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順位 大会 入賞競技 入賞種別

ゴルフ バスケットボール 陸上競技 少年男子Ａ １００ｍ 宮本　大輔 洛南高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年男子Ａ ４００ｍ 井本　佳伸 洛南高等学校

テニス ゴルフ 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 50m自由形 池本　凪沙 宇治市立宇治中学校

・女子総合 ・少年男子 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m自由形 池本　凪沙 宇治市立宇治中学校

ボート 少年男子 シングルスカル 遠山　秀雄 京都市立伏見工業・京都工学院高等学校

自転車 成年男子 個人ロード・レース 草場　啓吾 日本大学

ライフル射撃 成年男子 ｾﾝﾀｰ･ﾌｧｲｱ･ﾋﾟｽﾄﾙ（60発） 吉岡　大 京都府警察

テニス ソフトテニス 陸上競技 少年男子共通 １１０ｍハードル 平賀　健太郎 洛南高等学校

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

剣道 陸上競技 成年女子 ５０００ｍ競歩 河添　香織 立命館大学

・少年女子 陸上競技 成年女子 やり投 山下　実花子 九州共立大学

 ラグビーフットボール 陸上競技  成年少年女子共通 ４×１００ｍリレー 京都府チーム ＜廣瀬　壹岐　和田　吉野＞　

・少年男子 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 大本　里佳 イトマンスイミングスクール

 ウエイトリフティング 少年男子  ７７㎏級スナッチ 寺川　慧 京都府立海洋高等学校

自転車 成年男子 スクラッチ 孫崎　大樹 早稲田大学

馬術 成年男子 国体大障害飛越競技 高田　潤 SILVANO　STABLES

陸上競技 テニス 陸上競技 少年男子Ｂ １００ｍ 木村　稜 京都府立乙訓高等学校

・男女総合 ・成年女子 陸上競技 少年男子共通 走高跳 駒井　斗馬 京都府立西城陽高等学校

レスリング ・少年女子 陸上競技 成年男子 １００００ｍ競歩 山西　利和 京都大学

・女子総合 バレーボール 陸上競技 成年男子 やり投 石山　歩 中京大学

剣道 ・少年男子 陸上競技 少年女子Ａ ４００ｍ 塩見　綾乃 京都文教高等学校

・女子総合 水泳（競泳） 成年女子 400m自由形 露内　若葉 東洋大学

水泳（競泳） 少年女子Ａ 200m背泳ぎ 又木　愛紗 京都外大西高等学校

水泳（飛込） 少年女子 高飛込 藤原　ゆりの 立命館高等学校

ボート 成年女子 シングルスカル 四方　美咲 鹿屋体育大学

ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 森下　心一朗 同志社大学

ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 山田　誠輝 近畿大学

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

レスリング 成年男子  フリースタイル６５㎏級 伊藤　和真 EX株式会社

レスリング 成年男子  グレコローマンスタイル７５kg級 北村　公平 京都市立凌風小学校（職）

レスリング 女子  フリースタイル５３㎏級 田中　亜里沙 京都府立京都八幡高等学校(教)

セーリング 成年男子 レーザー級 安田　真之助 京都府立宮津高等学校（教）

※  ウエイトリフティング 少年男子  ７７㎏級トータル 寺川　慧 京都府立海洋高等学校

 ウエイトリフティング 少年男子  ８５㎏級スナッチ 柏木　良太 京都府立鳥羽高等学校

自転車 成年男子 個人ロード・レース 孫崎　大樹 早稲田大学

馬術 少年 団体障害飛越競技 京都府チーム ＜伊瀬知　堀江＞
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冬季 スケート 少年女子 フィギュア 京都府チーム ＜白岩　十倉＞

ソフトテニス 水泳（シンクロ） 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m背泳ぎ 渡会　円香 京田辺市立大住中学校

