 

《総括》 

はじめに、今年度も、京都府高等学校体育連盟、京都府

剣道連盟、近畿高等学校体育連盟の関係各位、定通制剣道

専門部の各先生方、ならびに加盟校顧問の各先生方の御指

導、御支援、御協力により、令和３年度の年間行事を無事

に終えることができました。これもひとえに皆様方にお力

添えをいただいたおかげです。この場をお借りし、心から

御礼を申し上げます。 

  

 また、本年度も、昨年度に引き続き、コロナウイルス感

染症が春と秋に全国的な拡大を見せました。しかしながら、 

京都府高等学校体育連盟事務局様ならびに、近畿高等学校

体育連盟事務局様、全国高等学校体育連盟事務局様のご尽

力により定通制剣道専門部では、大会中止などの悪影響は

回避され、全国をはじめ、近畿、府内の各大会（内、総合

体育大会は、伏見工業と京都奏和の選手が、コロナウイル

ス感染症を懸念し参加登録を辞退したため、京都府定通制

剣道専門部の事情で中止となりました。）を開催すること

が出来ました。改めて京都府高等学校体育連盟事務局様と

近畿高等学校体育連盟事務局様、全国高等学校体育連盟事

務局様に感謝申し上げます。 

 

次に、今年度の当専門部の現況について、ご報告させて

頂きます。今年度は、昨年度と異なり朱雀高等学校様と伏

見工業高等学校の２校に、京都奏和高等学校が新しく加盟

されて、３校で活動させて頂きました。専門部加盟校数は

１校増えて３校となり、活気ある大会ならびに強化事業を

実施することが出来ました。しかしながら、本年度で伏見

工業高等学校の選手が卒業したため、来年度は、また昨年

度の状況に戻り２校での活動となります。また、２校なが

らも力を合わせて、今年以上の活気ある行事運営ができる

ように、より一層専門部事業を盛り上げていければと思い

ます。 

 

 そして、本年度の各事業につきましては、春の種目別選

手権（兼全国大会予選）と全国大会が、コロナウイルス感

染症の影響で昨年度は中止になりましたが、本年度は各関

係機関で注意を払いながら、準備が進められて、先の２大

会に加えて近畿大会が開催されました。その結果、各大会

で、男女選手が各々実力を発揮して、活躍してくれました。

また、今年の経験を糧にして、来年度も各校の所属選手が

活躍してくれることを期待しております。 

 

最後に、春を迎えてもコロナウイルス感染症が、完全に

収束しておりません。引き続き各大会運営に影響が出ると

想定されますので、本年度に引き続き、京都府高等学校体

育連盟事務局様との連絡を密にし、来年度も本年度同様に、

少しでも充実した定時制通信制剣道専門部の組織運営が出

来るように努力を重ねて参りたいと思います。 

 

 

 

《大会成績》 

１．京都府高等学校定時制通信制剣道選手権大会兼 

全国高等学校定時制通信制剣道大会予選 

 

開 催 日：令和３年６月５日（土） 10:00〜 

開催会場：京都市立伏見工業・京都奏和高校 呉竹館 

 

☆男子個人戦 

①中村    采(３年・朱雀高校)    →優勝 

②中山 飛鳥(１年・朱雀高校)   →準優勝 

③鶴谷 万寿(２年・朱雀高校)     →第３位 

  ④下津  一真(４年・伏見工業高校) →第４位 

  ⑤平田  拓也(４年・伏見工業高校) →第５位 

 

２．第52回全国高等学校定時制通信制剣道大会 

 

開催予定日  ： 令和３年８月２日(月)・３日(火)   

開催予定会場： ロートアリーナ奈良（奈良県） 

 

☆男子個人戦       

①中村    采(３年・朱雀高校)    →３回戦敗退 

②鶴谷 万寿(２年・朱雀高校)     →初戦敗退 

③中山 飛鳥(１年・朱雀高校)   →初戦敗退 

  ④下津  一真(４年・伏見工業高校) →初戦敗退 

 

☆女子個人戦 

  ①日下部 鈴(２年・朱雀高校)   →２回戦敗退 

 

