
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27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23 (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27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5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 両丹合同チーム）

平成27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62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27年5月31日(日)～6月7日(日）

会 場：京都府立山城総合運動公園太陽が丘野球場 他

結 果：準決勝 両丹合同５－３クラーク国際

決 勝 両丹合同０－１０ 朱 雀

＊両丹合同チームは網野間人・伊根の3校合同

（近畿大会 宮津高校伊根分校）

第23回近畿高等学校定時制野球交流大会

期 日：平成27年11月22日（日）

会 場：山城運動公園太陽が丘野球場

結 果：宮津伊根１０－１３大阪Ｂ



 

 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 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

海野 光洋

東舞鶴高校浮島分校

《総括》

平成２７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  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。 

 近年、出場生徒の減少が続いていましたが、今年度は参

加校が増え、男子の参加者は増加して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2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。 

今年度は厳しい予選を勝ち抜き、個人戦男子で山口駿太

郎（綾部）が全国大会・近畿大会へ出場しました。また全

国大会京都府予選では、綾部高校が優勝しました。 

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２７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４８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２７年５月３１日（日） 

 会場：京都府立綾部高等学校 第２体育館 

●男子団体 優勝 綾部高等学校東分校定時制 

      ２位 宮津高等学校伊根分校定時制 

●男子個人 優勝 山口駿太郎 （綾部） 

      ２位 小田 涼太 （宮津） 

      ３位 小林 信吾 （綾部） 

      ４位 石道 翔太 （宮津） 

●女子個人 優勝 大江 冴香 （網野） 

      ２位 小西 優奈 （網野） 

 

２ 第４８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２７年６月６日（土） 

 会場：京都府立綾部高等学校 第２体育館 

●男子団体 優勝 綾部高等学校東分校定時制 

      ３位 宮津高等学校伊根分校定時制 

●男子個人 ２位 山口駿太郎 （綾部） 

      ５位 小田 涼太 （宮津） 

      ６位 小林 信吾 （綾部） 

      ７位 石道 翔太 （福知山） 

●女子個人 ２位 大江 冴香 （網野） 

 

 

３ 第４８回全国高等学校定時制通信制卓球大会 

 日時：平成２７年８月４日（火）～６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 

 

４ 第６６回両丹高等学校定時制通信制総合体育大会 

 日時：平成２７年９月１９日（土） 

 会場：舞鶴文化公園体育館  

●男子個人 優勝 小田 涼太 （宮津） 

      ２位 吉田 慶弥 （綾部） 

      ３位 石道 翔太 （宮津） 

●女子個人 優勝 山本 佳采 （西舞鶴） 

      ２位 土佐 百花 （西舞鶴） 

      ３位 中村 水優 （網野） 

 

 

 

５ 平成２７年度京都府高等学校定時制通信制両丹卓球大

会 兼 第５１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２７年９月１２日（土） 

 会場：京都府綾部高等学校 第２体育館 

●男子個人 優勝 山口駿太郎 （綾部） 

      ２位 小林 信吾 （綾部） 

      ３位 鈴木 涼太 （福知山） 

      ４位 中江 友哉 （網野） 

●女子個人 優勝 大江 冴香 （網野） 

 

 

６ 第５１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２７年９月２７日（日） 

 会場：京都府立鳥羽高等学校 講堂 

●男子個人 優勝 山口駿太郎 （綾部） 

      ３位 小林 信吾 （綾部） 

      ※中江 友哉（網野）は初戦敗退 

●女子個人 優勝 大江 冴香 （網野） 

 

 

７ 第５１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２７年１１月１日（日） 

 会場：和歌山市民体育館 

●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   

 

福知山高等学校三和分校 

 

 

 

《総括》 

 平成 27 年度の両丹選手権兼全国大会両丹予選会・近畿大

会両丹予選会は、男女各１チームのみのエントリーとなり

ました。 

 そのような状況の中、間人分校の男女各１チームが、府

大会・近畿大会共に出場し、女子の西井真衣・松田晶帆組

（網野高校間人分校）は、府大会３位、全国大会出場権を

獲得しました。 

 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、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．平成 27 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 27 年 5 月 16 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、不開催  

 

２．平成 27 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 27 年 6 月 7 日（日） 

  会場：京都市立伏見工業高校 

 

（男子の部） 

 予選敗退  田中梓二・山下雄也（網野高校間人分校） 

 

（女子の部） 

 ３位    西井真衣・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 27 年 9 月 19 日（土） 

  会場：ポリテクカレッジ 

 

（男子の部） 

 優勝  岡田直也・宮城勇太（宮津高校伊根分校） 

 

（女子の部） 

 優勝  西井真衣・松田晶帆（網野高校間人分校） 

準優勝  大平明香里・後藤すず華（宮津高校伊根分校） 

３位  袖中彩香・松尾若菜（網野高校間人分校） 

後藤みなみ・田中瑠華（宮津高校伊根分校） 

 

