
両丹支部　全日制事務局

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月12日 企画委員・専門部委員長候補者合同会議 事務局校 18 30 役員改選

4月20日 第１回理事会・第１回企画委員会 事務局校 18 38 平成２９年度役員・決算報告・事業計画・両丹総体 等

4月27日 第１回役員総会 事務局校 18 41 ４月２０日に同じ

5月11日 両丹高校総体抽選会・陸上、水泳プロ編 事務局校 18 32 抽選会・総体運営・プログラム編成 等

5月18日 総合開会式・第２回企画委員会 西舞鶴高校 18 31 両丹総体総合開会式(西舞鶴高校生徒参加)・総体最終打合せ

5月20日 両丹高校総体 丹波自然運動公園 他 18 第６９回　１８会場１４種目

6月8日 第２回理事会・第３回企画委員会 事務局校 16 33 支部長交代・予算・両丹総体の反省・ＩＨ、国体視察・強化事業　等

6月15日 両丹総体総合閉会式・第２回役員総会 事務局校 18 39 総合第６位までを表彰(東舞鶴高校生徒参加)・６月８日に同じ

8月22日 両丹高校駅伝打合せ会議 福知山高校 5 6 担当　福知山ブロック　大会要項の検討・任務内容及び準備物の確認

9月14日 第３回理事会・第４回企画委員会 事務局校 18 38 両丹高校駅伝・ＩＨ視察報告・府高体連７０周年記念式典 等

9月28日 一般生徒対象事業検討委員会 事務局校 5 7 担当　綾部ブロック　次年度事業の立案

10月20日 両丹駅伝代表者会議・最終打合せ会議 海洋高校 12 19 正式オーダー提出・駅伝運営、役員打合せ

10月21日 両丹高校駅伝 海洋高校 18 310 男子７０回１２チーム＋OP１　女子３２回１０チーム

11月16日 第４回理事会・第５回企画委員会 事務局校 15 34 両丹駅伝の反省・国体視察報告・一般生徒対象事業 等

1月13日 一般生徒対象事業 グリーンアリーナ神戸 11 54 Ｖプレミアリーグ女子バレーボール観戦(東レ対デンソー)

2月1日 第５回理事会・第６回企画委員会 事務局校 16 34 事業報告・会計中間報告・両丹支部表彰者の選考　等

3月2日 第３回役員総会 舞鶴グランドホテル 19 47 ２月１日に同じ



両丹支部　陸上競技専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月18日 第１回顧問会議 西舞鶴高校 14 ﾌﾟﾛ編・組織体制・行事予定等

5月3日 両丹高校選手権大会 丹波自然運動公園 男13女11 291 大会新　男子４・女子１

5月4日 　兼京都府高校選手権大会両丹予選 男子最優秀選手：金井一平　女子最優秀選手：岸口輝美

7月7日 第２回顧問会議 峰山高校 12 両丹、京都、両丹ユース総括・近畿ユース両丹予選プロ編等

8月4日 両丹高校ユース選手権大会　兼府ユース両丹予選 丹波自然運動公園 男13女13 241 大会新　男子８・女子１

9月12日 第３回顧問会議 宮津高校 12 IH・ﾕｰｽ総括・両丹ジュニアプロ編等

9月23日 両丹高校新人大会　兼府ジュニア両丹予選 丹波自然運動公園 男13女13 236 大会新　男子１１・女子３

11月26日 種目別練習会 丹波自然運動公園 男10女9 119 講師：田川さなえ（洛北高教諭）

12月5日 第４回顧問会議 峰山高校 14 30年度競技日程・春季選抜合宿・強化指定選手体力測定

12月16日 強化指定選手体力測定 府トレーニングセンター 男9女5 42 強化指定選手に対して筋力測定を実施

12月17日 各校顧問・選手に対してフィードバックを実施

12月19日

12月20日

12月21日

12月22日

12月23日

12月25日

12月26日

12月27日

2月26日 第５回顧問会議 綾部高校 14 本年度総括・30年度行事日程等

3月21日～24日 両丹春季選抜合宿 丹波自然運動公園 14 180 特別講師：吉岡康典（網野高校出身）



両丹支部　体操専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月29日 第１回顧問会議 網野高校 3

4月29日 第１回演技講習会 網野高校 男2女3 16 講師　吉岡美乃里先生（体操競技女Ⅰ種審判）による実技講習

5月6日 両丹高校選手権大会　兼全国高校総体両丹予選 網野高校 男2女3 24 新体操男子団体　網野　体操競技女子団体　網野

7月16日 京都高校選手権大会両丹予選 網野高校 男1女2 17 新体操男子団体　網野　体操競技女子団体　網野

9月18日 第２回演技講習会 網野高校 1 8 講師　廣庭捷平先生（新体操Ⅰ種審判）による実技講習

10月28日 両丹高校新人大会　兼府新人選手権大会両丹予選 網野高校 男2女2 20 新体操男子団体　網野　体操競技女子団体　網野



両丹支部　バレーボール専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月22日 宮津・峰山・東舞鶴高校

