
両丹支部定通制軟式野球専門部

委員長 室野 明

京都府立宮津高等学校伊根分校

《総括》

今年度は春季大会兼近畿大会両丹予選、両丹選手権

兼全国大会両丹予選とも各校部員不足のため開催するこ

とができなかった。

今年度も両丹の軟式野球の競技力向上及び活動意欲維持

のために特例として合同チーム（宮津高校伊根分校・網野

高校間人分校）を結成して全ての府大会へ参加し好成績を

残すことができた。

特に秋季大会で強豪の朱雀高校と引き分けることが出来

たことは非常に価値のある一戦であった。両丹の選手にと

って自信に繋がったと考えている。

また、近畿交流大会において森口 陸斗（伊根）、堀場

龍輔（伊根）、前野 孝太（伊根）以上３名が京都選

抜メンバーとして活躍をした。次年度が非常に楽しみ

である。

ただ、両丹の登録人数を考えると、合同チームとして次

年度以降も府大会へ参加していかなければならないと考え

ている。できれば単独チームとして各種大会へ参加できる

ように専門部として応援したいと思う。

《大会成績》

平成28年度京都府高等学校体育連盟定時制通信制両丹支部

軟式野球選手権大会兼全国大会両丹予選会

期 日：平成28年5月28 (土）

会 場：宮津高等学校伊根分校グラウンド

結 果：参加校なし

平成28年度京都府高等学校定時制通信制総合体育大会・軟

式野球兼秋季京都府高等学校定時制通信制軟式野球大会

期 日：平成28年9月３日（土）

会 場：宮津高等学校伊根分校グラウンド

結 果：参加校なし

（京都府大会）

平成28年度第１9回春季京都府高等学校定時制通信制軟式

野球大会

期 日：平成28年５月21日(土)

会 場：亀岡運動公園野球場

結 果：準優勝

準決勝 両丹合同10－３クラーク国際

決 勝 両丹合同３－17朱雀

＊両丹合同チームは網野間人・宮津伊根の２校合同

平成28年度京都府高等学校定時制通信制軟式野球選手権大

会（第63回全国高等学校定時制通信制軟式野球京都大会）

期 日：平成28年６月５日(日)～６月11日(土）

会 場：京都府立山城総合運動公園太陽が丘野球場 他

結 果：３位

準決勝 両丹合同１－12朱雀

＊両丹合同チームは網野間人・宮津伊根の２校合同

平成28年度 京都府高等学校定時制通信制総合体育大会・

軟式野球兼第68回秋季京都府高等学校定時制通信制軟式野

球大会

期 日：平成28年９月２５日（日）・10月2日（日）

会 場：桃山高校グラウンド・亀岡運動公園野球場

結 果：リーグ3位

両丹合同 棄権－棄権 桃山高校

両丹合同 ０－９ クラーク国際

両丹合同 ７－７ 朱雀

＊両丹合同チームは網野間人・宮津伊根の２校合同

（近畿大会 宮津高校伊根分校）

第24回近畿高等学校定時制野球交流大会

期 日：平成28年12月10日（土）

会 場：大阪府住之江公園 野球場

結 果：京都選抜６－７兵庫選抜

京都選抜メンバー 森口 陸斗（伊根）、堀場 龍輔

（伊根）、前野 孝太（伊根）以上３名



 

両丹支部定通制バレーボール専門部 

 

委員長   谷口 知宏 

 

京都共栄学園高等学校 

 

 

《総括》 

平成 28 年度はすべての試合において参加校がなく、事業

なしという結果になりました。生徒数が減少している現状

で、各校ともにバレーボールの試合に参加できる生徒数を

確保するのが困難なようです。 

 来年度は、一校でも参加校が現れ、全国大会・近畿大会

等を目指して頑張ってほしいと願っています。 

 

《大会成績》 

 大会実施できず 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



両丹支部定通制バスケットボール専門部

委員長 海野 光洋

京都府立東舞鶴高校浮島分校

《総括》

平成28年度の事業予定は6月の全国大会両丹予選、９月

の近畿大会両丹予選、1月の冬季大会強化練習会でした。

全国大会予選と近畿大会予選は、各校部員の確保が難し

く大会開催に至りませんでした。

１月の冬季大会強化練習会は、両丹から東舞鶴高校浮

島分校が参加しました。

各校ともに何とか部員を確保していただき、大会が成

立しますよう、御協力をお願いいたします。

《大会成績》

１ 平成28年度 京都府高等学校定時制・通信制バスケ

ットボール冬季大会

期 日：平成29年1月22日(日)

