
第67回国民体育大会京都府選手団入賞者一覧
NO.1

※は非計上種目

順位 大会 入賞競技 入賞種別

サッカー 陸上競技 少年男子Ａ 100m 桐生　祥秀 洛南高等学校

・成年男子 陸上競技 少年男子Ｂ 砲丸投 石山　歩 花園高等学校

バスケットボール 陸上競技 少年男子共通 円盤投 石山　歩 花園高等学校

・少年男子 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ自由形 松田　健志 京都外大西高等学校

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100ｍ自由形 岩本　愛結 京都外大西高等学校

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 200ｍ個人メドレー 大本　里佳 立命館中学校

レスリング 成年男子 74kg　フリー 高谷　惣亮 ALSOK

レスリング 少年男子 60kg　フリー 伊藤　和真 京都府立網野高等学校

レスリング 少年男子 66kg　フリー 高谷　大地 京都府立網野高等学校

レスリング  少年男子 74kg　フリー　 浅井　翼 京都府立京都八幡高等学校

カヌー 成年男子 スラローム　K-1 25G 吉田　拓 チームコンセプト

カヌー 成年男子 スラローム　K-1 15G 吉田　拓 チームコンセプト

空手道 成年男子 組手重量級 荒賀　龍太郎 京都産業大学

空手道 少年女子 組手 東海　志保 京都府立嵯峨野高等学校

空手道 団体戦 組手 京都府チーム
＜荒賀龍、谷、荒賀慎、伊藤、上田、東海
＞

サッカー テニス 陸上競技 成年女子 100m 和田　麻希 ミズノ

・男女総合 ・成年女子 陸上競技 少年男子Ａ 走幅跳 山川　夏輝 洛南高等学校

空手道 ハンドボール 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍバタフライ 武田　一星 京都外大西高等学校

・男女総合 ・少年女子 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 50ｍ自由形 岩本　愛結 京都外大西高等学校

ボクシング 少年男子 ライト 田中　洸太郎 京都府立莵道高等学校

馬術 少年 トップスコア競技 縄田　雄飛 京都翔英高等学校

レスリング 成年男子 66kg　フリー 田中　幸太郎 早稲田大学

ウエイトリフティング 少年男子 62㎏　クリーン＆ジャーク 本田　大智 京都府立加悦谷高等学校

※ウエイトリフティング 少年男子 62㎏　トータル 本田　大智 京都府立加悦谷高等学校

弓道 成年女子 遠的 京都府チーム ＜吉井　丸菱　小高＞

弓道 成年女子 近的 京都府チーム ＜吉井　丸菱　小高＞

カヌー 少年男子 Ｋ－２　500ｍ 京都府チーム ＜高谷　畑中＞

カヌー 少年男子 Ｋ－２　200ｍ 京都府チーム ＜高谷　畑中＞

レスリング 卓球 陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 加藤　伊織 京都文教高等学校

・男女総合 ・成年男子 水泳（競泳） 成年女子 200ｍ個人メドレー 高橋　美帆 日本体育大学

ハンドボール ソフトボール ボクシング 少年男子 フライ 酒井　竜弥 南京都高等学校

・女子総合 ・成年女子 ボクシング 少年男子 バンタム 田中　風雅 南京都高等学校

弓道 ラグビーフットボール レスリング 成年男子 84kg　フリー 永田　裕城 自衛隊体育学校

・男女総合 ・少年男子 レスリング 少年男子 96kg　グレコローマン 大槻　亮太 南京都高等学校

・女子総合 ウエイトリフティング 成年男子 105㎏　クリーン＆ジャーク 小林　克己 法政大学

ウエイトリフティング 少年男子 62㎏　スナッチ 本田　大智 京都府立加悦谷高等学校

なぎなた 成年女子 演技 京都府チーム ＜宮崎　貫井＞

空手道 成年男子 組手中量級 谷　竜一 京都府警察

テニス 水泳（シンクロ） 陸上競技 少年女子Ａ 400m 白永　優美子 京都府立洛北高等学校

・女子総合 ・少年女子 陸上競技 少年女子Ｂ 100mH ヘンプヒル　恵 京都文教高等学校

空手道 水泳（水球） 水泳（競泳） 成年男子 100ｍ背泳ぎ 橋爪　久司 中京大学

・女子総合 ・少年男子 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ自由形 松田　健志 京都外大西高等学校

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400ｍメドレーリレー 京都府チーム ＜逢坂　小山　武田　松田＞

水泳（競泳） 少年女子Ａ 400ｍ個人メドレー 露内　若葉 京都外大西高等学校

※ウエイトリフティング 成年男子 105㎏　トータル 小林　克己 法政大学

馬術 成年男子 ダービー競技 瀬口　勝久 ｶｼｵﾍﾟｱﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ

弓道 成年男子 近的 京都府チーム ＜西本　野村　牧野＞

カヌー 成年女子 ＷＫ－１　200ｍ 松本　美咲 大正大学

カヌー 少年女子 ＷＫ－１　200ｍ 十倉　里帆 京都府立綾部高等学校

ボウリング 成年男子 個人戦 西川　弘樹 同志社大学

ボウリング 少年女子 ２人制 京都府チーム ＜川﨑　池口＞
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ソフトボール ソフトテニス 陸上競技 成年女子 400mH 芝田　陽香 龍谷大学

・女子総合 ・成年男子 陸上競技 成年女子 走高跳 上島　みどり 花園高等学校

ラグビー 相撲 陸上競技 少年男子Ａ やり投 上林　翔也 花園高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年男子共通 5000m競歩 山西　利和 京都市立堀川高等学校

