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順位 大会 入賞競技 入賞種別

陸上競技 陸上競技 成年少年女子共通 400ｍリレー 京都府チーム ＜北澤　吉野　壹岐　和田　中島＞

・男女総合 陸上競技 少年男子Ａ 400ｍＨ 豊田　将樹 洛南高等学校

ソフトテニス 陸上競技 少年男子Ａ 走幅跳 野﨑　千皓 洛南高等学校

・女子総合 陸上競技 少年男子Ｂ 100ｍ 宮本　大輔 洛南高等学校

水泳（競泳） 少年男子Ａ 400ｍ自由形 髙栁　祐太 京都外大西高等学校

水泳（競泳） 少年女子Ａ 400ｍ個人メドレー 大本　里佳 立命館高等学校

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ背泳ぎ 山元　悠叶 京都市立蜂ヶ岡中学校

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400ｍ自由形 辰巳　海斗 京都外大西高等学校

空手道 成年男子 組手軽量級 荒賀　慎太郎 京都産業大学

空手道 成年男子 組手重量級 荒賀　龍太郎 荒賀道場

空手道 団体戦 組手 京都府チーム ＜荒賀慎　谷　荒賀龍　中野　中村　塚本＞

陸上競技 サッカー 陸上競技 成年男子 10000ｍ競歩 山西　利和 京都大学

・女子総合 ・成年男子 陸上競技 少年男子共通 三段跳 野﨑　千皓 洛南高等学校

空手道 バレーボール 陸上競技 少年女子Ａ 100ｍ 壹岐　いちこ 京都橘高等学校

・男女総合 ・少年女子 陸上競技 少年女子Ａ 走幅跳 椹木　亜美 京都文教高等学校

ソフトテニス 陸上競技 少年女子Ｂ 100ｍ 吉野　史織 京都橘高等学校

・成年女子 陸上競技 少年女子共通 砲丸投 田村　満孔 花園高等学校

陸上競技 少年女子共通 やり投 山下　実花子 京都共栄学園高等学校

レスリング  少年男子 フリースタイル60kg級 礒川　利音 京都府立網野高等学校

自転車 少年男子 ポイントレース 徳田　　匠 京都府立北桑田高等学校

馬術 成年女子 ダービー 松波　智香 カシオペアライディングパーク

カヌー（スラローム） 成年男子 カヤックシングル（25ゲート） 吉田　　拓 京都府カヌー協会

カヌー（スラローム） 成年男子 カヤックシングル（15ゲート） 吉田　　拓 京都府カヌー協会

バレー テニス 陸上競技 少年男子Ｂ 走幅跳 小林　大起 京都府立西城陽高等学校

・女子総合 ・成年男子  水泳（競泳） 成年女子 200ｍ個人メドレー 高橋　美帆 ミキハウス

アーチェリー ソフトボール 水泳（競泳） 少年女子Ａ 50ｍ自由形 大本　里佳 立命館高等学校

・女子総合 ・成年男子 ボクシング 少年男子 ライト級 森下　心一朗 京都学園高等学校

剣道 ボクシング 少年男子 ウェルター級 櫻井　二世 京都学園高等学校

・成年男子 レスリング  少年男子 フリースタイル74kg級 中林　来樹 京都府立京都八幡高等学校

アーチェリー レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル96kg級 脇田　俊之 京都府立京都八幡高等学校

・成年女子 馬術 成年男子 トップスコア 新東　遊行 イデア乗馬倶楽部

ゴルフ カヌー（スプリント） 少年男子 カヤックペア（500m） 京都府チーム ＜村野　浦野＞

・成年男子 ※ クレー射撃 成年男子 トラップ個人 二上　勝友 守山市立明富中学校（教）

ソフトテニス 軟式野球 陸上競技 少年男子Ｂ 110ｍＨ 中田　英駿 洛南高等学校

・男女総合 ・成年男子 陸上競技 少年女子共通 800ｍ 塩見　綾乃 京都文教高等学校

軟式野球 水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 藤原　ゆりの 立命館高等学校

・男女総合  ウエイトリフティング 成年男子 105㎏級スナッチ 倉野　基博 九州国際大学

 ウエイトリフティング 少年男子 85㎏級スナッチ 長谷　胤午 京都府立海洋高等学校

 ウエイトリフティング 少年男子 85kg級クリーン＆ジャーク 長谷　胤午 京都府立海洋高等学校

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

カヌー（スプリント） 少年男子 カヤックペア（200m） 京都府チーム ＜村野　浦野＞

※ アーチェリー 成年女子 個人 林　　勇気 株式会社堀場製作所

※ アーチェリー 少年女子 個人 安久　詩乃 同志社女子高等学校
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剣道 バスケットボール 陸上競技 少年男子共通 走高跳 久家　俊希 京都府立鳥羽高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年女子Ａ 400ｍ 中島　藍梨 京都文教高等学校

ソフトテニス  水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ自由形 辰巳　海斗 京都外大西高等学校