会 場：京都府立鴨沂高等学校体育館

結 果：予選敗退

1回戦 浮島分校 25 － 22 桃山高校

2回戦 浮島分校 8 － 12 鴨沂高校



 

両丹支部定通制卓球専門部 

 

委員長  梅田 稔 

 

京都府立綾部高等学校 

 

《総括》 

 年間を通じて各校の顧問の先生方にはいろいろと御協力

いただき、全ての大会を無事終えることができたことに感

謝しています。 

 昨年度と同様、男子は団体戦も実施することができまし

た。しかし、女子生徒の参加者は依然として少なく、ここ

３年は１～２名しかエントリーがない状況です。女子生徒

の参加者を増やすことが今後の課題です。 

今年度は両丹勢の活躍が目立ちました。男子団体戦で綾

部高等学校東分校定時制が全国大会・近畿大会への出場を

果たしました。男子個人戦で山口駿太郎、小林信吾（以上

綾部）、小田涼太（宮津）が全国大会に出場しました。また、

女子個人戦で石井優奈（宮津）が全国大会に、大江冴香（網

野）が全国大会・近畿大会に出場しました。 

来年度は男子・女子ともに出場選手が増加し、大会がよ

り活発になるよう努めたいと思います。各校の関係者、顧

問の先生方には、生徒が前向きに取り組める環境づくりや

支援をお願いするとともに、競技の活性化に御理解、御協

力いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

 

《大会成績》 

１ 平成 28 年度京都府高等学校体育連盟定時制通信制両

丹支部卓球選手権大会 兼 第 49 回全国高等学校定

時制通信制卓球大会両丹予選会 

  日時：平成 28 年５月 28 日（土） 

  会場：京都府立綾部高等学校 第２体育館 

（男子団体）  

綾部高等学校東分校定時制  優勝 

宮津高等学校伊根分校定時制 ２位   

（男子個人）  

山口駿太郎 （綾部）優勝  

吉田 慶弥 （綾部）２位  

小林 信吾 （綾部）３位  

小田 涼太 （宮津）４位  

（女子個人）  

石井 優奈  （宮津）優勝  

大江 冴香 （網野）２位  

 

２ 第 49 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：平成 28 年６月４日（土） 

  会場：京都府立綾部高等学校 第２体育館 

（男子団体）  

綾部高等学校東分校定時制  優勝  

宮津高等学校伊根分校定時制 ３位  

（男子個人）  

山口駿太郎 （綾部）３位  

小田 涼太 （宮津）４位  

小林 信吾 （綾部）５位  

吉田 慶弥 （綾部）７位  

（女子個人）  

石井 優奈  （宮津）２位  

大江 冴香 （網野）３位  

 

３ 第 49 回全国高等学校定時制通信制卓球大会 

  日時：平成 28 年８月２日（火）～４日（木） 

  会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 

（男子団体）  

綾部高等学校東分校定時制 ２回戦敗退 

（男子個人）  

山口駿太郎 （綾部）２回戦敗退 

小田 涼太 （宮津）２回戦敗退 

小林 信吾 （綾部）初戦敗退 

（女子個人）  

石井 優奈  （宮津）２回戦敗退 

大江 冴香 （網野）２回戦敗退 

 

４ 第 67 回両丹高等学校定時制通信制総合体育大会 

  日時：平成 28 年９月 17 日（土） 

  会場：舞鶴文化公園体育館  

（男子個人）  

小林 信吾 （綾部）優勝  

吉田 慶弥 （綾部）２位  

小田 涼太 （宮津）３位  

石道 翔太 （宮津）３位  

（女子個人）  

石井 優奈  （宮津）優勝  

小西 優奈 （網野）２位  

田路 結稀 （福知山）３位  

村川 志織 （綾部）３位  

 

５ 第 52 回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会（卓球

競技）京都府予選会 

  日時：平成 28 年９月 18 日（日） 

  会場：京都府立鳥羽高等学校 講堂 

（男子団体）  

綾部高等学校東分校定時制 ２位  

（男子個人）  

山口駿太郎 （綾部）４位  

吉田 慶弥 （綾部）５位  

小林 信吾 （綾部）６位  

（女子個人）  

大江 冴香 （網野）優勝  

 