☆男子団体戦 

京都府代表チーム →予選リーグ敗退 

（先鋒： 朱  雀 中山 飛鳥 １年） 

 （次鋒： 朱  雀 鶴谷 万寿 ２年） 

 （中堅： 京都奏和 平田 拓也 １年） 

 （副将： 伏見工業 下津 一真 ４年） 

 （大将： 朱  雀 中村 采  ３年） 

 

３．第57回近畿高等学校定時制通信制体育大会 

剣道大会（和歌山大会） 

 

開 催 日： 令和３年11月７日（日） 10:30〜 

開催会場： 和歌山市立松下体育館（和歌山県） 

 

☆男子個人戦 

①中村    采(３年・朱雀高校)    →第３位 

②鶴谷 万寿(２年・朱雀高校)     →初戦敗退 

③中山 飛鳥(１年・朱雀高校)   →初戦敗退 

   

☆女子個人戦 

     日下部 鈴(２年・朱雀高校) →準優勝 

 

☆男子団体戦 

京都府立朱雀高校チーム →予選リーグ敗退 

（先鋒： 朱  雀 中山 飛鳥 １年） 

   （中堅： 朱  雀 鶴谷 万寿 ２年） 

 （大将： 朱  雀 中村 采  ３年） 

 

《その他の活動》 

１．全国大会強化練習会 

開 催 日：令和３年７月30日(金)18:00〜 

開催会場：京都市立伏見工業・京都奏和高校 呉竹館 



 

定通制バレーボール専門部 

 

委員長  椿 浩子 

 

京都市立西京高等学校定時制 

 

 

《総括》 

 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、生徒たち

は部活動の制限を受けながらも日々練習に励み、大会では

その練習の成果を出そうと輝かしい姿を見せてくれました。 

今年度、全国大会に男子１チーム、近畿大会に男子２チ

ームが出場できたことは、生徒たちの練習成果を発揮する

だけでなく、より一層意欲を高めるものにもなりました。

開催が危ぶまれた中、様々な関係者の方々のご尽力により、

大会を実施していただいたことに対し、本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。 

専門部として、生徒たちが安心して活動できるよう、高

体連の指導の下、選手はもちろんのこと役員の健康観察、

手指の消毒喚起、３密防止の徹底、審判の電子ホイッスル

の使用など、大会においても感染症防止対策を行いました。

その結果、どの大会も安全に終えることができました。 

 女子チームは、今年度も残念ながら部員不足により、正

式なルールでの公式戦は行えませんでした。 

定時制通信制課程におけるバレーボール人口は減少して

おり、大会実施も難しくなってきている厳しい状況ではあ

ります。しかし、日々熱心に練習している生徒たちのため

に、生徒たちが生き生きと活躍できる機会を少しでも多く

設けられるよう、今後も活動の充実を図りたいと思います。 

 

 

《大会成績》 

１ 京都府高等学校定時制通信制バレーボール 

  第43回春季大会 

  期日：５月16日（日） 

  会場：桃山高校 

  結果：感染症予防のため中止 

 

２ 第48回全国高等学校定時制通信制体育大会 

京都府予選 

  期日：６月20日（日） 

  会場：桃山高校 

  結果：【男子の部】桃山のみエントリーで優勝扱い 

 

３ 第48回全国高等学校定時制通信制大会 

  期日：８月11日（水）～14日（土） 

  会場：神奈川県平塚市  

ひらつかサン・ライフアリーナ 

  結果：【男子の部】 

１回戦 

          ６－25 

桃山０      ２六本木（東京） 

          ８－25 

 

４ 第74回京都府高等学校定時制通信制総合体育大会兼 

  第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会京都府 

予選大会 

  期日：９月19日（日） 

  会場：桃山高校 

  結果：【近畿大会予選男子の部】優勝：桃山 

２位：西京 

           25－12 

桃山２       ０西京 

           25－11 

  ※第74回京都府高等学校定時制通信制総合体育大会 

は感染症予防のため中止であったが、近畿大会は実 

施されるため、第57回近畿高等学校定時制通信制課 

程体育大会京都府のみ実施。 

 

５ 第41回京都府選手権大会 

  期日：11月14日（日） 

  会場：桃山高校 

  結果：【男子の部】優勝：桃山 

２位：西京 

           25－13 

桃山２       ０西京 

           25－18 

 

６ 第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

  期日：11月21日（日） 

  会場：和歌山県 

     海南市総合体育館 

  結果：【男子の部】 

１回戦 

           20－25 

西京０       ２桜塚（大阪） 

           18－25 

 