4月23日 両丹高校春季大会 東舞鶴・福知山・宮津高校 シード決定戦

4月29日 工業・綾部高校

5月2日 第１回顧問会議 宮津高校 15 役員・事業計画等

5月5日 強化練習会　兼審判研修会 舞鶴文化公園体育館 男6女6 168 春季大会上位６チームが、モデルチームとして参加

6月3日 両丹高校選手権大会 三段池公園総合体育館 男8女14 294 男女とも上位４チームが府予選進出

6月4日 　兼全国高校総体・近畿大会両丹予選

8月9日 両丹高校夏季大会 舞鶴文化公園体育館 男8女13 294 シード決定戦

8月10日

9月16日 夏季強化練習会(女子) 長田野体育館 女12 70 女子は、アトランタ五輪日本代表　坂本清美選手に講師を依頼

9月17日 夏季強化練習会(男子)・・・後日延期 男子は、台風接近のため後日延期

10月12日 第２回顧問会議 宮津高校 15 強化練習会・全日本高校選手権大会等

10月28日 全日本高校選手権大会両丹予選 宮津高校・加悦谷高校 男8女12 280 男女とも上位４チームが府予選進出

10月29日 宮津市民体育館

12月16日 冬季普及練習会 綾部市運動公園体育館 9 80 講師　霜尾季挑(西舞鶴高校)

12月8日 第３回顧問会議・実技研修会 北陵コミュニティーセンター 14 大会結果・冬季強化、普及練習会等　実技研修会「レフリーテクニック」

12月25日～27日 冬季強化練習会(男子) 兵庫県立総合体育館 4 60 全日本高校選手権大会両丹予選の上位４チームが参加

12月26日～27日 冬季強化練習会(女子) 天理大学体育学部 2 40 全日本高校選手権大会両丹予選の上位２チームが参加

1月13日 両丹高校新人大会 工業・宮津・東舞鶴高校 男8女11 266 男女とも上位４チームが府大会進出

1月14日 　兼京都高校新人選手権大会両丹予選会 東舞鶴・福知山・加悦谷高校

1月20日 成美・綾部高校

1月25日 臨時役員会議 宮津高校 9 事業報告・30年度役員及び事業計画等

2月12日 冬季強化練習会(男子) 綾部高校 8 70 ９月１７日にできなたっかた強化練習会を実施

2月23日 第４回顧問会議 宮津高校 16 事業報告・30年度役員及び事業計画等

男8女13 280



両丹支部　バスケットボール専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月13日 第１回顧問会議 福知山成美高校 16 役員分担等

4月29日 両丹高校選手権大会 宮津高校 男14女10 480 男子上位５校・女子上位４校が府大会出場

4月30日 　兼全国高校総体・近畿大会両丹予選 工業高校

5月3日 福知山高校

5月4日 舞鶴市文化公園体育館

6月30日 第２回顧問会議 福知山成美高校 16 技術講習会等

8月20日 両丹高校夏季大会 福知山高校・上杉体育館 男14女11 375 ２つのディビジョンに分けてリーグ戦を実施

8月21日 福知山高校・上杉体育館

8月23日 舞鶴文体・宮津市体育館

8月24日 舞鶴文体・宮津市体育館

9月9日 技術講習会(男子) 大江高校 男15 67 選抜メンバーを指導

9月10日 技術講習会(女子) 大江高校 女11 74

9月23日 京都高校選手権大会両丹予選 工業高校 男13女9 330 男女とも上位５校が府大会出場

9月24日 　兼全国高校選抜優勝大会両丹予選 工業高校

9月30日 宮津高校

10月1日 宮津高校

11月4日 審判技術講習会 舞鶴市文化公園体育館 女7 105 指名審判講習会

11月5日

12月26日 強化練習会 篠山産業高校　他 男2女2 60 両丹上位２チームを派遣

12月27日

1月7日 両丹高校新人大会 工業高校 男13女10 245 男女とも上位４校が府大会出場

1月8日 　兼京都高校新人大会両丹予選 工業高校

1月13日 綾部高校

1月14日 綾部高校

2月6日 第３回顧問会議 福知山成美高校 16 総括等



両丹支部　ソフトテニス専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月25日 第１回顧問会議 福知山高校 13

