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京都府立峰山高等学校

《総括》

東舞鶴高校から事務局を引き継ぎ、丹後地域の高校再編を控え

る中、再編後のことも意識しながら事務局をスタートしました。

さて、本年度の両丹高等学校総合体育大会(5/18実施)は、会場

・担当校・派遣審判員等について前年度に大幅な見直しを進めて

いただいており、丹波自然運動公園で実施の陸上競技をはじめ、

全16会場で男女とも12種目を実施し、男女とも福知山成美高校が

優勝、男子は29連覇、女子は９連覇となり無事に終了することが

できました。

また、両丹高等学校駅伝競走大会(10/19実施)は、例年どおり海

洋高校周辺駅伝コースを使わせていただき、男女とも10校(女子は

当日１校が棄権)の参加で実施をしました。男子の競技中には冷た

い雨が降る状態となりましたが、男女とも繰り上げスタートをす

ることなくすべての学校が完走し、男子は宮津高校、女子は福知

山成美高校の優勝で幕を閉じました。

なお、両丹総体、両丹駅伝は、丹後地域の高校再編に関係して

今後大きな見直しをする必要があり、来年度以降の課題となって

います。

一般生徒対象事業(11/9実施)には、11校から48名が参加し、神

戸総合運動公園体育館においてＶプレミアリーグ女子バレーボー

ル(ヴィクトリーナ姫路 対 デンソー、久光製薬スプリングス 対

岡山シーガルズ)の試合を観戦しました。久光製薬 対 岡山の試合

中に会場を後にしなくてはならなかったことが残念でしたが、ト

ップ選手のプレーを間近で見られたことは大変意義があったので

はないかと考えています。今後も一般生徒の参加意欲が高まる事

業を実施していきたいと考えています。

各専門部では、両丹支部から全国高等学校総合体育大会をはじ

め国民体育大会、全国高等学校選抜大会等に多くの生徒が出場を

果たしました。全国高等学校総合体育大会には、11種目83名の生

徒が出場し、団体では、網野高校レスリング部(男子)が５位、宮

津高校ヨット部(女子)が８位といずれも入賞を果たしました。個

人では、レスリングにおいて髙橋夢大くんと伊藤海さん(いずれも

網野)が優勝、ヨットにおいても小林奏さん、白數奈津見さんの宮

津高校ペアが優勝するなど４種目11名の生徒が入賞、全国の舞台

で活躍を見せてくれました。

また、国民体育大会においてもレスリングで芹沢雄生くん（網

野）が優勝、ボートで海洋高校が優勝するなどの活躍を見せてく

れました。

丹後地域では、来年度から宮津・加悦谷が宮津天橋高校として、

網野・久美浜が丹後緑風高校として新たにスタート、新入生が入

学する年度となるため、様々なところで大きな見直しをする必要

がありますが、各専門部においては今後も競技力向上を目標にし

ていただき、京都府内はもとより近畿や全国での活躍を期待して

います。

最後になりましたが、日ごろから競技力向上を目標に、そして

人間力の育成を目的として部活動の指導にあたっていただいてい

る顧問の先生方や学校、関係諸機関の御協力に感謝を申し上げま

すとともに、今後とも皆様の御支援、御協力をよろしくお願いい

たします。

《大会成績》

令和元年度両丹高等学校駅伝競走大会 成績一覧

第72回男子総合成績(7区間31km) 第34回女子総合成績(5区間13km)

順位 学校名 記 録 順位 学校名 記 録

優勝 宮 津 １時間39分39秒 優勝 福知山成美 45分58秒

２位 網 野 １時間40分50秒 ２位 宮 津 47分23秒

３位 綾 部 １時間43分22秒 ３位 網 野 50分48秒

４位 福知山成美 １時間44分52秒 ４位 綾 部 52分20秒

５位 福知山 １時間46分27秒 ５位 福知山 54分30秒

６位 海 洋 １時間52分36秒 ６位 西舞鶴 55分08秒

第71回両丹高等学校総合体育大会 総合成績一覧

【男子】

順位 優勝 ２位 ３位

得点 ３０ １３ １２

種目名 校名 成美 共栄 綾部

上 加悦谷 西舞鶴 福知山
陸上競技

下 共栄 宮津 福知山

体操 網野

上 成美 宮津 西舞鶴 工業
バレーボール

下 成美 海洋

上 成美 共栄 綾部 日星
バスケットボール

下 成美 綾部 福知山 宮津

上 成美 工業 綾部 福知山
ソフトテニス

下 成美 西舞鶴 綾部 久美浜

上 成美 峰山 工業 加悦谷
卓球

下 成美 工業 綾部 福知山

上 共栄 成美
柔道

下 共栄 成美

上 東舞鶴 成美
剣道

下 東舞鶴

加悦谷会場 成美 峰山

宮津運動
サッカー 共栄 宮津

公園会場

工業会場 綾部 福知山

水泳 綾部 成美 西舞鶴

バドミントン 福知山 海洋 綾部 宮津

テニス 共栄 峰山

【女子】

順位 優勝 ２位 ３位

得点 ２１ １７ １６

種目名 校名 成美 福知山 綾部

上 福知山 加悦谷 東舞鶴
陸上競技

下 共栄 宮津 西舞鶴

体操 日星 網野

上 綾部 福知山 久美浜 淑徳
バレーボール

下 西舞鶴 綾部 峰山 淑徳

上 成美 共栄 福知山 綾部
バスケットボール

下 成美 福知山 東舞鶴 綾部

上 成美 福知山 宮津 綾部
ソフトテニス

下 西舞鶴 綾部 久美浜 福知山

上 成美 福知山 峰山 綾部
卓球

下 成美 福知山 綾部 東舞鶴

剣道 上 共栄 成美

ソフトボール 成美 共栄 西舞鶴 綾部

水泳 成美 綾部

バドミントン 西舞鶴 福知山 峰山 東舞鶴

テニス 綾部 峰山

柔道 公開競技