  １回戦 

           10－25  

桃山０       ２神戸工業（兵庫） 

           21－25 

 

７ 京都府高等学校定時制通信制バレーボール 

  第41回冬季大会 

  期日：１月23日（日） 

  会場：桃山高校 

  結果：感染症予防のため中止 

 

 

 



 

定通制バスケットボール専門部 

 

委員長  𠮷田 勇太 

 

京都府立鳥羽高等学校定時制 

 

 

《総括》 

今年度の定通制専門部は、男子８チーム（鳥羽・伏見工

業京都奏和・桃山・朱雀（定）・朱雀（通）・清明・西京）、

女子２チーム（朱雀（通）・清明）の計９チームが登録し活

動しました。 

今年度も昨年に続きコロナ禍での活動になり、春季大会、

強化事業の一環である冬季大会は中止となりましたが、夏

季大会、選手権大会、総合体育大会は制限がある中でした

が開催することができました。 

また、今年度は全国大会も実施され、京都府代表として

男子は鳥羽高校、女子は清明高校が参加しました。結果は

鳥羽高校が２回戦進出、清明高校は初戦敗退でしたが、両

チームともに精一杯試合に臨む姿勢が素晴らしかったです。 

秋に開催された近畿大会には男子鳥羽高校が出場し、準

決勝に進出し３位入賞という結果を残しました。 

その他府内では、夏季大会、選手権大会、総合体育大会

を開催しました。全て無観客での開催となりましたが、参

加校の生徒たちは日々の練習の成果を発揮し、真摯に試合

に臨んでいました。 

 今年度の定通制バスケットボール専門部活動を通じて見

えた課題は、以前からも言われている通り、定通制高校の

生徒数の減少にともなう参加チームの減少です。各校生徒

数が減少していくことで今後一層、単独校でのチーム編成

が難しくなり、大会参加や運営が厳しくなっていくことが

予想されます。今後は京都の大会を含め各種大会への合同

チームでの参加の可否や、それに関わって大会の運営方法

見直しなどを検討していかなければならないと感じていま

す。 

 定通制専門部は、バスケットボールが好きな定時制・通

信制高校に通う生徒が、日々の練習の成果を発揮できる機

会を設けられるよう、これからも事業の運営に努めていき

たいと思っています。 

 

 

《大会成績》 

【夏季大会 兼 全国大会市内予選】 

 ６月５日（土） 会場…清明高校 

21

26

54

75

26

56

朱雀（通）

伏見工・奏和

鳥羽

朱雀（定）

清明
 

※規定により決勝は行っていない 

 

【選手権大会 兼 全国大会府下予選】 

 ６月12日（土） 会場…京都奏和高校 

男子優勝 鳥羽 

67

46

鳥羽

清明  

※女子は単独が清明のみのため全国大会出場決定 

 

 

【全国大会】 

８月19～25日 会場…駒沢運動公園体育館 

男子結果 ２回戦敗退 

 １回戦 鳥羽 20 － ０ 鳥栖工業（佐賀）※不戦勝 

 ２回戦 鳥羽 40 － 77 大橋学園（三重） 

 

女子結果 初戦敗退 

 １回戦 清明 27 － 55 狭山緑陽（埼玉） 

 

 

【総合体育大会 兼 近畿大会予選】 

男子優勝 鳥羽 

36

39

　
31

35

20

47清明

鳥羽

朱雀定通

伏工・奏和

 

 

 

【近畿大会】 

鳥羽男子 ３位入賞 

 

 ※女子は人数不足のため棄権 



 

定通制サッカー専門部 

 

委員長  早川 一行 

 

京都府立清明高等学校 

 

 

《総括》 

 定通制サッカー専門部では、例年６月に選手権大会、９

月に総体が開催されている。今年度は、４月25日～６月20

日までと８月20日～９月30日までの期間で緊急事態宣言が

発出され、どちらの大会も開催を見送ることとなった。た

だ、いずれの大会も上位の大会につながる予選を兼ねてい

たため、京都代表を選出する必要があり、それぞれ５月と

８月に顧問会を開き、協議の上出場校を決定した。 

 特に、近畿大会には合同チームででも出場できるため、

ギリギリまで検討したが、感染拡大防止の観点から単独校

での参加を決定した。 

 