４．平成 27 年度第 51 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 27 年 11 月 8 日（日） 

   会場：和歌山市立つつじが丘テニスコート 

  

（男子の部） 

予選敗退  田中梓二・山下雄也（網野高校間人分校） 

※京都選抜として鴨沂高校と合同チームで出場 

 

（女子の部） 

予選敗退  西田真衣・松田晶帆（網野高校間人分校）  

※京都選抜として鴨沂高校と合同チームで出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

バドミントン専門部 

 

委員長  小室 雄治 

 

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して挙げられる中、

特に女子部員の参加が極めて少ない状況にあり、春・秋の

大会ともに網野高校間人分校のみの参加でした。今後も予

選そのものが実施困難になる可能性があり心配していま

す。男子部員についても４年生の生徒が多く、今後さらに

減少が予想されます。各校とも部員の確保に力を入れなけ

ればならない状況です。 

 そのような状況ではありますが、予選を勝ち抜き、京都

府代表として網野高校間人分校が全国大会男子シングルス

に出場し健闘してくれました。両丹から全国大会出場者が

出たことは喜ばしいことですが、両丹と市部の選手にはま

だかなりの力の差があると感じるため、強化練習会への積

極的な参加など、より一層の競技力向上が求められます。 

 顧問の先生方には、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

ますようお願い申し上げます。 

    

    

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27年5月23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：4校17名 

（男子ダブルス） 

  優 勝 泉田・野井倉ペア（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 地上 優人（網野高校間人分校4年）  

  準優勝 村田 優大（東舞鶴高校浮島分校4年）  

  ３ 位 泉田 涼太郎（東舞鶴高校浮島分校4年）   

  ４ 位 堀 利美（網野高校間人分校4年） 

（女子ダブルス） 

  優 勝 元井・松本ペア（網野高校間人分校4年） 

（女子シングルス） 

  優 勝 元井 優穂（網野高校間人分校4年） 

  準優勝 松本 法子（網野高校間人分校4年） 

  ３ 位 北垣 かえで（網野高校間人分校2年） 

 

    以上の選手が京都府予選会の出場権獲得。 

 

 

２．第51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27年9月5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16名 

（男子団体戦） 

  優 勝 網野高校間人分校（地上･堀･西村･田中） 

  準優勝 東舞鶴高校浮島分校（赤塚･泉田･野井倉･村田） 

（男子シングルス） 

  優 勝 地上 優人（網野高校間人分校4年）  

  準優勝 村田 優大（東舞鶴高校浮島分校4年）  

  ３ 位 堀  利美（網野高校間人分校4年）   

  ４ 位 西村 博喜（網野高校間人分校2年） 

（女子団体戦） 

  参加校なし 

（女子シングルス） 

  優 勝 北垣 かえで（網野高校間人分校2年） 

   

    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 27 年 9 月 19 日（土） 

会 場：舞鶴文化公園体育館アリーナ 

参加数：7校115名 

（男子の部） 

優 勝 網野高校間人分校Ａ 

準優勝 西舞鶴高校通信制         

３ 位 網野高校間人分校Ｂ 綾部高校東分校 

 （女子の部） 

優 勝 網野高校間人分校Ａ 

準優勝 綾部高校東分校 

３ 位 西舞鶴高校通信制 福知山高校三和分校Ｅ 

 



 

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》 

 年々、定時制通信制大会への参加人数が少なくなる中、

今年度は両丹支部の 3 校からの参加があり、男子が 3 名増

加の 9 名、女子が昨年と同数の 3 名と、少しでも増えたこ

と、また各大会で好成績を出してくれたことは喜ばしいこ

とです。来年度も、1 人でも多くの参加を期待します。 

 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 15 回京都府高校定通制陸上競技春季大会 

  期 日：平成 27 年 5 月 16 日（土） 

  会 場：南丹市園部公園陸上競技場 

男子 100ｍ 2 位 松村 海斗 (網 野) 13”2 

 200ｍ 優勝 吉田 翔哉 (網 野) 26”9 

  2 位 松村 海斗 (網 野) 28”4 

 400ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 1’00”3 

  2 位 田中 梓二 (網 野) 1’13”0 

  3 位 山下 雄也 (網 野) 1’15”7 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’16”6 

  2 位 山下 雄也 (網 野) 2’50”0 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m25 

 円盤投 優勝 田中 梓二 (網 野) 20m27 

女子 走高跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 1m25 

 走幅跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 3m79 

２．第 55 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 14 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 安田  廉 (宮 津) 12”81 

  3 位 平井  駆 (網 野) 13”06 

  4 位 川﨑 天斗 (宮 津) 13”26 

  5 位 松村 海斗 (網 野) 13”40 

 200ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 25”13 

  2 位 安田  廉 (宮 津) 27”10 

  3 位 平井  駆 (網 野) 27”33 

  4 位 松村 海斗 (網 野) 28”51 

 400ｍ 優勝 山下 雄也 (網 野) 1’12”60 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’10”57 

