
順位 大会 入賞競技 入賞種別

陸上競技 テニス
陸上競技 少年男子Ａ 三段跳 米澤　宏明 洛南高校

・女子総合 ・成年女子
陸上競技 少年女子Ｂ 100mハードル 梅原　紗月 京都文教高校

軟式野球 ホッケー
水泳（競泳） 少年女子Ａ 400m個人メドレー 高橋　美帆 京都外大西高校

・男女総合 ・成年男子
ボクシング 成年男子 ミドル級 村田　諒太 東洋大学職員

軟式野球
ボクシング 少年男子 ライトウエルター級 高橋　拓磨 南京都高校

・成年男子
レスリング 少年男子 フリースタイル　50㎏級 高谷　大地 網野高校

フェンシング 成年女子 フルーレ 京都選抜 <池端(志)・池端(花)・稲垣>

カヌー 成年男子 スラロームK-1　25G 吉田　拓 駿河台大学

カヌー 成年男子 スラロームK-1　15G 吉田　拓 駿河台大学

空手道 成年男子 組手個人重量級 荒賀　龍太郎 京都産業大学

空手道 組手団体 組手団体 京都選抜 <高邑・谷・荒賀(龍)・荒賀(慎)・吉田・片山>

テニス バスケットボール
陸上競技 少年女子Ａ 100m 山田　朱莉 西城陽高校

・女子総合 ・少年男子
陸上競技 少年男子Ａ ハンマー投 渡邉　太陽 花園高校

ハンドボール
陸上競技 少年女子Ａ 100mハードル 山本　遥 京都教育大学附属高校

・女子総合
陸上競技 少年女子共通 走高跳 苅田　萌 京都共栄学園高校

空手道
水泳（競泳） 少年男子Ａ 400m個人メドレー 本間　匠 京都外大西高校

・男女総合
水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100m平泳ぎ 山下　雄大 嵯峨野高校

水泳（競泳） 少年女子Ａ 200m平泳ぎ 高橋　美帆 京都外大西高校

水泳（競泳） 少年女子共通 400m自由形 太田　明成 京都文教高校

ボート 成年女子 舵手つきクォドルプル 京都選抜 <太田・竹田・長﨑・鈴木・永野・岡>

ボクシング 少年男子 バンタム級 大森　将平 南京都高校

レスリング 成年男子 フリースタイル　74㎏級 高谷　惣亮 拓殖大学

レスリング 少年男子 フリースタイル　66㎏級 新川　武弥 網野高校

馬術 少年 トップスコア競技 中尾　多聞 カシオペアライディングパーク

カヌー 成年女子 WウォーターK-1　スプリント 野間　敦子 自衛隊

空手道 成年男子 組手個人中量級 谷　竜一 京都産業大学

空手道 成年女子 形 酒居　芙美 有限会社グロウバル

スケート（フィギュア）
・成年女子

空手道 体操競技
陸上競技 少年男子共通 走高跳 中村　太一 西京高校

・女子総合 ・少年女子
陸上競技 少年女子Ａ ハンマー投 山田　奈々未 園部高校

卓球
レスリング 少年男子 グレコローマン　84㎏級 中井　堅太 南京都高校

・成年男子
ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級　スナッチ 川畑　源大 ジラソーレ与謝

ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級　クリーン＆ジャーク 川畑　源大 ジラソーレ与謝

ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級　トータル       　※ 川畑　源大 ジラソーレ与謝

空手道 成年男子 形 新馬場　一世 京都産業大学

なぎなた 少年女子 試合 京都選抜 <川口(ま)・堀・川口(め)>

卓球 水泳（水球）
陸上競技 少年男子Ａ 100m ・坂　直人 洛南高校

・男女総合 ・少年男子
陸上競技 女子共通 ４×100mリレー 京都選抜 <梅原・山田（朱）・伊達・和田>

バレーボール
水泳（競泳） 成年女子 100mバタフライ 中坊　彩 山梨学院大学

・少年女子
水泳（飛込） 成年男子 飛板飛込 森岡　大成 天理大学

柔道
・成年女子
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スケート（フィギュア）
スケート（ショートトラック） 少年男子 1000m 門川　雄輔 京都産業大学附属高校