・女子総合 ・少年女子 水泳（競泳） 少年女子Ｂ ４×100mリレー 京都府チーム ＜辻　中島　池本　何澤＞

テニス 水泳（競泳） 成年女子 ４×50mリレー 京都府チーム ＜岩本　大本　露内　雑賀＞

・成年男子 ボート 少年女子 ダブルスカル 京都府チーム ＜柴田　小原＞

ビーチバレーボー
ル

 ウエイトリフティング 成年男子 ７７Kg級クリーン＆ジャーク 本田　大智 九州国際大学

・男子  ウエイトリフティング 少年男子 ７７㎏級クリーン＆ジャーク 寺川　慧 京都府立海洋高等学校

アーチェリー 自転車 成年男子 ケイリン 徳田　匠 鹿屋体育大学

成年女子 空手道 成年男子 組手重量級 釜口　幸樹 京都産業大学

空手道 少年女子 形 小久保　麗 華頂女子高等学校

空手道 少年女子 組手 澤島　さくら 華頂女子高等学校

クレー射撃 成年 スキート団体 京都府チーム ＜生野　小山　中上＞

カヌー 成年男子  カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 高谷　琢人 VESPA sport supplement

ボウリング 成年女子 団体（４人チーム） 京都府チーム ＜宮城　御藤　森下　山崎＞

バスケットボール 水泳（水球） 陸上競技 少年女子Ａ １００ｍ 壹岐　あいこ 京都橘高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年女子共通 棒高跳 岡野　悠里 京都市立西京高等学校

ラグビーフット
ボール

サッカー 水泳（競泳） 成年女子 100m平泳ぎ 高橋　美帆 ミキハウス

・男女総合 ・女子 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400m自由形 辰巳　海斗 京都外大西高等学校

陸上競技 卓球 水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 藤原　ゆりの 立命館高等学校

・女子総合 ・成年女子 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

サッカー ボクシング 成年男子 バンタム級 露木　孔 日本大学

・女子総合 レスリング 成年男子  フリースタイル８６㎏級 浅井　翼 拓殖大学

ウエイトリフティ
ング

レスリング 少年男子  フリースタイル５０㎏級 藤原　祐真 京都府立網野高等学校

・女子総合 レスリング 成年男子  グレコローマンスタイル５９㎏級 井ノ口　崇之 自衛隊体育学校

空手道 セーリング 成年女子 ウインドサーフィン級 松永　麻祐 京都大学

・女子総合  ウエイトリフティング 成年男子 ５３Kg級スナッチ 木村　知哉 立命館大学

※  ウエイトリフティング 少年男子  ８５㎏級トータル 柏木　良太 京都府立鳥羽高等学校

 ウエイトリフティング 女子  －６３㎏級スナッチ 安原　嘉美 立命館大学

※  ウエイトリフティング 女子  －６３㎏級トータル 安原　嘉美 立命館大学

自転車 男子 4kmチーム・パシュート 京都府チーム ＜草場　孫崎　徳田　安田＞

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス競技 高田　潤 SILVANO STABLES

カヌー 成年女子 カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 中村　知江里 大正大学

カヌー 少年女子 カヌースプリント・カヤックペア(500m) 京都府チーム ＜小西　丸岡＞

カヌー 少年男子 カヌースプリント・カナディアンシングル(200m) 辻　颯馬 京都府立久美浜高等学校

空手道 成年男子 形 久保　弘樹 大阪学芸高等学校（職)

※ ゴルフ 少年男子 大橋　浩太朗 大阪学院大学高等学校

４位

本大会

５位 本大会
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水泳競技 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 200m個人メドレー 何澤　由衣 京都外大西高等学校

・男女総合 水泳（競泳） 少年女子Ｂ ４×100mメドレーリレー 京都府チーム ＜渡会　宮本　山岸　池本＞　

・女子総合 水泳（飛込） 少年男子 高飛込 檀野　脩人 京都外大西高等学校

自転車競技 ※  ウエイトリフティング 成年男子  53Kg級トータル 木村　知哉 立命館大学

・男女総合  ウエイトリフティング 少年男子  ６９㎏級スナッチ 西野　渓心 京都府立海洋高等学校

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

・男女総合 ※  ウエイトリフティング 女子  －５３㎏級トータル 井﨑　茅夏 東京国際大学

クレー射撃  ウエイトリフティング 女子  －６３㎏級クリーン＆ジャーク 安原　嘉美 立命館大学

・男女総合 カヌー 少年男子 カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 京都府チーム ＜上田　髙雄＞　