６ 第 52 回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会（卓球

競技） 

  日時：平成 28 年 10 月 30 日（日） 

  会場：堺市立初芝体育館  

（男子団体）  

綾部高等学校東分校定時制 ２回戦敗退 

（女子個人）  

大江 冴香 （網野）２回戦敗退 

 

 



 

両丹支部定通制ソフトテニス部専門部 

 

委員長   伴 成一 

 

福知山高等学校三和分校 

 

 

 

《総括》 

 平成 28 年度の両丹選手権兼全国大会両丹予選会は男女

各１チームのみのエントリー、近畿大会両丹予選会は男子

１チームとなりました。 

 間人分校の男女各１チームが、府大会に出場しましたが

予選敗退。近畿大会には鴨沂高校と京都選抜として間人分

校の男子１チームが出場しましたが、予選敗退。 

 近年の課題となっている出場生徒の減少が、本年度にお

いてもみられます。 

各校の関係者、顧問の先生方には、競技の活性化に御理

解、御協力いただいておりますこと、深く感謝申し上げま

す。生徒が積極的に部活動に取組める環境づくりや支援を

お願いします。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《大会成績》 

１ 平成 28 年度京都府高等学校体育連盟定時制通信制両 

丹支部ソフトテニス選手権大会兼全国大会両丹予選 

会・近畿大会両丹予選会 

   期 日：平成 28 年 5 月 14 日（土） 

  会 場：京都府立福知山高等学校三和分校 

結 果：男女各 1 チームのみのエントリーの為、不戦

勝  

 

２  平成 28 年度京都府高等学校定時制・通信制ソフトテニ

ス京都府高校選手権府下大会 

  期 日：平成 28 年 6 月 5 日（日） 

  会 場：京都市立伏見工業高校 

 

（男子の部） 

松尾司・山下雄也（網野高校間人分校）予選敗退 

 

（女子の部） 

今田星羅・博田あゆ（網野高校間人分校）予選敗退 

 

３  平成 28 年度第 52 回近畿高等学校定時制通信制課程体 

育大会ソフトテニス競技 

   期 日：平成 28 年 10 月 30 日（日） 

   会 場：堺市金岡公園丘テニスコート 

  

（男子の部） 

藤原椰尋・山下雄也（網野高校間人分校）予選敗退 

※京都選抜として鴨沂高校と合同チームで出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

両丹支部定通制バドミントン専門部 

 

委員長  木下 慎也 

 

京都府立西舞鶴高等学校通信制 

 

《総括》 

 年間を通じて各校顧問の先生方には色々と御協力をいただ

き、全ての大会等を無事終えることができましたことに感謝

をしております。 

    今年度も各校部員数の減少が課題と挙げられる中、女子生

徒の参加減少が続いており、今年度は京都共栄学園通信制か

ら１名のみ参加であり、両丹では試合実施ができませんでし

た。男子は新たに部員が入部した学校もあったが、卒業等で

今後さらに参加人数の減少が予想されるので、今後も部員確

保に力をいれることが必要な状況であります。 

    このような状況の中、両丹の予選を勝ち抜き、府下大会に

進出した生徒の中で、男子は吉田翔磨、林紘行（西舞鶴高校

通信制）の２名、女子は１名（京都共栄学園通信制）の合計

３名の生徒が京都府代表に選ばれ、全国大会に出場し活躍し

ました。 

大会を通して、両丹と市部の競技力は近づいてはきていま

すが、あと少しという試合が多く見られました。これからも

日々の練習の充実や、積極的な強化練習会への参加など、さ

らなる競技力の向上が求められます。 

 顧問の先生方には大会運営等での御協力、感謝しています。 

これからも、生徒が積極的に活動できる環境づくりや競技力

向上に向けての取組に御理解、御協力いただきますようお願

いします。 

以下、両丹支部専門部主催の大会成績を上位選手のみ記載

します。なお、府大会以上の成績は、総括・定通制バドミン

トンをご覧ください。 

 

 

《大会成績》 

１．京都府高等学校定時制通信制バドミントン両丹選手権大

会兼全国大会両丹予選会 

 期 日：平成28年5月29日（日） 

 会 場：京都府立東舞鶴高等学校浮島分校体育館 

 参加数：5校15名 

（男子ダブルス） 

  優 勝 林・吉田ペア（西舞鶴高校通信制）   

  準優勝 西村・吉田ペア（網野高校間人分校）    

（男子シングルス） 

優 勝 林 紘行（西舞鶴高校通信制３年）  

  準優勝 吉田 翔磨（西舞鶴高校通信制２年）  

  ３ 位 西村 博喜（網野高校間人分校３年）   

  ４ 位 吉田 翔哉（網野高校間人分校３年） 

（女子ダブルス） 

  参加校無し 

（女子シングルス） 

  ※エントリー１名のみ、試合実施無し。 

 