カヌー 柔道 水泳（競泳） 少年女子Ａ 400ｍリレー 京都府チーム ＜上田　金澤　久保田　露内＞

・男女総合 ・少年男子 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400ｍリレー 京都府チーム ＜大本　三木　延安　岩本＞

なぎなた アーチェリー セーリング 成年男子
国体
ウィンドサーフィン級

増渕　聖士 中央自動車工業株式会社

・男女総合 ・成年女子 レスリング 成年男子 120kg　グレコローマン 原　芳貴 京都海洋ﾚｽﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

・女子総合 剣道 レスリング 少年男子 55kg　フリー 伊藤　駿 京都府立網野高等学校

・成年女子 自転車競技 成年男子 ケイリン 浜地　一徳 日本大学

自転車競技 成年男子 ポイントレース 大中　巧基 早稲田大学

自転車競技 少年男子 個人ロードレース 徳田　優 京都府立北桑田高等学校

ウエイトリフティング 少年男子 69㎏　クリーン＆ジャーク 高井　啓亮 京都府立海洋高等学校

フェンシング 成年女子 エペ 京都府チーム ＜稲垣　池端　村上＞

カヌー 少年女子 ＷＫ－１　500ｍ 十倉　里帆 京都府立綾部高等学校

なぎなた 少年女子 試合 京都府チーム ＜池田　福井　松下＞

ボウリング 成年男子 ４人制 京都府チーム ＜堀　上手　西川　井上＞

空手道 成年女子 形 鶴山　千紗 京都産業大学

陸上競技 成年女子 5000m 久馬　悠 筑波大学

陸上競技 成年女子 10000m競歩 前田　浩唯 立命館大学

水泳（競泳） 少年男子Ａ 400ｍ自由形 八木　隼平 京都外大西高等学校

水泳（競泳） 少年男子Ａ 800ｍリレー 京都府チーム ＜大本　藤本　藤原　八木＞

水泳（競泳） 少年女子Ａ 100ｍ自由形 上田　ひかり 京都外大西高等学校

水泳（飛込） 成年男子 飛板飛込 森岡　大成 天理ダイビングクラブ

ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル 京都府チーム ＜鍵　木戸口　磯田　竹市　塩見＞

自転車競技 男子 4km団体追抜競走 京都府チーム ＜大中　浜地　西沢　吉岡　徳田＞

ウエイトリフティング 成年男子 105kg　スナッチ 小林　克己 法政大学

ウエイトリフティング 少年男子 69㎏　スナッチ 高井　啓亮 京都府立海洋高等学校

※ウエイトリフティング 少年男子 69㎏　トータル 高井　啓亮 京都府立海洋高等学校

フェンシング  成年男子 フルーレ 京都府チーム ＜飯村　山下　井上＞

山岳 成年女子 ボルダリング 京都府チーム ＜渡邉　坂本＞

カヌー 少年男子 Ｃ－２　500ｍ 京都府チーム ＜能勢　片山＞

冬　季 スケート（ショートトラック） 少年男子 1000ｍ 相生　裕太郎 京都外大西高等学校

陸上競技 体操 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400ｍ個人メドレー 藤本　凌 京都外大西高等学校

・男女総合 ・少年女子 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ平泳ぎ 小山　圭一郎 京都外大西高等学校

・女子総合 水泳（飛込） 成年男子 高飛込 森岡　大成 天理ダイビングクラブ

水泳 ウエイトリフティング 少年男子 105kg　スナッチ 瀬野　郁希 京都府立加悦谷高等学校

・男女総合 ウエイトリフティング 少年男子 105kg　クリーン＆ジャーク 瀬野　郁希 京都府立加悦谷高等学校

バスケットボール 山岳 成年男子 ボルダリング 京都府チーム ＜清水　菅野＞

・男女総合 山岳 成年女子 リード 京都府チーム ＜渡邉　坂本＞

ボウリング カヌー 成年女子 ＷＫ－１　500ｍ 松本　美咲 大正大学

・男女総合 カヌー 少年男子 Ｃ－２　200ｍ 京都府チーム ＜能勢　片山＞

※クレー射撃 成年男子 スキート 生野　敦士 株式会社インテリジェントシステムズ

ボウリング 成年男子 ２人制 京都Ａ ＜上手　井上＞

スケート（フィギュア）

・少年男子

水泳 陸上競技 少年女子Ａ 3000m 菅野　七虹 立命館宇治高等学校

・女子総合 フェンシング 成年女子 フルーレ 京都府チーム ＜稲垣　池端　村上＞

ハンドボール ※ウエイトリフティング 少年男子 105kg　トータル 瀬野　郁希 京都府立加悦谷高等学校

・男女総合 カヌー 少年男子 Ｋ－１　500ｍ 服部　善行 京都府立久美浜高等学校

卓球 ※クレー射撃 成年男子 トラップ 二上　勝友 大津市立王子山中学校

・男女総合

フェンシング

・男女総合

アーチェリー

・女子総合

16種別

(冬季１・本大会15)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得点計上種別･種目    110種別･種目（冬季２　本大会108）女子総合　９競技

本大会

7位
本大会

冬　季

８位

                                                 得点計上種目　　94種目（冬季１　本大会93）
男女総合　14競技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※得点非計上種目　６種目（冬季０　本大会６）

6位 本大会

本大会

5位