昨年度中止になった全国大会は、直前に２チームが辞退

するなどもあったが規模を縮小して静岡県で開催された。

例えば、開会式の中止や、監督会議も２回戦からの出場校

は別日程で開催、選手の移動は各校で手配、保護者の観戦

はなしにするなど、運営面であらゆる工夫がなされた。「生

徒たちのために大会を開催する」という熱い思いで、無事

に開催され、運営に携わったすべての方に感謝申し上げた

い。京都府代表の清明高校は、宮城県代表の貞山高校と対

戦し０－２で破れ、１回戦敗退となりました。 

近畿大会は和歌山県で開催され、３チームのリーグ戦形

式で実施された。京都府代表の清明高校は、第一試合、０

－10で兵庫県選抜に敗れ、続く第二試合も１－２で大阪府

代表の長尾谷高校に敗れ、第３位となった。優勝は兵庫県

選抜（３年連続）であった。 

どちらの大会に出場するにしても、準備期間が短く、コ

ンディションを整えることが難しかったことが推測され、

大きなけがもなかったことが何よりであった。 

 ２月の顧問会議では、次年度からは全国大会へ合同チー

ムででも参加できることを確認し、定通制の生徒数が減少

するなかでの部員確保の難しさや次年度以降の大会運営に

ついて議論された。 

 今年度は京都の高体連としての大会開催ができなかった。

一つはコロナ禍が原因であるが、実際にプレイできる選

手・チームの減少も、開催を難しくしている。今年度に大

会が開催されなかったことから、次年度以降に大会を開催

するノウハウが継承されにくいことが懸念される。 

京都を代表して全国大会や近畿大会に出場した清明高校

にとっては、素晴らしいピッチの上でサッカーを思い切り

プレイを楽しませていただけた。一方で、他の加盟校の生

徒にとっては、少ないながらも頑張っていても、そうした

プレイの場を提供できなかったことは、課題としてあげら

れる。 

今年度も会場として下鳥羽公園球技場を押さえていただ

いており、次年度以降も良質な環境で試合が行えるよう、

引き続きご配慮をお願いできればと考えている。 

 

 

 

 

 

《大会成績》 

１ 京都府高等学校定通制サッカー選手権大会 

 

 日 時：６月13日（日） 

 会 場：京都市下鳥羽公園球技場 

 

 コロナ禍により中止 

 

２ 第31回全国高等学校定通制サッカー選手権大会 

 

 日 時：７月31日(土)～８月３日（火） 

 会 場：清水ナショナルトレーニングセンター 他 

  

 清明高校 ０－２ 貞山高校（宮城県） 

 １回戦敗退 

 

 ※優勝 県立相模向陽館高校（神奈川県） 

  

３ 京都府高等学校定通制総合体育大会サッカー競技 

兼近畿大会予選 

 

 日 時：９月19日（日） 

 会 場：京都市下鳥羽公園球技場 

 

コロナ禍により中止 

 

４ 第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

  サッカー競技の部 

 

 日 時：11月21日(日) 

 会 場：和歌山県 紀三井寺補助競技場 

 

 優勝   兵庫県選抜 

 準優勝  長尾谷高校（大阪府） 

 第３位  清明高校 

     

 清明 長尾谷 兵庫県 

清明  
１－２ 

● 

０－１０ 

● 

長尾谷 
２－１ 

〇 
 

０－７ 

● 

兵庫県 
１０－０ 

〇 

７－０ 

〇 
 

     

 

 

《その他の活動》 

上記大会（２ 全国大会、４ 近畿大会）参加にかかる対

応について 

・会場の参加者・観戦者規制 

・待機時のマスク着用  

・参加者の当日検温、２週間前の体温記録提出 等 



 

定通制バドミントン専門部 

 

委員長  八木 洋子 

 

京都市立西京高等学校定時制 

 

 