・少年女子  水泳（飛込） 少年男子 飛板飛込 谷　　凌弥 京都府立西城陽高等学校

ソフトボール ボクシング 成年男子 ライトフライ級 山本　遼平 立命館大学

・成年女子 ボクシング 成年男子 バンタム級 酒井　竜弥 同志社大学

バドミントン ボクシング 成年男子 ライト級 田中　洸太郎 大阪商業大学

・成年男子 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 杉本　涼汰 京都府立朱雀高等学校

剣道 ボクシング 少年男子 ミドル級 山田　誠輝 京都廣学館高等学校

・成年女子 レスリング 成年男子 フリースタイル74kg級 北村　公平 阪神酒販株式会社

アーチェリー レスリング  少年男子 フリースタイル50kg級 由良　英二 京都府立網野高等学校

・少年女子  ウエイトリフティング 成年男子 69kg級クリーン＆ジャーク 本田　大智 九州国際大学

※  ウエイトリフティング 成年男子 105㎏級トータル 倉野　基博 九州国際大学

※  ウエイトリフティング 少年男子 85kg級トータル 長谷　胤午 京都府立海洋高等学校

カヌー（スプリント） 少年女子 カヤックシングル（500m） 埋金　楓 京都府立久美浜高等学校

空手道 成年男子 組手中量級 谷　　竜一 京都府警察

空手道 成年男子 形 久保　弘樹 京都産業大学

空手道 少年男子 形 水岡　勇也 関西創価高等学校

空手道 少年女子 形 小久保　麗 華頂女子高等学校

なぎなた 成年女子 演技 京都府チーム ＜貫井　宮崎　川口＞

ボウリング 成年男子 団体（２人チーム） 京都府チーム ＜上手吉　上手浩＞

ボウリング 少年男子 団体（２人チーム） 京都府チーム ＜野村　宇津＞

スケート 成年女子 フィギュア 京都府チーム ＜北村　服部＞

スキー 成年男子Ａ コンバインド 富井　皓大 山代印刷株式会社

サッカー 陸上競技 成年男子 走高跳 平松　祐司 筑波大学

・男女総合 水泳（競泳） 成年男子 100ｍ自由形 大本　鷹志 中央大学

ソフトボール  水泳（競泳） 成年女子 400m自由形 露内　若葉 東洋大学

・男女総合 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400ｍメドレーリレー 京都府チーム ＜山元　柴原　圑　辰巳＞

アーチェリー ※  ウエイトリフティング 成年男子 69㎏級トータル 本田　大智 九州国際大学

・男女総合 ライフル射撃 成年男子 50mライフル伏射（60発） 仁城　新太郎 京都府ライフル射撃協会

カヌー（スプリント） 少年女子 カヤックシングル(200ｍ) 埋金　　楓 京都府立久美浜高等学校

クレー射撃 成年男子 トラップ団体 京都府チーム ＜岡田　二上　西村＞

ボウリング 成年女子 個人 山崎　多鶴 一般財団法人近畿陸運協会

スケート 少年女子 フィギュア 京都府チーム ＜木原　鈴木＞

スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 居相　はるな 福知山市立下六人部小学校（教）

水泳（シンクロ） 陸上競技 成年女子 100ｍＨ ヘンプヒル　恵 中央大学

・少年女子 陸上競技 成年女子 走幅跳 辻本　愛莉香 大阪成蹊大学

体操（競技） 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200ｍバタフライ 熊本　葵 同志社高等学校

・少年男子 ボート 成年女子 シングルスカル 濵谷　美希 龍谷大学

ラグビーフットボール  ウエイトリフティング 成年男子 69㎏級スナッチ 本田　大智 九州国際大学

・少年男子  ウエイトリフティング 成年男子 105kg級クリーン＆ジャーク 倉野　基博 九州国際大学

フェンシング　 成年男子 フルーレ 京都府チーム ＜井上　鈴木　西村＞

ライフル射撃 成年女子 10mエア・ライフル伏射（40発） 小畑　まゆ 明治大学

カヌー（スプリント） 成年男子 カヤックシングル（500m） 高谷　琢人 大正大学

冬季 スキー 成年男子 リレー10km×４ 京都府チーム ＜中村　松澤　富井　齋藤＞

銃剣道 陸上競技 成年男子 800ｍ 櫻井　大介 京都大学

・成年男子 陸上競技 少年女子共通 棒高跳 林　　奈緒 京都府立北稜高等学校

ボート 少年女子 ダブルスカル 京都府チーム ＜大槗　清水＞

自転車 男子 チーム・スプリント 京都府チーム ＜中野　徳田　武田＞

山岳 少年男子 リード 京都府チーム ＜久貝　中山＞

カヌー（ワイルドウォーター） 成年女子 カヤックシングル(スプリント) 野間　敦子 自衛隊

得点計上種目　８８種目（冬季５　本大会８３）

※得点非計上種目　６種目（冬季０　本大会６）
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