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順位 大会 入賞競技 入賞種別

バレーボール
（６人制）

ボート 成年男子 シングルスカル 遠山　秀雄 日本体育大学

・少年男子 レスリング 成年男子 フリースタイル７４kg級 伊藤　駿 早稲田大学

フェンシング
（フルーレ）

レスリング 少年男子 フリースタイル８０kg級 高橋　夢大 京都府立網野高等学校

・少年女子 ウエイトリフティング 少年男子  ９４㎏級クリーン＆ジャーク 柏木　良太 京都府立鳥羽高等学校

空手道 少年男子 形 田中　透也 大阪学芸高等学校

冬季 スケート 成年女子 フィギュア 京都府チーム ＜木原　磯邉＞

レスリング 陸上競技 少年男子Ｂ 走幅跳 藤原　孝輝 洛南高等学校

・女子総合 陸上競技 成年女子 やり投 山下　実花子 九州共立大学

陸上競技 少年女子Ａ ４００ｍ 吉岡　里奈 京都市立西京高等学校

陸上競技 成年少年女子共通 ４×１００ｍリレー 京都府チーム ＜安達　壹岐　和田　廣瀬(未)＞

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

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

レスリング 女子 フリースタイル５３kg級 今井　佑海  京都府立海洋高等学校

 ウエイトリフティング 少年男子  ９４㎏級スナッチ 柏木　良太 京都府立鳥羽高等学校

※  ウエイトリフティング 少年男子  ９４㎏級トータル 柏木　良太 京都府立鳥羽高等学校

自転車 男子 ４kmチーム・パーシュート 京都府チーム ＜草場　孫崎　村田　安田＞

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

馬術 成年男子 六段障害飛越 髙田　潤 SILVANO　STABLES

カヌー（スプリント） 成年男子 カナディアンシングル（５００m） 橋本　将都 サコス株式会社

陸上競技 バスケットボール 陸上競技 成年男子 １００００ｍ競歩 山西　利和 愛知製鋼株式会社

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 成年男子 やり投 石山　歩 中京大学

空手 ソフトテニス 陸上競技 少年男子Ａ ５０００ｍ 三浦　龍司 洛南高等学校

・女子総合 ・少年女子 陸上競技 成年女子 ５０００ｍ競歩 河添　香織 自衛隊体育学校

卓球 水泳（競泳） 少年男子Ａ ４００ｍ自由形 岡本　大雅 京都外大西高等学校

・少年男子 水泳（競泳） 少年男子Ｂ １００ｍ平泳ぎ 豊山　就介 京都市立山科中学校

ゴルフ ボクシング 成年男子 ライトヘビー 山田　誠輝 近畿大学

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

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル６７kg級 井ノ口　崇之 自衛隊体育学校

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル９２kg級 三浦　哲史 京都府立網野高等学校

弓道 成年男子 近的 京都府チーム ＜山川　牧野　辻川＞

空手道 成年女子 組手 中江　真矢 京都産業大学

冬季
スケート
（フィギュア）

少年女子 京都府チーム ＜白岩　久保＞

バレーボール バレーボール
（ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

陸上競技 成年男子 ４００ｍ 井本　佳伸 東海大学

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

陸上競技 ハンドボール 陸上競技 少年男子共通 ８００ｍ 山岡　龍輝 洛南高等学校

・女子総合 ・少年男子 陸上競技 少年男子共通 ５０００ｍ競歩 北村　匠 京都府立田辺高等学校

ソフトテニス 剣道 陸上競技 少年女子Ａ １００ｍハードル 中尾　あゆみ 京都府立西城陽高等学校

・女子総合 ・成年女子 陸上競技 少年女子Ｂ １００ｍ 安達　茉鈴 京都橘高等学校

水泳（競泳） 成年女子 １００ｍ平泳ぎ 高橋　美帆 ミキハウス

ボート 成年女子 シングルスカル 四方　美咲 鹿屋体育大学

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）

セーリング 成年男子  ウィンドサーフィン級 勝木　太陽 京都大学

 ウエイトリフティング 少年男子  ８５㎏級クリーン＆ジャーク 下村　優輝 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  ８５㎏級トータル 下村　優輝 京都府立加悦谷高等学校

馬術 少年  少年標準障害飛越 河村　ひなた カシオペアライディングパーク

カヌー（スプリント） 少年男子 カヤックシングル（２００ｍ） 安井　堅士朗 京都府立久美浜高等学校

空手道 成年女子 形 梅景　唯 佛教大学

※ ゴルフ 成年男子 個人 岩田　大河 大阪学院大学

３位 本大会

４位

本大会
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１位 本大会

２位

本大会
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レスリング 体操（競技） 陸上競技 成年男子 走高跳 佐々木　竜一 京都産業大学（職）