《総括》 

コロナウイルス蔓延により、全国大会をはじめとした大

会が中止になった昨年度に対して、本年度はコロナ禍での

大会運営を模索した一年でした。 

 まず、大会２週間前から１週間後までの検温にはじまり、

当日の消毒、生徒の配置、試合時間の短縮、換気など、ど

うすれば大会を無事に行うことができるかを考えなければ

ならず、顧問間の意思の統一を図るために事前の顧問会議

は長くなりました。それでも、なんとかして生徒に試合を

経験させてやりたいという思いがあったからこそ１年間を

乗り切れたような気がします。残念ながら２月の冬季大会

は中止になりましたが、その大会は予定通り行うことがで

き、ほっとしています。来年度はこの状況が落ち着くこと

を祈っています。 

本年度の全国大会は、コロナ感染者数が増加の傾向にあ

る時期の開催でした。それに加え当日大雨の影響で交通機

関が乱れたこともあり、出場辞退する府県が多く、男女と

も２日目に初戦が予定されていたのですが、不戦勝となり

３日目まで出番を待つという事が起こりました。そんな中

生徒たちは気持ちを切らさずに試合に臨んでくれたと思い

ます。上のような状況から団体は男女とも３回戦からの出

場でした。奇しくも男女ともダブルス・シングルス１は負

けてしまいましたが、シングルス２でなんとか一矢報いる

形となりました。個人では女子の東舞鶴浮島の選手が１回

戦に勝利し２回戦に進出しました。 

近畿大会では、滋賀・和歌山の女子団体が１チームしか

エントリーできなかった関係で、京都は３チーム出場する

ことができました。男子団体は２チームとも残念ながら初

戦敗退となりましたが、女子団体は西京高校が１回戦勝利、

京都選抜（東舞鶴浮島・福知山三和・西舞鶴通）は不戦勝

でそれぞれ２回戦進出、桃山高校は１、２回戦勝利で準決

勝進出という結果を残しました。男子個人は２人とも初戦

敗退となりましたが、女子個人は桃山の２人とも１回戦に

勝利し２回戦進出と健闘しました。 

それぞれの学校は生徒数の減少と共に部員数も減ってお

り、部活動としては厳しい状況が続いています。しかし生

徒たちは少ないなりにも大会や強化練習会での他校との交

流を通して、技術の向上と共に充実した人間関係を育んで

いるように見えます。生徒たちの心身の成長のためにもで

きる限りこの活動が続いていくことを願っています。 

   

 

 

《大会成績》 

１．京都府高等学校定時制通信制バドミントン選手権大会 

  市内大会 

  期 日：５月30日 

  会 場：京都府立鳥羽高等学校 

 

（男子シングルス） 

１次トーナメント戦 

 

２次リーグ戦 

 
（女子シングルス） 

１次トーナメント戦 

 

２次リーグ戦 

 



（男子ダブルス） 

トーナメント戦 

 

（女子ダブルス） 

リーグ戦 

 
 

 

２．京都府高等学校定時制通信制バドミントン選手権大会

府下大会 兼 全国大会予選 

  期 日：６月13日 

  会 場：京都府立桃山高校 

 

（男子シングルス） 

 

 

 

（女子シングルス） 

 

（男子ダブルス） 

 

（女子ダブルス） 

 

３．全国大会 

 期 日：８月15日（日）～17日（火） 

 会 場：小田原アリーナ（神奈川） 

 

（男子団体） 

古島史隆（朱雀通）福田大揮・藤田樹（清明）杉田裕耶・

松岡孝宗（東舞鶴浮島） 

  ２回戦 相手棄権のため不戦勝 

  ３回戦 〇大分 ２-１ 京都 敗退 

 

 

（女子団体） 

北島紗希・佐々木奈緒（桃山）小島琴星（東舞鶴浮島） 

爲季睦月・矢部柚紀（西京） 

２回戦 相手棄権のため不戦勝 

  ３回戦 〇茨城 ２-１ 京都 敗退 



 
 

（男子個人） 

古島史隆（朱雀通） 

１回戦 １-２ 岡本康貴（大宮中央・埼玉） 

杉田裕耶（東舞鶴浮島）  

  １回戦 ０-２ 澤井光貴（秀英・神奈川Ａ） 

 

（女子個人） 

小嶋琴星（東舞鶴浮島）  

  １回戦 ２-０ 福井夢華（松本筑摩・長野） 

  ２回戦 ０-２ 岡田 心（天理・奈良） 

北島紗希（桃山）  

  ２回戦 ０-２ 駒村 花（稔ヶ丘・東京） 

 

４．近畿高等学校定時制通信制課程体育大会市内予選 

  期 日：９月12日 

  会 場：京都府立桃山高等学校 

（男子シングルス） 

 
（女子シングルス） 

 

