
軟式野球専門部

委員長 室野 明

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を結成して府大会へ参加す

ることができました。

来年度以降も現状を考えると、合同チームとして府大会

へ参加を推し進めたいと考えています。ただ、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

いと思います。

《大会成績》

平成26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25年5月 日（土）

会 場： ―

結 果：参加校なし

平成26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25年9月 日（土）

会 場： ―

結 果：参加校なし

（京都府大会 両丹合同チーム）

平成26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61回全国高等学校定時制通信制軟式野球京都大会）

準決勝

期 日：平成26年6月21日(土)

会 場：京都府立山城総合運動公園太陽が丘球技場

結 果：両丹合同０－２１桃山高校

＊両丹合同チームは綾部・網野間人・伊根の3校合同

平成26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

準決勝

期 日：平成26年10月５日（日）

会 場：亀岡運動公園野球場

結 果：両丹合同０－２１朱雀高校５回コールド

＊両丹合同チームは網野間人・伊根の2校合同



 

 バレーボール   専門部 

 

委員長   内藤翔平   

 

京都共栄学園高等学校 

 

《総括》 

平成 26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 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



バスケットボール専門部

委員長

岡下 宏行

網野高等学校間人分校

《総括》

平成２６年度の事業予定は5月の全国大会両丹予選、9

月の両丹定時制通信制総体、9月の近畿大会両丹予選でし

た。本年度も各校、部員の確保が難しく大会開催に至り

ませんでした。

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。



 

定通制卓球専門部 

 

委員長  岡本 健 

 

京都府立西舞鶴高等学校 

 

《総括》 

 年間を通じて各校の顧問の先生方には色々と御協力いた

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。 

 毎年度課題としている、出場生徒の減少が本年度におい

てもみられました。特に、女子生徒の参加が著しく減少し、

今後は予選そのものが実施できなくなるのではと心配して

います。 

そのような状況ですが、厳しい予選を勝ち抜き、全国大

会へ個人戦男子に山口駿太郎（綾部）、三宅勝也（網野）、

女子に下久保ゆい（綾部）の３名が出場。近畿大会へ個人

戦男子に山口駿太郎（綾部）が出場しました。日程の調整

や練習時間の確保が難しい中、たいへん健闘してくれまし

た。 

冒頭に挙げました課題は今後も残ると思われます。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、より競技の活性

化に御理解、御協力いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

《大会成績》 

１ 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 

 日時：平成２６年５月３１日（土） 

 会場：京都府立西舞鶴高等学校 第２体育館 

●男子個人 優勝 山口駿太郎 （綾部） 

      ２位 三宅 勝也 （網野） 

      ３位 鈴木 涼太 （福知山） 

      ４位 下戸 雅也 （網野） 

●女子個人 優勝 下久保ゆい （綾部） 

      ２位 秋里依美莉 （網野） 

       

 

２ 第４７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２６年６月１４日（土） 

 会場：京都府立西舞鶴高等学校 第２体育館 

●男子個人 ２位 山口駿太郎 （綾部） 

      ４位 三宅 勝也 （網野） 

      ７位 鈴木 涼太 （福知山） 

●女子個人 ３位 下久保ゆい （綾部） 

 

 

３ 第４７回全国高等学校定時制通信制卓球大会 

 日時：平成２６年８月５日（火）～７日（木） 

 会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 

●男子個人 山口駿太郎 （綾部）２回戦敗退 

      三宅 勝也 （網野）初戦敗退 

●女子個人 下久保ゆい （綾部）初戦敗退 

 

４ 第６５回両丹高等学校定時制通信制総合体育大会 

 日時：平成２６年９月２０日（土） 

 会場：京都府立福知山高等学校 

●男子個人 優勝 下戸 雅也 （網野） 

      ２位 三宅 勝也 （網野） 

      ３位 鈴木 涼太 （福知山） 

      ４位 田中 秀明 （網野） 

●女子個人 優勝 中村 水優 （網野） 

      ２位 下久保ゆい （綾部） 

      ３位 中道 亜美 （網野） 

      ４位 四方 夏美 （福知山） 

 

 

５ 平成２６年度京都府高等学校定時制通信制両丹卓球大

会 兼第５０回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会

両丹選考会 

 日時：平成２６年８月３１日（日） 

 会場：京都府西舞鶴高等学校 第２体育館 

●男子個人 優勝 山口駿太郎 （綾部） 

      ２位 小西 汰希 （宮津） 

      ３位 汐見 友希 （宮津） 

 

 

６ 第５０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２６年９月２７日（土） 

 会場：京都府立鳥羽高等学校 東体育館 

●男子個人 ２位 山口駿太郎 （綾部） 

   ４位 小西 汰希 （宮津） 

 

 