  2 位 大橋 一允 (宮 津) 2’39”61 

 1500ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 4’35”17 

  3 位 大橋 一允 (宮 津) 5’32”60 

 3000ｍsc 2 位 田中 梓二 (網 野) 14’15”52 

  3 位 山下 雄也 (網 野) 15’04”89 

 4x400mR 優勝 松村･田中･山下･平井 (網 野) 55”09 

 円盤投 優勝 田中 梓二 (網 野) 21m67 

女子 走高跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 1m25 

 走幅跳 優勝 松下 茉由 (西舞鶴) 4m07 

  2 位 元井 優穂 (網 野) 3m52 

 砲丸投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 6m29 

 円盤投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 22m23 

３．第 50 回全国高等学校定通制陸上競技大会 

  期 日：平成 27 年 8 月 12 日（水）～15 日（土） 

  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 3 名が出場 

男子 100ｍ 予選 安田  廉 (宮 津) 12”95 

  予選 川﨑 天斗 (宮 津) 12”36 

 200ｍ 予選 川﨑 天斗 (宮 津) 25”78 

  予選 吉田 翔哉 (網 野) 棄権 

  予選 安田  廉 (宮 津) 26”92 

 800ｍ ７位 西村 博喜 (網 野) 2’10”55 

 1500ｍ 予選 西村 博喜 (網 野) 4’33”70 

 3000ｍsc 予選 田中 梓二 (網 野) 14’36”60 

 4x400mR 予選 安田･川﨑･吉田･西村 (京 都) 47”22 

 走幅跳 予選 吉田 翔哉 (網 野) 5m49 

 円盤投 予選 田中 梓二 (網 野) 18m08 

女子 走幅跳 予選 元井 優穂 (網 野) 3m66 

  予選 松下 茉由 (西舞鶴) 4m09 

 走高跳 予選 元井 優穂 (網 野) 1m20 

 砲丸投 予選 後藤すず華 (宮 津) 6m61 

 円盤投 ３位 後藤すず華 (宮 津) 23m38 

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 27 年 9 月 20 日（日） 

  会 場：丹波自然公園 陸上競技場 

男子 100ｍ 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”22 

  3 位 川﨑 天斗 (宮 津) 12”44 

  4 位 平井  駆 (網 野) 12”80 

  5 位 安田  廉 (宮 津) 13”12 

  7 位 松村 海斗 (網 野) 13”34 

 200ｍ 優勝 川﨑 天斗 (宮 津) 25”16 

  3 位 平井  駆 (網 野) 26”82 

  4 位 安田  廉 (宮 津) 27”53 

  5 位 松村 海斗 (網 野) 27”74 

 400ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 56”86 

  3 位 山下 雄也 (網 野) 1’11”23 

 800ｍ 優勝 西村 博喜 (網 野) 2’13”96 

  3 位 山下 雄也 (網 野) 3’00”58 

 3000ｍsc 2 位 田中 梓二 (網 野) 13’56”16 

 4x100mR 優勝 平 井 ･松 村 ･吉 田 ･西 村 (網 野) 51”62 

 走幅跳 2 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m85 

 円盤投 優勝 田中 梓二 (網 野) 20m81 

女子 100ｍ 2 位 松下 茉由 (西舞鶴) 15”11 

 走高跳 優勝 元井 優穂 (網 野) 1m20 

 走幅跳 優勝 松下 茉由 (西舞鶴) 4m18 

  2 位 元井 優穂 (網 野) 3m65 

 砲丸投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 5m97 

 円盤投 2 位 後藤すず華 (宮 津) 21m49 

５．第 51 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 27 年 11 月 23 日（日） 

  会 場：和歌山県運動公園陸上競技場 

  両丹地区より男子６名、女子１名が出場 

男子 100ｍ 9 位 吉田 翔哉 (網 野) 12”77 

  13 位 平井  駆 (網 野) 12”92 

  18 位 松村 海斗 (網 野) 13”48 

 200ｍ 8 位 平井  駆 (網 野) 26”16 

  14 位 松村 海斗 (網 野) 27”38 

 400ｍ 2 位 西村 博喜 (網 野) 57”16 

  7 位 山下 雄也 (網 野) 1’06”99 

 800ｍ 3 位 西村 博喜 (網 野) 2’13”45 

  12 位 山下 雄也 (網 野) 2’43”23 

 3000ｍsc 6 位 田中 梓二 (網 野) 14’43”65 

 走幅跳 3 位 吉田 翔哉 (網 野) 5m67 

 円盤投 9 位 田中 梓二 (網 野) 20m77 

女子 走幅跳 優勝 松下 茉由 (西舞鶴) 4m15 

 