※団体はエントリー数が少なかったため、予選は行わず 

 

 

５．近畿高等学校定時制通信制課程体育大会府下予選 

  期 日：９月20日 

  会 場：京都府立東舞鶴高等学校浮島分校 

 

（男子団体） 

 

 

（女子団体） 

 
 

（男子シングルス） 

 

 

（女子シングルス） 

 

 

６．第57回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

  期 日：11月21日 

  会 場：紀の川市民体育館（和歌山） 

 

（男子団体） 

東舞鶴浮島：杉田裕耶・松岡孝宗・森下時弥・村島琉斗 

京都選抜：古島史隆（朱雀通）島田悠吾・加茂田夏輝（西

京） 

 



 

 （女子団体）※１校しか出ない府県の代わりに３校出場 

  桃山：佐々木奈緒・北島紗希・下山直美 

  京都選抜：生垣奈桜・細見木乃葉（福知山三和）小島 

琴星（東舞鶴浮島）坪倉菜穂（西舞鶴通） 

  西京：矢部柚紀・爲季睦月・梅原史緒里   

 

（男子個人） 

 杉田裕耶（東舞鶴浮島）福田大揮（清明） 初戦不戦勝 

ベスト８

 

  

（女子個人） 

 佐々木奈緒（桃山）  二回戦敗退 ベスト８ 

 北島紗希（桃山）   二回戦敗退 ベスト８ 

 

《その他の活動》 

１．夏季強化練習会 

 期 日：８月５日（木）６日（金） 

 会 場：京都府立朱雀高校 

     京都府立清明高校 

     京都市立京都奏和高校 

 参加校：６校 

 朱雀通・桃山・清明・西京・東舞鶴浮島・京都奏和 

 内 容：初日は朱雀高校で初級と上級に分けて練習を行

いました。上級は外部コーチを招いて、専門的な技術指

導をお願いしました。初級者については各校顧問及び

OB・OGから初心者向けの技術指導に加えて、審判講習を

行いました。 

  二日目は初級と上級の会場を分けて練習を行いました。

初級は昨日に引き続き基礎編を、上級については全国大

会を想定し時間の許す限り練習試合を入れていきました。 

 

２．秋季強化練習会 

 期 日：10月24日（日） 

 会 場：京都府立東舞鶴高校浮島分校 

 参加校：４校 

 東舞鶴浮島・福知山三和・西舞鶴通・西京 

 内 容：近畿大会のための戦力アップを目指し、試合中

心の練習を行いました。ＯＢや顧問と試合をした際には、

すぐにアドバイスをもらい実践につなげていく、貴重な

機会となりました。 

 

 

《補足》 コロナ感染症対策について 

大会によって状況は違うのですが、まず２週間前からの

試合の１週間後まで各自で検温を徹底し記録を残しました。 

また、外部者は基本入場禁止にし、試合の手伝いもこちら

から依頼した一部のＯＢにとどめました。また、試合中の

密を避けるために座席を指定し、記録を残しました。さら

に誰がマスクをしていたかを記録するために、試合の全景

をビデオに撮影しています。試合の際に使うシャトルや審

判記録用ファイルは毎回アルコール消毒をしました。バド

ミントンのシャトルは風に弱いので、普通は窓を閉め切っ

て試合をするのですが、換気のために許す限り窓を開けた

まま試合を行いました。風が強い際には１時間ごとに換気

タイムをとりました。 

ルールに抵触する部分では、秋季近畿大会予選において、

バドミントンの市内予選では普通トーナメントでベスト４

まで選んだ後に総当たりのリーグ戦を行い順位を決定する

のですが、時間短縮のために順位決定までをトーナメント

方式で行いました。また、団体も本来市内で順位付けをし

てから府下大会におくるのですが、南北あわせて今回はエ

ントリーが男女とも４チームで収まったので予選を行いま

せんでした。 

 

 

 

 

 



 

定通制軟式野球専門部 

 

委員長  平畠 紳也 

 

京都府立朱雀高等学校定時制 

 

 