カヌー 成年女子 カヌースプリント・カナディアンシングル(200m) 中村　知江里 大正大学

カヌー 少年女子 カヌースプリント・カヤックペア(200m) 京都府チーム ＜小西　丸岡＞

スケート 成年男子 フィギュア 京都府チーム ＜笹原　湯浅＞

スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー（５ｋ） 譽田　貴子 京都光華中学校・高等学校（職）

バレーボール テニス 陸上競技 少年男子Ａ やり投 高原　壮志 京都府立宮津高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年男子Ｂ 砲丸投 田村　星哉 京都府立乙訓高等学校

空手道 体操 陸上競技 成年女子 １００ｍ 和田　麻希 ミズノ

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 成年女子 棒高跳 金治　良佳 武庫川女子大学

アーチェリー 陸上競技 少年女子共通 円盤投 川勝　彩矢 京都府立乙訓高等学校

・女子総合 水泳（競泳） 成年女子 ４×100mメドレーリレー 京都府チーム ＜大本　高橋　熊本　露内＞

 ウエイトリフティング 成年男子 ５３Kg級クリーン＆ジャーク 木村　知哉 立命館大学

※  ウエイトリフティング 成年男子 ７７Kg級トータル 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㎏級スナッチ 瀬野　郁希 九州国際大学

 ウエイトリフティング 女子  －５３㎏級クリーン＆ジャーク 井﨑　茅夏 東京国際大学

自転車 女子 ケイリン 坂口　楓華 一般社団法人日本競輪選手会京都支部

フェンシング 成年男子 フルーレ 京都府チーム ＜井上　北村　西村＞　

なぎなた 成年女子 演技 京都府チーム ＜川口　貫井＞

ボウリング 成年男子 団体（４人チーム） 京都府チーム ＜辻　内藤茂　内藤慎　井上＞

ボート 陸上競技 成年男子 走高跳 佐々木　竜一 京都産業大学(職)

・女子総合 水泳（競泳） 成年女子 100m自由形 岩本　愛結 東洋大学

水泳（競泳） 少年女子Ａ 400m個人メドレー 坂本　晴野 京都文教高等学校

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400m自由形 中村　仁 京都市立京都御池中学校

ボート 少年女子 シングルスカル 佐路　菖子 京都府立朱雀高等学校

セーリング 成年男子 ウインドサーフィン級 由里　亮太 鹿屋体育大学

 ウエイトリフティング 成年男子  ＋１０５㎏級クリーン＆ジャーク 瀬野　郁希 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 瀬野　郁希 九州国際大学

 ウエイトリフティング 少年男子  ８５㎏級クリーン＆ジャーク 柏木　良太 京都府立鳥羽高等学校

 ウエイトリフティング 女子  －５３㎏級スナッチ 井﨑　茅夏 東京国際大学

馬術 少年 スピードアンドハンディネス競技 伊瀬知　樹 カシオペアライディングパーク

馬術 成年女子 標準障害飛越競技 西脇  小夜子 SILVANO　STABLES

弓道 成年女子 成年女子近的 京都府チーム ＜慶田　小髙　横山＞

カヌー 成年男子 カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 高谷　琢人 VESPA sport supplement

カヌー 成年女子   ワイルドウォーターカヤックシングル（1,500m） 永井　千鶴  特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮

カヌー 少年男子 カヌースプリント・カナディアンペア(200m) 京都府チーム ＜上田　髙雄＞

得点計上種目　１０６種目（冬季３　本大会１０３）
１７種別

（本大会１７）

本大会６位

冬季

※得点非計上種目　９種目（冬季０　本大会９）

７位

男女総合　１１競技
女子総合　１１競技

本大会８位

本大会