5月3日 両丹高校選手権大会（個人） 三段池テニスコート 男12女12 344 男子６・女子５近畿へ

5月5日 　兼府・近畿・全国高校総体両丹予選 東舞鶴テニスコート 男子３・女子２全国へ

5月4日 両丹高校選手権大会（団体戦） 三段池テニスコート 男12女11 184 男女共全国へ　男３・女２近畿へ

6月17日 審判講習会 福知山市民テニスコート 12 127 公認２級審判資格取得講習会

9月12日 シード編成会議 工業高校 8 両丹高校新人大会個人戦シード編成

9月18日 両丹高校新人大会（個人戦） 三段池テニスコート 男12女13 240 男子４・女子６近畿へ

9月23日 　兼府高校選抜個人戦両丹予選

9月30日 強化練習会 三段池テニスコート 男9女8 76 府大会出場者対象

10月24日 シード編成会議 工業高校 8 両丹高校新人大会団体戦シード編成

11月3日 両丹高校新人大会（団体戦） 東舞鶴テニスコート 男12女12 192 女子全国へ　男１・女１近畿へ

11月14日 シード編成会議 工業高校 8 インドア大会両丹予選シード編成

11月23日 府高校インドア大会両丹予選 東舞鶴テニスコート 男12女12 248 女子全国へ

12月25日 技術講習会 三段池テニスコート 男12女10 44

12月26日

3月12日 第２回顧問会議 福知山高校 13



両丹支部　卓球専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月21日 第１回顧問会議 西舞鶴高校 12

5月3日 両丹高校選手権大会 宮津市民体育館 男10女10 158

5月4日

8月24日 第２回顧問会議 西舞鶴高校 12

9月9日 両丹高校新人大会 福知山市民体育館 男10女10 128

9月10日 加悦谷高校

11月12日 公立校大会両丹予選 加悦谷高校・綾部高校 男9女7 104 学校対抗

12月16日 強化講習会 福知山市民体育館 男10女9 123 講師：小林茂仁氏

3月17日 強化練習会(全国高校総体シード大会) 舞鶴文化公園体育館 シングルス戦とダブルス戦



両丹支部　硬式野球専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

7月4日 第１回顧問会議 加悦谷高校 16

7月30日 第２回顧問会議 加悦谷高校 16

10月28日 審判法・ルール及び実技研修会 福知山球場 5 100

10月29日 舞鶴球場 5 100

11月4日 峰山球場 5 100

2月17日 第３回顧問会議 福知山成美高校 16



両丹支部　ソフトボール専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月13日 第1回顧問会議 福知山成美高校 6

4月15日 両丹高校選手権大会 宮津市民グラウンド 7 105 １位・２位は近畿大会および府予選出場

4月16日 　兼近畿高校選手権大会両丹予選 福知山高校

4月22日 宮津市民グラウンド

4月29日 男子両丹高校選手権大会　兼近畿大会両丹予選 東舞鶴運動公園 本年度は実施せず

7月7日 第２回顧問会議 福知山成美高校 6

9月1日 第３回顧問会議 福知山成美高校 6

9月16日 両丹高校新人大会 綾部高校 6 90 １位２位は府大会出場

9月18日 　兼京都府高校選手権大会両丹予選 綾部高校

9月23日 福知山高校

11月18日 技術講習会 福知山高校 7 105 講師：久保田氏（大阪国際大学）

12月1日 第４回顧問会議 峰山高校 7



両丹支部　サッカー専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月18日 第１回顧問会議 海洋高校 15 役割分担・加盟登録　他

6月9日 第２回顧問会議 宮津高校 16 両丹高校選手権抽選　他

7月22日 両丹高校選手権大会 峰山・加悦谷高校 14 500 10校が府大会出場

7月24日 　兼全国高校選手権大会両丹予選 東舞鶴高校

7月26日 　兼京都高校選手権大会両丹予選 八丁浜芝生

7月28日 工業高校

7月30日 綾部高校

11月7日 第３回顧問会議 工業高校 15 両丹高校新人大会抽選会　他

11月23日 両丹高校新人大会 東舞鶴・加悦谷高校 14 400 ４校が府大会出場

1月8日 　兼京都高校新人大会両丹予選 福知山・綾部高校

1月13日 綾部高校

1月14日 福知山高校

12月11日 スポーツトレーナー講習会 綾部高校 13 70

2月7日 第４回顧問会議 海洋高校 16 総括・３０年度事業計画　他



両丹支部　柔道専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月18日 第1回顧問会議 西舞鶴高校 5