《総括》 

 一昨年度より全国大会の出場枠が東近畿地区（京都・奈

良・滋賀・和歌山）で１枠となり、昨年は中止となった全

国大会が今年は開催された。２年ぶりに開催された全国大

会東近畿地区予選では、前回大会優勝枠としてプラス１枠

あったものの、全国大会出場を勝ち取ることはできず、初

めて京都から全国大会の出場が叶わなかった。同地区から

全国大会へ出場した天理高校（奈良）が優勝したことで、

来年度も優勝枠としてプラス１枠の計２枠あることは救い

であり、来年度は京都から出場チームを出せるよう専門部

として盛り上げていきたい。 

 今年度も新型コロナウイルスの影響で大会等が計画通り

には実施できなかった。加えて、定時制入学生徒数の減少

および部員数の減少によって単独チームを作れる加盟校が

なくなり加盟校は朱雀・桃山の２校のみとなった。この２

校で年間を通じて合同チームを組んだ。加盟校および部員

数の減少は深刻な状況となっている。 

 

《大会成績》 

１．第24回春季府高校定通制野球大会 

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止 

 

２．京都高校選手権（第68回全国定通制野球東近畿大会）   

 

 

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

第一代表決定トーナメント 一回戦 

６/27 太陽が丘第３球場 

朱雀・桃山 ０００２１・・＝３ 

 西吉野農業 ００５１０・・＝６ 

  （５回時間切れコールド） 

 

第二代表決定トーナメント 一回戦 

 ７/４ 亀岡運動公園野球場 

  朱雀・桃山 ０００００２０ ＝２ 

   滋賀連合  ０１１０００１×＝３ 

   

 

３．第62回近畿高等学校定時制野球大会 

  ７月31日、８月１日マツゲン有田球場（和歌山） 

 

 

                

                

                

                

                

                

  

 

 

 

 

 

 

一回戦   ７/31  

 クラーク芦屋 ０５５２２・・＝１４ 

  朱雀・桃山  ０００１０・・＝１   

    （５回得点差コールド） 

 

 天理が14年連続25回目の優勝 

 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて無観客での実

施となった。 

 

４．第68回全国高等学校定時制通信制軟式野球記念大会 

京都からは代表校なし 

天理が14連覇 

 

５．京都定通総体  秋季府定通野球大会   

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止 

 

６．第29回近畿高等学校定時制野球交流試合 

  11月27日  わかさスタジアム京都 

12月11日  住之江公園野球場（大阪） 

  

11/27  

    京都選抜 ００１０００３・・＝４ 

    滋賀連合 ２０１０１２１・・＝７   

    （７回時間切れコールド） 

     

     西宮香風  ５４６０１２００・＝１８ 

    奈良県選抜 ００００１０００・＝１ 

    （８回時間切れコールド） 

 

 12/11 

       大阪選抜 ０００００００００＝０    

    兵庫選抜 ０２０１１１００×＝５ 

 

 11月27日に３試合を行う予定だったが、悪天候により順

延となった試合を12月11日に行った。 
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定通制山岳専門部 

 

委員長  山本 正廣 

 

京都市立伏見工業高等学校 

 

《総括》 

近年、山岳部に入部する生徒が少ない中、自然の良さを感

じ、元気になってもらうため、過去に運動部の経験がない生

徒に声をかけ、まず一度簡単な登山を経験してもらい、これ

を契機に山歩きに少しでも興味をもって入部してもらえる

ような山行を重点に、活動計画を立てている。 

 毎年度、一般中堅向けのコースを中心に、生徒の実態を考

慮して、春・夏・総体・秋・冬の５大会を計画している。各

大会では、極力昼食時に野外炊飯等を取り入れ、学校間の部

員交流を深めて部員の定着をはかる工夫を行っている。 

昨年同様今年度も、今までに経験をしたことのないコロナ禍

の中、限られた制限の中、活動することになった 

 

《大会報告》 

 