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年男子Ａ やり投 末次　仁志 京都府立峰山高等学校

バドミントン 陸上競技 少年男子Ｂ ３０００ｍ 若林　宏樹 洛南高等学校

・成年男子 陸上競技 少年男子共通 三段跳 大場　一徹 洛南高等学校

剣道 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

・成年男子 水泳（競泳） 成年女子 ５０ｍ自由形 大本　里佳 イトマンスイミングスクール

水泳（飛込） 成年女子 飛板飛込 藤原　ゆりの 立命館大学

ボクシング 成年男子 ライト 露木　孔 日本大学

レスリング 成年男子 フリースタイル６５kg級 早山　竜太郎 拓殖大学

カヌー（スプリント） 成年男子 カナディアンシングル（２００ｍ） 橋本　将都 サコス株式会社

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

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

空手道 成年男子 組手（中量級） 杉本　一樹 京都産業大学

ゴルフ 水泳（水球） 水泳（競泳） 少年男子Ａ ２００ｍバタフライ 團　　頌太 京都外大西高等学校

・男女総合 ・少年男子 水泳（競泳） 少年女子Ｂ １００ｍ背泳ぎ 渡会　円香 京都外大西高等学校

フェンシング
フェンシング
（フルーレ）

水泳（飛込） 成年女子 高飛込 藤原　ゆりの 立命館大学

・女子総合 ・成年男子 ボート 少年男子  舵手つきクォドルプル 京都府チーム ＜長谷川　上田　井上　ジャロ　菱田＞

トライアスロン アーチェリー  ウエイトリフティング 成年男子  ９４㎏級クリーン＆ジャーク 長谷　胤午 東京国際大学

・女子総合 ・少年男子  ウエイトリフティング 少年男子  ８５㎏級スナッチ 下村　優輝 京都府立加悦谷高等学校

 ウエイトリフティング 女子  ５８㎏級スナッチ 鎰谷　綾子 京都ウエイトリフティング協会

 ウエイトリフティング 女子 ５８㎏級クリーン＆ジャーク 鎰谷　綾子 京都ウエイトリフティング協会

※  ウエイトリフティング 女子  ５８㎏級トータル 鎰谷　綾子 京都ウエイトリフティング協会

ボウリング 成年女子 個人戦 高橋　由菜 株式会社NICOJAPAN

冬季
スケート
（フィギュア）

少年男子 京都府チーム ＜森口　前川＞

空手
バレーボール
（６人制）

陸上競技 成年女子 １００ｍ 和田　麻希 ミズノ

・男女総合 ・成年男子 陸上競技 成年女子 ５０００ｍ 筒井　咲帆 株式会社ヤマダ電機

アーチェリー 水泳（競泳） 少年男子Ａ ４×１００ｍメドレーリレー 京都府チーム ＜山元　森　團　岡本＞

・成年女子 水泳（競泳） 成年女子 １００ｍ自由形 岩本　愛結 東洋大学

水泳（飛込） 成年男子 高飛込 檀野　脩人 福山平成大学

水泳
（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ）

少年女子 京都府チーム ＜熊谷　川瀬＞

ボート 少年女子 ダブルスカル 京都府チーム ＜石井　森永＞

 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

カヌー（スプリント） 少年男子 カヤックシングル（５００ｍ） 安井　堅士朗  京都府立久美浜高等学校

トライアスロン 成年女子 中山　菜々美 ＡＳ京都

スケート
スケート
（フィギュア）

成年男子 京都府チーム ＜笹原　湯浅＞

・女子総合
スケート
（ショートトラック）

成年女子 ３０００ｍＲ 京都府チーム ＜土佐　中川　山本　栗原＞

卓球 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 水泳（競泳） 成年男子 ４００ｍ自由形 髙栁　祐太 日本大学

フェンシング 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　髙嶋　諸橋＞

・男女総合 水泳（飛込） 少年男子 高飛込 東村　岳矩 京都府立乙訓高等学校

剣道 水泳
（ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ）

女子 ５㎞競技 坂本　晴野 京都文教高等学校

・女子総合 ※  ウエイトリフティング 成年男子  ９４㎏級トータル 長谷　胤午 東京国際大学

 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

※  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 少年男子 ケイリン 川村　峻輝 京都府立北桑田高等学校

ライフル射撃 少年男子 １０ｍエア・ライフル立射６０発競技 西田　昴洋 京都府立園部高等学校

カヌー（スプリント） 少年女子 カヤックシングル（５００ｍ） 上原　心花  京都府立綾部高等学校

男女総合　７競技 １７種別
得点計上種目　　８８種目（冬季５　本大会８３）

６位 本大会

７位

本大会

８位

冬季

本大会

５位 本大会
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女子総合　８競技 （本大会１７）
※得点非計上種目　６種目（冬季０　本大会６）


