
全国高校総体（夏７月24日～８月24日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 競技名 性別 種目名 記録等
1 陸上競技 男子 学校対抗 48点
2 陸上競技 男子 ﾄﾗｯｸ競技学校対抗 40点
3 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 学校対抗 39点
4 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 学校対抗 ---
5 ２位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 学校対抗 54点
6 陸上競技 男子 ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技学校対抗 ８点
7 陸上競技 女子 ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技学校対抗 10点
8 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
9 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
10 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
11 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
12 ｱｰﾁｪﾘｰ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ４
13 ４位 水泳（水球） 男子 学校対抗 ---
14 卓球 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
15 ｻｯｶｰ 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
16 柔道 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
17 剣道 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
18 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
19 ﾎｯｹｰ 女子 学校対抗 ﾍﾞｽﾄ８
20 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 学校対抗 30点
21 空手道 男子 団体組手 ﾍﾞｽﾄ８
22 ６位 体操（体操競技） 男子 団体総合 235.250点
23 ８位 少林寺拳法 男子 団体演武 256点

　《 個　　人 》
NO. 順位 競技名 性別 学校名 選手名 種目名 記録等
1 陸上競技 男子 洛南 佐藤　圭汰 1500m ３分41秒26

2 陸上競技 男子 洛南

甲斐　日翔
寺澤　大地
山本　嶺心
大石　凌功

４×100mﾘﾚｰ 40秒41

3 陸上競技 男子 洛南 宮尾　真仁 三段跳 15m73

4 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子 京都光華
寺澤　佑珠妃
北川　ｱﾝﾅ璃咲

個人 ---

5 柔道 女子 京都文教 安枝　風香 52kg級 ---

6 自転車競技 男子 北桑田

岡本　智哉
小久保　瑠惟
西村　聡太
三宅　太生

４kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ４分26秒931

7 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 朱雀 西川　勝之 96kg級S
151kg

（高校新）

8 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 朱雀 西川　勝之 96kg級C&J
180kg

（高校新）

9 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 朱雀 西川　勝之 96kg級ﾄｰﾀﾙ
331kg

（高校新）
10 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 長谷川　元基 89kg級S 126kg
11 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 長谷川　元基 89kg級C&J 151kg
12 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 鳥羽 長谷川　元基 89kg級ﾄｰﾀﾙ 277kg
13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 川﨑　涼雅 67kg級S 113kg
14 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 川﨑　涼雅 67kg級C&J 139kg
15 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 川﨑　涼雅 67kg級ﾄｰﾀﾙ 252kg
16 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 東　楽映 73kg級S 113kg
17 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 東　楽映 73kg級C&J 135kg
18 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 海洋 東　楽映 73kg級ﾄｰﾀﾙ 248kg
19 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 宮津天橋 下村　愛里 59kg級C&J 92kg
20 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 宮津天橋 下村　愛里 59kg級ﾄｰﾀﾙ 162kg
21 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 宮津天橋 長島　和奏 76kg級S 83kg
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22 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 宮津天橋 長島　和奏 76kg級C&J 100kg
23 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 宮津天橋 長島　和奏 76kg級ﾄｰﾀﾙ 183kg
24 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子 龍谷大平安 飯村　一輝 ﾌﾙｰﾚ ---
25 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 乙訓 竹山　柚葉 ﾌﾙｰﾚ ---
26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 乙訓 竹山　柚葉 ｴﾍﾟ ---
27 体操（体操競技） 男子 洛南 岸田　匡玄 平行棒 14.050点

28 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子 京都光華
中尾　陽菜
西村　ゆめ

個人 ---

29 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 丹後緑風 細川　周 65kg級 ---
30 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子 京都廣学館 定廣　征希 ﾋﾟﾝ級 ---
31 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 川﨑　菜々紗 55kg級S 78kg
32 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 川﨑　菜々紗 55kg級C&J 97kg
33 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 川﨑　菜々紗 55kg級ﾄｰﾀﾙ 175kg
34 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 宇野　心音 76kg超級S 71kg
35 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 宇野　心音 76kg超級C&J 87kg
36 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 宇野　心音 76kg超級ﾄｰﾀﾙ 158kg
37 陸上競技 男子 洛南 前田　陽向 800m １分50秒12

38 卓球 男子 東山
星　優真
佐藤　匠海

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ４

39 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 女子 丹後緑風 坂根　海琉子 53kg級 ﾍﾞｽﾄ４

40 ﾃﾆｽ 女子 京都外大西
川口　日菜紗
繁益　春音

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ４

41 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 宮津天橋 下村　愛里 59kg級S 70kg
42 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子 龍谷大平安 飯村　彩乃 ﾌﾙｰﾚ ﾍﾞｽﾄ４