    以上の選手が京都府予選会の出場権獲得。 

 

 

 

 

２．第52回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

  バドミントン競技両丹予選会 

  期 日：平成28年9月3日（土） 

  会 場：京都府立綾部高等学校由良川キャンパス体育館 

参加数：5校16名 

（男子団体戦） 

  優 勝 西舞鶴高校通信制（松川･田中･林･吉田） 

  準優勝 網野高校間人分校（西村・山下・平井・髙田・中垣） 

（男子シングルス） 

  優 勝 吉田 翔磨（西舞鶴高校通信制２年）  

  準優勝 林 紘行（西舞鶴高校通信制３年）  

  ３ 位 西村 博喜（網野高校間人分校３年）   

  ４ 位 東海林 北斗（網野高校間人分校３年） 

（女子団体戦） 

  参加校無し 

（女子シングルス） 

  ※エントリー１名のみ、試合実施無し。 

   

    以上の選手が京都府予選会の出場権獲得。 
 

 

３.第67回両丹定時制通信制総合体育大会 

期 日：平成 28 年 9 月 17 日（土） 

会 場：宮津市体育館アリーナ 

参加数：7校115名 

（男子の部） 

優 勝 西舞鶴高校通信制① 

準優勝 網野高校間人分校①       

３ 位 網野高校間人分校② 

３ 位 綾部高校由良川キャンパス① 

 （女子の部） 

優 勝 京都共栄学園通信制 

準優勝 西舞鶴高校通信制 

３ 位 宮津高校伊根分校① 

３ 位 網野高校間人分校① 

 



 

両丹支部定通制陸上競技専門部 

 

両丹代表  松本 朗 

 

網野高等学校間人分校 

《総括》 

 今年度は定時制通信制大会へ両丹支部も 3 校から男子が

3名増加の12名、女子が1名減の2名の参加がありました。 

各大会では昨年度以上の好成績を収めたことは喜ばしい

ことあり、来年度へ向け更に期待が高まります。 

 今年度お世話になりました関係者の方々に、厚く御礼申

し上げます。 

《大会成績》 

１．第 17 回京都府高校定通制陸上競技春季大会 

  期 日：平成 28 年 5 月 14 日（土） 

  会 場：明治国際医療大学陸上競技場 

男子 100ｍ 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”2 

  3 位 平井  駆 (網 野) 12”2 

  7 位 松村 海斗 (網 野) 13”0 

 200ｍ 7 位 平井  駆 (網 野) 25”8 

  11 位 松村 海斗 (網 野) 27”6 

 400ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 57”0 

  2 位 山下 雄也 (網 野) 1’09”8 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’10”8 

     大会新 

 走幅跳 優勝 吉田 翔哉 (網 野) 5m60 

２．第 56 回京都府高等学校定通制陸上競技選手権大会 

  期 日：平成 27 年 6 月 12 日（日） 

  会 場：京都府立山城総合運動公園 陸上競技場 

男子 100ｍ 2 位 川﨑 天斗 (宮 津) 12”04 

  4 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”34 

  5 位 平井  駆 (網 野) 12”34 

 200ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 25”03 

  3 位 平井  駆 (網 野) 25”36 

  6 位 安田  廉 (網 野) 27”55 

 400ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 58”40 

  2 位 山下 雄也 (網 野) 1’07”63 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’12”21 

  2 位 巻田  旭 (宮 津) 2’35”60 

  5 位 大橋 一允 (宮 津) 2’40”62 

  6 位 山下 雄也 (網 野) 2’41”45 

  8 位 寶井 浩平 (宮 津) 2’48”90 

 1500ｍ 優勝 山下 恵佑 (網 野) 5’18”71 

  2 位 巻田  旭 (宮 津) 5’24”59 

  3 位 大橋 一允 (宮 津) 5’24”96 

  5 位 寶井 浩平 (宮 津) 5’41”94 

 3000ｍsc 優勝 田中 梓二 (西舞鶴) 16’39”08 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m53 

