
NO. 順位 競技名 種別 学校名・選手名 種目名

1 陸上競技 少年女子Ａ 児島　柚月（西京） 300m

2 陸上競技 少年女子Ａ 瀧野　未来（京都橘） 300mﾊｰﾄﾞﾙ

3 陸上競技
成年少年
男子共通

京都府選抜
　村松　悦基（洛南）
　大石　凌功（洛南）
　小島　耀雅（亀岡）
　他大学生２名

４×100mﾘﾚｰ

4 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 洛北（12名）

5 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 細川　周（丹後緑風） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65kg級

6 自転車競技 男子
京都府選抜
　三宅　太生（北桑田）
　他大学生３名

４kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ

7 自転車競技 少年男子 長島　慧明（北桑田） 個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

8 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 少年男子 定廣　征季（京都廣学館） ﾋﾟﾝ

9 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 少年男子

京都府選抜
　菊元　雪　（龍谷大平安）
　竹中　大貴（龍谷大平安）
　湯淺　柊哉（乙訓）

ﾌﾙｰﾚ

10 陸上競技 少年男子Ａ 大石　凌功（洛南） 100m

11 陸上競技 少年男子Ｂ 村松　悦基（洛南） 100m

12 陸上競技 少年女子Ａ 松尾　愛利紗（京都文教） 800m

13 水泳(水球) 女子
京都府選抜
　鴨沂（２名）
　他大学生８名、社会人１名

14 水泳(競泳) 少年男子Ｂ 須磨　湧希（京都外大西） 100m背泳ぎ

15 水泳(競泳) 少年女子共通 奥園　心咲（立命館宇治） 400m自由形

16
水泳

(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ)
少年女子

京都府選抜
　三上　こころ（京都文教）
　田部井　柚子（鴨沂）

ﾃﾞｭｴｯﾄ

17 自転車競技 女子 岡本　美咲（北桑田） 個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

18 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 少年男子 俣野　琉樹（京都廣学館） ﾗｲﾄﾌﾗｲ

19 陸上競技
成年少年
男女混合

京都府選抜
　児島　柚月（西京）
　瀧野　未来（京都橘）
　山本　嶺心（洛南）
　他大学生１名

４×400mﾘﾚｰ

20 水泳(競泳) 少年女子Ａ 奥園　心咲（立命館宇治） 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

21 水泳(水球) 少年男子
京都府選抜
　鳥羽（10名）
　乙訓（１名）

22 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年女子

京都府選抜
　京都精華学園（７名）
　京都両洋（２名）
　他中学生３名

23 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 松田　來大（丹後緑風） ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ60kg級

24 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 伊藤　大輝（丹後緑風） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ80kg級

25 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 少年男子 齋藤　輝来（京都すばる） ﾊﾞﾝﾀﾑ

26 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 泊　幸大郎（海洋） 55kg級ｽﾅｯﾁ

27 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 泊　幸大郎（海洋） 55kg級ﾄｰﾀﾙ

28 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 今井　鼓太郎（宮津天橋） 89kg級ｽﾅｯﾁ
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29 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 泊　幸大郎（海洋） 55kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ

30 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 今井　鼓太郎（宮津天橋） 89kg級ﾄｰﾀﾙ

31 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 川﨑　菜々紗（海洋） 55kg級ｽﾅｯﾁ

32 陸上競技 少年女子共通 神　ともみ（鳥羽） 三段跳

33 体操(体操競技) 少年男子

京都府選抜
　岸田　匡玄（洛南）
　高崎　翔太（洛南）
　井上　聖也（洛南）
　表　　幸澄（洛南）
　成澤　一翔（洛南）

団体総合

34 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 少年男子 東山（12名）

35
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
少年男子

京都府選抜
　樫本　恭典（洛南）
　宮本　大聖（洛南）

36 ｻｯｶｰ 少年女子

京都府選抜
　京都精華学園（５名）
　山城（１名）
　乙訓（１名）
　京都橘（１名）
　他中学生７名

37 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 坂根　海琉子（丹後緑風） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ53kg級

38 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 由井　廉太郎（京都八幡） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ51kg級

39 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 少年男子 本橋　知大（丹後緑風） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ71kg級

40 ﾎｯｹｰ 少年女子
京都府選抜
　立命館（９名）
　須知　（４名）

41 水泳(競泳) 少年男子Ｂ

京都府選抜
　須磨　湧希（京都外大西）
　中村　啓将（洛南）
　他中学生２名

４×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

42 水泳(競泳) 少年女子Ａ 武田　とぼり（京都外大西） 100m自由形

43 水泳(競泳) 少年女子Ａ

京都府チーム
　武田　とぼり（京都外大西）
　奥園　心咲　（立命館宇治）
　梅澤　眞峯　（西京）
　前田　結衣　（京都外大西）

４×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ

44 水泳(飛込) 少年女子 伊藤　和奏（京都明徳） 高飛込

45 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 少年女子
京都府選抜
　京都光華（５名）

46 ﾎﾞｰﾄ 少年女子
京都府選抜
　竹原　李花（宮津天橋）
  太田　心菜（宮津天橋）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

47 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 少年女子

京都府選抜
　飯村　彩乃（龍谷大平安）
　竹山　夏芽（乙訓）
　他中学生１名

ﾌﾙｰﾚ

48
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
少年女子

京都府選抜
　久岡　千夏（福知山成美）
　坂口　澪奈（京都橘）

49 ｽｹｰﾄ 少年女子
京都府選抜
　前野　百花（京都光華）
　田中　梓沙（京都光華）

ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ

50 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 川﨑　菜々紗（海洋） 55kg級ﾄｰﾀﾙ
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51 陸上競技 少年男子Ｂ ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ（花園） 円盤投

52 ﾎﾞｰﾄ 少年男子

京都府選抜
　河村　奏甫　（京都工学院）
　二宮　璃紀　（京都工学院）
　赤羽　陽　　（京都工学院）
　橋本　鼓太郎（京都工学院）
　稲里　駿　　（京都工学院）

舵手付きｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

53 ﾃﾆｽ 少年男子
京都府選抜
　篠田　晃希（東山）
　﨑山　耀登（東山）

54 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 川﨑　菜々紗（海洋） 55kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

55 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 浦嶋　文彦（鳥羽） 73kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

８位