43 ｶﾇｰ 男子 綾部
山本　侑京
山岡　凜太郎

ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（500m）

２分12秒078

44 陸上競技 男子 洛南 松本　望 110mH 14秒05
45 陸上競技 男子 洛南 佐藤　圭汰 5000m 13分41秒72

46 陸上競技 男子 洛南

石原　慎也
山本　嶺心
間渕　秀康
寺澤　大地

４×400mﾘﾚｰ ３分14秒45

47 陸上競技 女子 花園 金　華鈴 円盤投 43m07
48 陸上競技 女子 花園 高橋　萌々子 ﾊﾝﾏｰ投 50m13

49 ﾎﾞｰﾄ 男子 海洋

渡邉　斗志哉
植村　壮一郎
岩城　志門
山口　皓平
小池　雄磨

舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ ３分14秒89

50 自転車競技 女子 北桑田 石田　明梨 ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ ５点

51 ｶﾇｰ 男子 久美浜・丹後緑風

野村　迅一朗
白岩　寛大
野村　洋平
田村　駿輔

ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・
ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）

１分55秒701

52 陸上競技 男子 久御山 川田　悠貴 砲丸投 15m87
53 陸上競技 男子 花園 渡邊　泰生 ﾊﾝﾏｰ投 59m24
54 陸上競技 女子 西京 三好　こころ 走高跳 １m73
55 水泳（競泳） 男子 京産大附 豊山　就介 200m平泳ぎ ２分14秒11
56 水泳（競泳） 男子 洛南 石塚　温 100m自由形 51秒04

57 卓球 男子 東山
原　大翼
人見　航希

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ８

58 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子 京都光華
久留　紅
奥山　充結

個人 ﾍﾞｽﾄ８

59 相撲 男子 日吉ケ丘 石田　幸希弥 80kg級 ﾍﾞｽﾄ８
60 柔道 男子 京都先端大附 山田　晃揮 100kg超級 ﾍﾞｽﾄ８
61 柔道 男子 京都文教 斉藤　尊 73kg級 ﾍﾞｽﾄ８
62 柔道 女子 京都文教 朝田　結衣 48kg級 ﾍﾞｽﾄ８
63 自転車競技 男子 鴨沂 天野　勇輝 ３kmIP ---
64 自転車競技 女子 北桑田 岡本　美咲 ２kmIP ---
65 自転車競技 女子 北桑田 岡本　美咲 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ １時間22分５秒

66 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子 朱雀 中村　斗紀 ﾗｲﾄ級 ﾍﾞｽﾄ８
67 なぎなた 女子 南陽 太田　百香 個人 ﾍﾞｽﾄ８
68 陸上競技 女子 京都文教 長谷川　麻央 800m ２分11秒25
69 水泳（競泳） 男子 京都外大西 橋本　和賢 1500m自由形 15分45秒87
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70 自転車競技 女子 北桑田 石田　明梨 ２kmIP ---
71 ﾖｯﾄ 女子 立命館 藤原　沙耶 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 22点
72 陸上競技 男子 洛南 寺澤　大地 100m 10秒59
73 陸上競技 男子 鳥羽 小林　宏輔 八種競技 5312点
74 陸上競技 女子 北稜 川邊　美奈 走高跳 １m70
75 体操（体操競技） 男子 洛南 岸田　匡玄 鉄棒 13.300点
76 水泳（競泳） 男子 京産大附 豊山　就介 平泳ぎ100m １分２秒49
77 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 宮田　結璃 71kg級S 65kg
78 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 海洋 宮田　結璃 71kg級ﾄｰﾀﾙ 143kg

79 ｶﾇｰ 男子 綾部
山本　侑京
山岡　凜太郎

ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m）

48秒050

80 ｶﾇｰ 男子 久美浜・丹後緑風

野村　迅一朗
白岩　寛大
野村　洋平
田村　駿輔

ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・
ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）

38秒086

81 陸上競技 男子 洛南 柴田　大地 3000m障害 ９分７秒67
82 陸上競技 女子 立命館宇治 村松　結 3000m ９分20秒28
83 体操（体操競技） 女子 南丹 德次　亜優 段違い平行棒 13.950点
84 自転車競技 女子 北桑田 石田　明梨 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ １時間24分９秒

その他の全国大会（８月８日～11日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 競技名 性別 種目名 記録等

（入賞なし）

　《 個　　人 》
NO. 順位 競技名 性別 学校名 選手名 種目名 記録等

（入賞なし）

全国定通制大会（７月30日～８月25日）
　《 団　　体 》
NO. 順位 競技名 性別 種目名 記録等
1 ３位 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子 男子団体 ﾍﾞｽﾄ４
2 ４位 陸上競技 女子 ﾌｨｰﾙﾄﾞ得点 18点

　《 個　　人 》
NO. 順位 競技名 性別 学校名 選手名 種目名 記録等
1 陸上競技 女子 京都廣学館 野本　若菜 砲丸投 ９m45
2 陸上競技 女子 京都廣学館 野本　若菜 円盤投 25m44

3 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子 清明
辻　翔大
川口　剛毅

個人 ---

4 ８位 陸上競技 男子

伏見工業
清明
清明

伏見工業

村上　哲也
森本　優也
神谷　友翔
谷川　修羅

４×400mﾘﾚｰ ３分50秒96

７位
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京都府

学校名

学校名
京都府