７ 第５０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２６年１１月２日（日） 

 会場：奈良県天理市総合体育館（長柄運動公園内） 

●男子個人 山口駿太郎 （綾部） 初戦敗退 

 

 



 

   ソフトテニス部   専門部 

 

委員長   東中 陽太郎   

 

福知山高等学校 

 

 

 

《総括》 

 平成 26年度の両丹予選会は、男子 1ペア、女子 2ペアの

参加がありました。男子の部に関しては、網野高校間人分

校の 1ペアのみのエントリーでした。  

女子の部では、優勝は中出・松田組（網野高校間人分校）、

準優勝は四方・鈴木組（福知山高校三和分校）でした。中

出・松田組は京都府下大会においても 3位に入りました。 

 第 65回両丹高等学校定時制通信制総合体育大会では、事

前調査したエントリー状況をふまえて男子の部は開催せず、

女子の部のみの開催となりました。女子は、5 チームのエ

ントリーがあり、優勝は大平・後藤組（宮津高校伊根分校）、

準優勝は後藤・田中組（宮津高校伊根分校）でした。どち

らのペアも、両丹予選会には出場していませんでしたが、

好成績を残し、来年につながる明るい結果となりました。 

 男女共に部員数が少ないですが、両丹地区から全国大会

に出場する選手を一人でも多く輩出できるよう、専門部と

してより一層の活性化を目指したいと考えています。   

併せて、両丹地区選手全体のレベルアップのため、選手

育成も図りたいと考えています。 

 最後になりましたが、各大会を支えてくださった関係の

方々に厚く御礼を申し上げます。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《大会成績》 

 

１．平成 26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 26年 5月 18日（日） 

  会場：京都府立福知山高等学校 

 

（女子の部） 

 ①中出彩花・松田晶帆（網野高校間人分校） 

 ②四方夏美・鈴木結（福知山高校三和分校） 

  

 

２．平成 26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 26年 6月 8日（日） 

  会場：京都市立伏見工業高校 

 

（女子の部） 

 3位  中出彩花・松田晶帆（網野高校間人分校） 

 

 

３．第 65回両丹高等学校定時制通信制総合体育大会 

  期日：平成 26年 9月 20日（土） 

  会場：京都府立福知山高等学校 

 

（女子の部） 

 ①大平明香里・後藤すず華（宮津高校伊根分校） 

②後藤みなみ・田中瑠華（宮津高校伊根分校） 

 ③中出彩花・松田晶帆・西井真衣（網野高校間人分校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 バドミントン専門部 

 

委員長  小坂駿介 

 

綾部高等学校東分校定時制 

 

《総括》 

 平成26年度、春の両丹選手権兼全国大会両丹予選会は、

ダブルス男子5･女子0ペア、シングルス男子10･女子0名の参

加であった。男子Ｄは、赤塚･村田ペア（東舞鶴浮島）が地

上･堀ペア（網野間人）との接戦を制し優勝。男子Ｓは、男

子の今井（綾部東4年）が2年連続優勝を果たし、地上（網

野間人3年）村田（東舞鶴浮島3年）泉田（東舞鶴浮島3年）

が続き、京都府大会に駒を進めた。 

府予選会では，男子シングルスで今井が京都4位に競り勝

ち決勝リーグに出場し、府下3位となった。全国大会のメン

バーに選出された。 

 

 秋の近畿大会両丹予選会は、団体男子4チーム、シングル

ス男子16名、シングルス女子2名の参加であった。女子団体

は昨年度もエントリーが無く、年々参加者が減少している。

男子団体戦は、東舞鶴浮島が綾部と接戦の末優勝。シング

ルス男子の今井（綾部4年）は圧倒的な強さを発揮し優勝、

地上（網野間人3年）、堀（網野間人3年）、村田（東舞鶴

浮島3年）が続いた。シングルス女子では元井（網野間人3

年）が松本（網野間人3年）を破り優勝、各々京都府大会に

進んだ。 

 府予選会では，シングルス男子の今井（綾部4年）が決勝

リーグに進むものの府下4位。シングルス女子の元井（網野

間人3年）も決勝リーグに進んだが府下4位。男女ともに本

大会の出場権は獲得できなかった。 

 

 ９月の第65回両丹定通制総合体育大会は、一般生徒を含

む全生徒を対象に両丹支部事務局が主催する大会である。

競技は団体戦方式（Ｄ･Ｓ1･Ｓ2）で、男子12・女子10チー

ムの計89人の参加数で盛大に開催することができた。大き

な応援が送られる中，男子は東舞鶴浮島が、女子は網野間

人分校①が接戦を勝ち抜き優勝した。 

 