5月21日 両丹高校選手権大会兼全国総体両丹予選 福知山市武道館 男5女4 63 団体および体重別・女子の部

7月15日 両丹高校学年別選手権 福知山市武道館 男5女3 56 団体および有段者の部・段外の部・女子の部

8月26日 第１回強化練習会 福知山市武道館 男3女2 35

9月16日 両丹高校新人大会　兼府選手権両丹予選 福知山市武道館 男4女3 49 団体および体重別・女子の部

11月3日 第２回強化練習会 舞鶴文化公園体育館 男3女1 28

12月12日 第２回顧問会議 京都共栄学園高校 5



両丹支部　水泳専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月21日 第1回顧問会議 鳥羽高校 8

4月25日 第２回顧問会議(両丹高校選手権プロ編) 綾部高校 8

5月3日 第1回強化練習会 綾部高校プール 男3女4 20

5月4日

5月5日

5月6日 両丹高校選手権大会　兼府選手権大会両丹予選 綾部高校プール 男6女6 31

8月5日 第2回強化練習会 綾部高校プール 男6女3 26

8月6日

11月24日 第3回顧問会議 綾部高校 9

12月17日 両丹高校新人大会　兼オール両丹選手権大会 綾部高校プール 男6女4 23

1月25日 第4回顧問会議 綾部高校 9



両丹支部　バドミントン専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月25日 第１回顧問会議 福知山高校 11

4月29日 両丹高校選手権大会（個人戦） 舞鶴文化公園体育館 男11女11 255

4月30日 日星高校・東舞鶴高校

5月13日 両丹高校選手権大会（学校対抗） 綾部市運動公園体育館 男11女8 230

5月14日 綾部高校

7月24日 審判講習会　兼技術講習会 綾部市運動公園体育館 男11女11 267

7月25日 綾部市民セ・綾高東分校

7月28日 第２回顧問会議 福知山高校 11

8月9日 近畿高校バドミントン選手権大会両丹予選(個人戦) 福知山高校・長田野体 男11女11 267

8月10日 東舞鶴高校・日星高校

9月23日 第１回強化練習会 綾部市市民センター 男10女9 230

9月24日 宮津高校

11月3日 両丹高校新人大会（学校対抗） 綾部市運動公園体育館 男11女8 230

11月4日 東舞鶴高校

12月26日 第３回顧問会議 福知山高校 11

1月6日 両丹高校新人大会（個人戦） 舞鶴文体・日星高校 男11女11 253

1月7日 福知山高校

2月17日 第２回強化練習会 宮津高校 男11女11 253

2月23日 第４回顧問会議 西舞鶴高校 11



両丹支部　剣道専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月18日 第１回顧問会議 福知山成美高校 6

4月30日 全国高校総体両丹予選 福知山市武道館 男6女5 56 団体および個人戦

8月8日 第２回顧問会議 福知山成美高校 6

8月24日 両丹高校選手権大会 福知山市武道館 男6女4 31 個人戦

9月23日 錬成大会(強化練習会) 東舞鶴高校 男6女3 28

10月24日 第３回顧問会議 福知山成美高校 6

10月29日 両丹高校新人大会 福知山市武道館 男7女2 29 団体および個人戦

2月3日 第４回顧問会議 福知山成美高校 5



両丹支部　テニス専門部

開催期日 事　　業　　名 主会場
実参加
校数

実参加
者数

特記事項

4月8日 第1回顧問会議 共栄高校 6

4月23日 両丹高校選手権大会(団体) 東舞鶴テニスコート 男5女2 35

4月23日 両丹高校選手権大会(個人) 東舞鶴テニスコート 男6女3 73

4月24日 　兼全国高校総体両丹予選

7月15日 第2回顧問会議 綾部高校 5

7月29日 強化練習会 三段池テニスコート 男4女4 39

8月18日 両丹高校新人大会 東舞鶴テニスコート 男6女3 54

8月19日 　兼近畿高校選手権両丹予選（個人）

9月8日 第3回顧問会議 綾部高校 5

10月7日 京都高校選手権大会両丹予選 三段池テニスコート 男5女3 54 男子シングルス３・ダブルス２は府大会へ

10月8日 女子シングルス２・ダブルス１は府大会へ

12月9日 第4回顧問会議 綾部高校 5