１．【春季大会】 

□実施日  2021（Ｒ３）年６月 26 日（土） 

□行き先  京都市 山科区～左京区「大文字山」一帯 

□集  合  ＪＲ京都駅９：50 集合 

□コース  ＪＲ京都駅 10：00 発 →ＪＲ山科駅 

10:05 着（参加者確認・装備点検） 

ＪＲ山科駅‥（20 分）‥毘沙門堂【開会式】 

      毘沙門堂・・(10 分)・・後山階陵分岐・・ 

(40 分)・・尾根出合・・(20 分)・・ 

大文字山・・(15 分)・・大文字火床【昼食】・・ 

(15 分) ・・大文字山・・(20 分)・・ 

尾根出合・・・(40 分)・・後山階陵分岐・・ 

(10 分)・・毘沙門堂・・・(20 分)・・・ 

ＪＲ山科駅→ＪＲ京都駅 15:30 頃着 

【閉会式】 

□状 況  梅雨がまだ明けない中、予定通り出発した。 

曇り空であったが沢の水は勢いよく流れており、 

マイナスイオンいっぱいの登山道を登ってゆく、 

しばらく登ると稜線に出る。心地良い風が、汗 

をかいた体を冷やしてくれた。生徒たちは、何と 

も言えない疲労感を感じていたが、景色の良さと 

心地よい風を浴びて登山を堪能していた。そして、 

     しばらく進むと目的地である大文字山頂上に着

くと、眼下に広がる京都の町並の全貌を見て堪能

していた。昼食時には両校の部員を交えて交流を

深め無事下山し、帰宅する。 

□行き先  伏見工業高校 ６名 

京都奏和高校 １名 

□引 率    専門委員長・部顧問  計 ４名 

 

２．【夏季大会】        

□実施日    2021（Ｒ３）年８月１日（日） 

～８月２日（月） 

□行き先  富山県 「立山連峰縦走（雄山）」 

□集 合  ＪＲ京都駅  １番線ホーム  ８：45   

 

□コース  ８月１日（日）  

      京都駅 9:09 発→富山 11:51 着→ 

電鉄富山 12:02 発→立山 13:06 着  

立山(立山ｹｰﾌﾞﾙ)13:00 発→美女平 14:00 発 

→室堂 14:50 着 立山室堂山荘 泊 

８月２日（月） 歩行時間（7:40） 

立山室堂山荘･･(0:50)･･一の越･･(1:00)･･ 

雄山神社 ･･(0:35)･･富士ノ折立 

･･(0:35)･･雷鳥温泉雷鳥荘･･(1:00)･・ 

立山室堂山荘･･(0:10)･･室堂･･･美女平 

･･･立山(立山ｹｰﾌﾞﾙ)立山 → 富山 

→ＪＲ京都駅 22:00 頃着   解散 

 

□状 況  今年は、コロナウイルス感染予防対策に伴う

実施の否かが問題になっていましたが、オリン

ピックの開催による影響もあって実施すること

ができた。しかし、予定をしていた２泊３日の

予定が１泊２日の山行になった。 

心配していた天候についても、両日晴天で、

参加した部員たちは山小屋では自炊を行い生活

し、また、登山では経験したことのない登山と

雄大な立山連峰を堪能して、次回の山行も楽し

みにして帰宅しました。 

□参加者  伏見工業高校 ５名 

      京都奏和高校 １名 

□引 率    専門委員長・部顧問  計 ５名 

 

３．【京都高校定通総体】 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

緊急事態宣言が発令されたのを受け、中止いた

しました。 

 

４．【秋季大会】 

□実施日    2021（Ｒ３）年 11 月７日（日） 

□行き先  京都市西山 「天王山」 

□集 合    京都駅 10：15 西口改札 入った正面 

□コース    11 月７日（日）    

ＪＲ京都駅（10:24 発）須磨行き →  

ＪＲ山崎（10:38 着）  

ＪＲ山崎（開会式）11:00 出発･･･(0:15)･･･

宝積寺･･ ･ (0:45) ･ ･ ･天王山(昼食)･ ･ ･

(0:25)･･･自然探勝道出会･･･(0:15)･･･十方

山･･･(0:45)･･･水瀬滝･･･(0:30)･･･ＪＲ山

崎→ＪＲ京都駅 （解散） 

 

□状 況    秋晴れの中、登山口である山崎を予定通り出

発した。登りはじめは急登で参加した生徒は息

を切らしながらゆっくりマイペースで登る。山

頂では眼下を望む山崎の町並みを堪能し昼食を

とる。そして、山頂（天王山）を後にして下り

は足元を確認しながらゆっくりと下山する。 

□参加者    伏見工業高校 ２名 

      京都奏和高校 ０名 

□引 率  部顧問   計 ４名 

 

５．【冬季大会】 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

まん延防止等重点措置の対象地域となり、冬季

大会を中止いたしました。 

 