    今年度特筆すべきは、今井（綾部4年）が京都府代表メン

バーとして８月の全国大会に出場し、一回戦を勝ち進んだ

こと。年２回の強化練習会に積極的に参加し競技力を向上

させ、両丹地区の選手が全国大会に出場できたことは、大

変喜ばしいことであった。 

しかし、競技経験に乏しい他の両丹選手は、市部選手と

の実力差が大きく、加えて各校の部員数が減少し、団体戦

のみならず個人戦の開催も危うい現状である。そこで11月

に両丹地域のみの審判講習会及び強化練習会を実施した。   

各大会の参加者増と競技力向上の方策を市部専門部と

連携しながら検討し、両丹大会の成功に向け更なる努力を

続けたい。 

 

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。 

文末になりましたが、各大会を支えてくださった関係の

方々に厚く御礼を申し上げます。 

 

《大会成績》 

１．京都府高等学校定時制通信制バドミントン両丹選手権

大会兼全国大会両丹予選会 

 期 日：平成26年5月24日（土） 

 会 場：京都府立東舞鶴高等学校浮島分校体育館 

 参加数：3校10名 

（男子ダブルス） 

  優 勝 赤塚・村田ペア（東舞鶴高校浮島分校）   

  準優勝 地上・堀ペア（網野高校間人分校）    

（男子シングルス） 

優 勝 今井 朝陽（綾部高校東分校4年）  

  準優勝 地上 優人（網野高校間人分校3年）  

  ３ 位 村田 優大（東舞鶴高校浮島分校3年）   

  ４ 位 泉田 涼太郎（東舞鶴高校浮島分校3年） 

（女子ダブルス） 

  出場なし 

（女子シングルス） 

  出場なし 

 

    以上の選手が京都府予選会の出場権獲得。 

 

２．第48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26年9月13（土） 

  会 場：京都府立綾部高等学校東分校体育館 

参加数：3校18名 

（男子団体戦） 

  優 勝 東舞鶴浮島分校（泉田･赤塚･野井倉･村田） 

  準優勝 綾部高校東分校（今井･土田･川野･齊藤） 

（男子シングルス） 

  優 勝 今井 朝陽（綾部高校東分校4年）  

  準優勝 地上 優人（網野高校間人分校3年）  

  ３ 位 堀  利美（網野高校間人分校3年）   

  ４ 位 村田 優大（東舞鶴高校浮島分校3年） 

（女子団体戦） 

  参加校なし 

（女子シングルス） 

  優 勝 元井 優穂（網野高校間人分校3年） 

  準優勝 松本 法子（網野高校間人分校3年） 

*出場2名 

    以上の選手が京都府予選会の出場権獲得。 

 

３、第65回両丹定時制通信制総合体育大会 

期 日：平成 26年 9月 20日（土） 

会 場：京都府立綾部高等学校（本校）体育館 

参加数：6校89名 

（男子の部） 

優 勝 東舞鶴高校浮島分校 

準優勝 綾部高校東分校①         

３ 位 京都共栄通信制 福知山高校三和分校① 

 （女子の部） 

優 勝 網野高校間人分校① 

準優勝 福知山高校三和分校① 

３ 位 福知山高校三和分校③ 綾部高校東分校① 

 



 

陸上競技専門部 

 

両丹代表  浪江大輔 

 

東舞鶴高等学校浮島分校 

《総括》 

 近年、定時制通信制大会への参加人数は少なく、京都府

の大会の成績一覧表も埋まらない現状があります。各校で

努力はしていただいていることとは思いますが、ぜひ能力

の高い生徒はもちろん、根気強くがんばる生徒など、幅広

く大会に参加させていただき、陸上競技を盛り上げていき

たいと思っています。 

 両丹においては、網野高校間人分校、宮津高校伊根分校、

西舞鶴高校通信制がそれぞれ少ない人数で複数種目にエン

トリーしてがんばっている様子がうかがわれます。 

 全国大会への参加は、両丹から男女あわせて 7 名でした。

男子は宮津の川﨑君、安田君、網野の吉田君、西村君、が

頑張りましたが予選を突破できず、女子では網野の元井さ

んが走高跳で 7位入賞となりました。 

 近畿大会へは両丹から男女あわせて 6 名が出場し、網野

の西村君（男子 800ｍ）が優勝、他の選手もそれぞれ入賞

を果たし活躍してくれました。 

 競技人口の減少が競技力の低下につながっていることは

明白です。増やすことはなかなか容易なことではないです

が、競い合いの中で強くなってこそ、全国、近畿での成績

につながると思います。 

 今年度いろいろとお世話になった関係者の方々に、厚く

御礼を申し上げます。 

《大会成績》 

１．第 15回京都府高校定通制陸上競技春季大会 

  期 日：平成 26 年 5月 17 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”4 

  6 位 松村 海斗 (網 野) 13”5 

 200ｍ 2 位 松村 海斗 (網 野) 28”0 

 800ｍ 2 位 西村 博喜 (網 野) 2’29”4 

 1500ｍ 2 位 西村 博喜 (網 野) 5’15”9 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m63 