 砲丸投 優勝 前野 孝太 (宮 津) 9m97 

 円盤投 優勝 前野 孝太 (宮 津) 25m68 

  2 位 田中 梓二 (西舞鶴) 24m13 

女子 走幅跳 優勝 松下 茉由 (西舞鶴) 4m23 

 砲丸投 優勝 後藤すず華 (宮 津) 6m37 

 円盤投 優勝 後藤すず華 (宮 津) 22m19 

３．第 51 回全国高等学校定通制陸上競技大会 

  期 日：平成 28 年 8 月 11 日（木）～14 日（日） 

  会 場：東京 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 

  両丹地区より男子 5 名、女子 2 名が出場 

男子 100ｍ 予選 川﨑 天斗 (宮 津) 12”57 

 200ｍ 予選 川﨑 天斗 (宮 津) 25”39 

  予選 平井  駆 (網 野) 25”47 

 400ｍ 準決 西村 博喜 (網 野) 56”60 

 800ｍ 6 位 西村 博喜 (網 野) 2’08”03 

 4x400mR 予選 吉田･浦地･川崎･野々口 (京 都) 45”48 

 走幅跳 予選 吉田 翔哉 (網 野) ＮＭ 

 砲丸投 予選 前野 孝太 (宮 津) 10m11 

 円盤投 予選 田中 梓二 (西舞鶴) 23m37 

  予選 前野 孝太 (宮 津) 27m19 

女子 走幅跳 6 位 松下 茉由 (西舞鶴) 4m09 

 砲丸投 予選 後藤すず華 (宮 津) 6m34 

 円盤投 6 位 後藤すず華 (宮 津) 23m65 

４．第 68 回京都府高校定通制総合体育大会陸上競技の部 

  期 日：平成 28 年 9 月 18 日（日） 

  会 場：丹波自然公園 陸上競技場 

男子 100ｍ 優勝 川崎 天斗 (宮 津) 12”47 

  3 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”64 

  4 位 平井  駆 (網 野) 12”76 

  7 位 安田  廉 (宮 津) 13”41 

  9 位 松村 海斗 (網 野) 14”06 

 200ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 24”36 

  3 位 平井  駆 (網 野) 26”20 

  4 位 安田  廉 (宮 津) 27”74 

 400ｍ 2 位 山下 雄也 (網 野) 1’09”57 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’17”25 

 1500ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 4’50”18 

  2 位 山下 恵佑 (網 野) 5’30”03 

  3 位 寶井 浩平 (宮 津) 6’04”52 

 3000ｍsc 優勝 田中 梓二 (西舞鶴) 15’45”63 

 4x100mR 優勝 平井･西村･松村･吉田 (網 野) 50”74 

 4x400mR 優勝 山下 ･平 井 ･山 下 ･西村 (網 野) 4’22”69 

 走幅跳 優勝 吉田 翔哉 (網 野) 5m54 

 砲丸投 優勝 前野 孝太 (宮 津) 10m16 

 円盤投 優勝 前野 孝太 (宮 津) 27m34 

  3 位 田中 梓二 (西舞鶴) 22m64 

女子 100ｍ 2 位 松下 茉由 (西舞鶴) 16”93 

 走幅跳 優勝 松下 茉由 (西舞鶴) 4m06 

 砲丸投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 6m00 

 円盤投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 21m50 

５．第 52 回近畿高等学校定通制課程体育大会陸上競技の部 

  期 日：平成 28 年 11 月 6 日（日） 

  会 場：大阪府堺市金岡公園陸上競技場 

  両丹地区より男子 7 名、女子１名が出場 

男子 100ｍ 14 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”37 

  16 位 平井  駆 (網 野) 12”51 

  26 位 松村 海斗 (網 野) 13”98 

 200ｍ 7 位 平井  駆 (網 野) 25”72 

 400ｍ 10 位 山下 雄也 (網 野) 1’06”03 

 800ｍ 4 位 西村 博喜 (網 野) 2’09”85 

 1500ｍ 3 位 西村 博喜 (網 野) 4’41”69 

  13 位 山下 恵佑 (網 野) 5’30”47 

 3000ｍsc 6 位 田中 梓二 (西舞鶴) 15’56”41 

 4x100mR 6 位 平井･西村･松村･吉田 (網 野) 50”71 

 4x400mR 3 位 山下 ･平 井 ･山 下 ･西村 (網 野) 4’17”44 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m80 

 円盤投 11 位 田中 梓二 (西舞鶴) 19m41 

 学校対抗 4 位 網野高校  29 点 

女子 走幅跳 2 位 松下 茉由 (西舞鶴) 4m07 