・成年男子

陸上競技 サッカー
陸上競技 成年女子 棒高跳 堀　さやか アラキスポーツ

・男女総合 ・成年男子
水泳（競泳） 少年女子Ｂ 200m個人メドレー 露内　若葉 培良中学校

テニス ホッケー
ボート 少年男子 ダブルスカル 京都選抜 <青松・大倉>

・男女総合 ・少年女子
ボクシング 成年男子 フライ級 吹田　隆有 同志社大学

ボート 体操競技
ボクシング 少年男子 ライト級 瀧上　宏樹 南京都高校

・女子総合 ・成年男子
ボクシング 少年男子 ミドル級 山元　祥多 南京都高校

ボクシング ハンドボール
レスリング 成年男子 フリースタイル　60㎏級 松本　卓弥 専修大学

・男女総合 ・成年女子
レスリング 成年男子 フリースタイル　66㎏級 小石原　拓馬 日本体育大学

剣道 ソフトテニス
レスリング 成年男子 フリースタイル　84㎏級 永田　裕城 日本大学

・女子総合 ・成年男子
レスリング 成年男子 グレコローマン　120㎏級 原　芳貴 徳山大学

卓球
レスリング 少年男子 フリースタイル　60㎏級 池田　智 京都八幡高校

・少年男子
レスリング 少年男子 グレコローマン　120㎏級 森垣　心 京都八幡高校

相撲
ウエイトリフティング 成年男子 62㎏級　スナッチ 廣野　完 京都ウエイトリフティング協会

・少年男子
ウエイトリフティング 成年男子 62㎏級　トータル　　　　　※ 廣野　完 京都ウエイトリフティング協会

バドミントン
ウエイトリフティング 少年男子 62㎏級　スナッチ 井上　航 加悦谷高校

・成年男子
ライフル射撃 成年女子 BRT60W 花村　文恵 朱七保育所

剣道
山岳 成年男子 ボルダリング 京都選抜 <奥井・清水>

・成年男子
カヌー 成年男子 スプリントK-1　200m 木村　将哉 立命館大学

カヌー 成年女子 ＷウォーターK-1　1250m 野間　敦子 自衛隊

空手道 成年男子 組手個人軽量級 高邑　慧 近畿大学

空手道 成年女子 組手 吉田　梨理子 近畿大学

バスケットボール 体操競技
陸上競技 成年男子 1500m 今﨑　俊樹 立命館大学

・男女総合 ・少年男子
陸上競技 成年女子 1500m 伊藤　紋 立命館大学

ハンドボール ソフトテニス
陸上競技 成年女子 10000Ｗ 前田　浩唯 立命館大学

・男女総合 ・成年女子
陸上競技 少年男子Ａ 400m 福永　拓哉 洛南高校

フェンシング
水泳（競泳） 少年男子Ａ 200mバタフライ 中嶋　亮互 京都外大西高校

・女子総合
水泳（競泳） 少年男子Ｂ 50m自由形 川脇　樹希也 京都両洋高校

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m自由形 上田　ひかり 京都外大西高校

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400mリレー 京都選抜 <上田・露内・渡辺・金澤>

セーリング 成年男子 国体シングルハンダー級 安田　真之助 鹿屋体育大学

ウエイトリフティング 少年男子 77㎏級　スナッチ 倉野　基博 加悦谷高校

自転車競技 成年男子 スプリント 小西　悠貴 立命館大学

ライフル射撃 成年男子 50mP60M 仁城　新太郎 京都市消防局

カヌー 成年女子 スプリントK-1　500m 綱　あづさ ベストアメニティ株式会社

カヌー 成年女子 スプリントK-1　200m 綱　あづさ ベストアメニティ株式会社

ボート ラグビーフットボール
陸上競技 少年男子共通 5000mＷ 浦田　楓馬 洛南高校

・男女総合 ・成年男子
陸上競技 少年女子Ａ 400m 水谷　彩乃 同志社高校

ホッケー
水泳（競泳） 少年男子Ｂ 200m個人メドレー 山下　雄大 嵯峨野高校

・男女総合
水泳（飛込） 成年男子 高飛込 森岡　大成 天理大学

体操
ウエイトリフティング 少年男子 77㎏級　クリーン＆ジャーク 倉野　基博 加悦谷高校

・男女総合
ウエイトリフティング 少年男子 77㎏級　トータル　　　　　※　 倉野　基博 加悦谷高校

フェンシング
フェンシング 少年男子 フルーレ 京都選抜 <西村・鈴木・坂田>

・男女総合
弓道 少年男子 遠的 京都選抜 <岡・米澤・大賀>

柔道
カヌー 成年男子 スプリントC-1　200m 矢野　純基 立命館大学

・女子総合
カヌー 少年女子 スプリントK-1　500m 十倉　里帆 綾部高校

水泳 水泳（シンクロ）
水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400mリレー 京都選抜 <八木・細川・大本・山下>

・男女総合 ・少年女子
ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル 京都選抜 <熊谷・北尾・井垣・前川・小倉・冨田>

体操
セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 松井　民人 京都大学大学院

・女子総合
ウエイトリフティング 成年男子 62㎏級　クリーン＆ジャーク 廣野　完 京都ウエイトリフティング協会

レスリング
ウエイトリフティング 成年男子 105㎏級　クリーン＆ジャーク 小林　克己 法政大学

・男女総合
ウエイトリフティング 少年男子 62㎏級　クリーン＆ジャーク 井上　航 加悦谷高校

相撲
ウエイトリフティング 少年男子 62㎏級　トータル　　　　　※ 井上　航 加悦谷高校

・男女総合
自転車競技 成年男子 ケイリン 畑段　嵐士 同志社大学

剣道
山岳 成年男子 リード 京都選抜 <奥井・清水>

・男女総合
カヌー 成年男子 スプリントK-1　500m 木村　将哉 立命館大学

26種別

(冬季２・本大会24)

本大会

女子総合　　９競技

男女総合　　16競技

                                               得点計上種別･種目     117種別･種目（冬季３　本大会114）

※　得点非計上種目　 ４種目（冬季０　本大会４）

得点計上種目　　 91種目（冬季１　本大会90）
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