女子 100ｍH 優勝 元井 優穂 (網 野) 23”6 

 走高跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 1m30 

２．第 54回京都府高等学校定通制陸上競技選手権大会 

  期 日：平成 26 年 6月 15 日（日） 

  会 場：京都府立山城総合運動公園 陸上競技場 

男子 100ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 12”69 

  2 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”83 

  4 位 安田  廉 (宮 津) 13”14 

  5 位 松村 海斗 (網 野) 13”80 

 200ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 25”70 

  3 位 安田  廉 (宮 津) 28”11 

  4 位 松村 海斗 (網 野) 28”68 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’20”05 

 1500ｍ 2 位 西村 博喜 (網 野) 4’52”38 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m70 

女子 100ｍ 優勝 稲田  想 (宮 津) 15”41 

 200ｍ 優勝 稲田  想 (宮 津) 32”21 

 100ｍH 優勝 元井 優穂 (網 野) 22”90 

 走高跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 1m30 

 砲丸投 優勝 後藤すず華 (宮 津) 5m85 

 円盤投 3 位 後藤すず華 (宮 津) 17m64 

３．第 49回全国高等学校定通制陸上競技大会 

  期 日：平成 26 年 8月 8 日（金）～10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 4名、女子 3名が出場 

男子 100ｍ 予選 吉田 翔哉 (網 野) 12”86 

  予選 川﨑 天斗 (宮 津) 12”32 

 200ｍ 予選 川﨑 天斗 (宮 津) 26”39 

  予選 安田  廉 (宮 津) 27”72 

 800ｍ 予選 西村 博喜 (網 野) 2’13”69 

 1500ｍ 予選 西村 博喜 (網 野) 4’38”97 

 走幅跳 予選 吉田 翔哉 (網 野) 5m53 

 4x100mR 予選 藤本･吉田･川﨑･野々口 (京 都) DNF 

 4x400mR 予選 村路･門･川﨑･西村 (京 都) 4’01”85 

女子 100ｍ 予選 稲田  想 (宮 津) 15”30 

 200ｍ 準決勝 稲田  想 (宮 津) 31’83 

 100ｍH 予選 元井 優穂 (網 野) 21”94 

 走高跳 7 位 元井 優穂 (網 野) 1m30 

 砲丸投 予選 後藤すず華 (宮 津) 6m06 

 円盤投 予選 後藤すず華 (宮 津) 20m00 

 4x100mR 予選  (京 都) DNS 

４．第 66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 26 年 9月 21 日（日） 

  会 場：丹波自然公園 陸上競技場 

男子 100ｍ 2 位 川﨑 天斗 (宮 津) 12”37 

  5 位 安田  廉 (宮 津) 13”25 

  6 位 松村 海斗 (網 野) 13”61 

 200ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 25”30 

  2 位 安田  廉 (宮 津) 28”02 

  3 位 松村 海斗 (網 野) 28”32 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’23”07 

 1500ｍ 2 位 西村 博喜 (網 野) 4’54”03 

 4x100mR 2 位 田中・西村・松村・吉田 (網 野) 55”09 

 4x400mR 優勝 田中・西村・松村・吉田 (網 野) 4’34”42 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m56 

 三段跳 優勝 吉田 翔哉 (網 野) 11m54 

  2 位 田中 梓二 (網 野) 9m09 

 円盤投 3 位 田中 梓二 (網 野) 16m83 

女子 100ｍ 優勝 稲田  想 (宮 津) 15”32 

 200ｍ 優勝 稲田  想 (宮 津) 32”77 

 走高跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 1m30 

 走幅跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 3m83 

 砲丸投 3 位 後藤すず華 (宮 津) 5m90 

 円盤投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 21m09 

５．第 50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 26 年 11 月 3 日（月） 

  会 場：奈良県立橿原公苑陸上競技場 

  両丹地区より男子５名、女子１名が出場 

男子 100ｍ 18 位 松村 海斗 (網 野) 13”66 

 200ｍ 18 位 松村 海斗 (網 野) 28”13 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’11”40 

  8 位 泉  和樹 (西舞鶴) 2’22”99 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m74 

 三段跳 4 位 吉田 翔哉 (網 野) 11m59 

 円盤投 12 位 田中 梓二 (網 野) 17m48 

女子 走高跳 2 位 元井 優穂 (網 野) 1m30 

 走幅跳 3 位 元井 優穂 (網 野) 3m96 

※ トラック競技はタイムレース決勝となっています。 

 


