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ホッケー 陸上競技 成年女子 5000ｍ競歩 河添　香織 自衛隊体育学校

・少年女子 陸上競技 少年男子Ａ 400ｍ 木下　祐一 洛南高等学校

バレーボール
（６人制）

陸上競技 少年男子Ａ ハンマー投 坂　耀介 花園高等学校

・少年男子 陸上競技 少年女子共通 400ｍハードル 山本　亜美 京都橘高等学校

水泳 少年女子Ｂ 100ｍ平泳ぎ 鍵本　彩夏 舞鶴市立城北中学校

ボート 少年男子 舵手付き クォドルプル 京都府チーム ＜田中　柴田　黒谷　山口　山下　今澤＞

ボート 少年男子 ダブルスカル 京都府チーム ＜野村　永利＞

レスリング 少年 男子 フリースタイル51㎏級 芹沢　雄生 京都府立網野高等学校

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

ウエイト リフティング 少年男子 89㎏級スナッチ 西川　勝之 京都府立朱雀高等学校

ウエイト リフティング 少年男子 89㎏級クリーン＆ジャーク 西川　勝之 京都府立朱雀高等学校

※ ウエイト リフティング 少年男子 トータル 西川　勝之 京都府立朱雀高等学校

フェンシング 少年女子 フルーレ 京都府チーム ＜竹山　竹澤　津田＞

空手道 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ハードル 都　康炳 同志社大学

・男女総合 ・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

水泳 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 少年 男子Ｂ 100ｍ平泳ぎ 豊山　就介 京都産業大学附属高等学校

レスリング 少年 男子 フリースタイル92㎏級 三浦　哲史 京都府立網野高等学校

セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 西上　実彩子 株式会社マツモトキヨシ

セーリング 少年女子 420級 京都府チーム ＜小林　白數＞

ウエイト リフティング 成年男子 96㎏級クリーン＆ジャーク 長谷　胤午 東京国際大学

ウエイト リフティング 少年男子 96㎏級クリーン＆ジャーク 下村　優輝 京都府立加悦谷高等学校

自転車 男子 ４㎞チーム・パーシュート 京都府チーム ＜草場　孫崎　四宮　岡本＞

馬術 少年 標準障害飛越 右近　萌木 京都精華学園高等学校

フェンシング 少年男子 フルーレ 京都府チーム ＜飯村　西村　大野＞

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

空手道 成年男子 組手（中量級） 中野　壮一朗 帝京大学

空手道 少年男子 組手 武田　風人 京都外大西高等学校

ボート 水泳（水球） 陸上競技 少年男子Ｂ 100ｍ 寺澤　大地 洛南高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年男子共通 三段跳 小松　航 京都府立西城陽高等学校

バレーボール バスケットボール 陸上競技 少年女子Ａ 400ｍ 吉岡　里奈 京都市立西京高等学校

・男女総合 ・少年男子 陸上競技 少年女子Ａ 100ｍハードル 古西　清乃 京都橘高等学校

セーリング ソフトボール 水泳 成年女子 100ｍ自由形 大本　里佳 イトマンスイミングスクール

・女子総合 ・成年女子 水泳 少年 女子Ａ 200ｍバタフライ 何澤　由衣 京都外大西高等学校

トライアスロン ラグビーフットボール 水泳 少年 女子Ａ 400ｍ個人メドレー 何澤　由衣 京都外大西高等学校

・女子総合 ・少年男子 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 女子 フリースタイル62㎏級 正田　絢子 京都府立網野高等学校（教）

※ ウエイト リフティング 成年男子 96㎏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 71㎏級クリーン＆ジャーク 柏木　麻希 京都府立加悦谷高等学校〈教）

※ ウエイト リフティング 少年男子 96㎏級トータル 下村　優輝 京都府立加悦谷高等学校

自転車 成年男子 ケイリン 徳田　匠 鹿屋体育大学

自転車 少年男子 １ｋｍタイム・トライアル 岡本　勝哉 京都府立北桑田高等学校

自転車 少年 男子 スクラッチ 小池　陽斗 京都府立北桑田高等学校

馬術 成年男子 国体大障害飛越 髙田　潤 ＳＩＬＶＡＮＯ　ＳＴＡＢＬＥＳ

カヌー(スプリント) 少年男子 カナディアンシングル（200m） 荒木　悠太 京都府立綾部高等学校

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 株式会社協栄

空手道 全種別 組手団体 京都府チーム ＜武田　澤島　中野（壮）　片岡　田中　中野（あ）＞

ボウリング 少年女子 団体 京都府チーム ＜安田　畑＞

トライアスロン 成年 女子 加後　美咲 ＡＳ京都

冬季 スケート 成年女子 フィギュア 京都府チーム ＜磯邉　十倉＞

陸上競技 陸上競技 成年女子 400ｍハードル 芝田　陽香 チームミズノアスレティック

・男女総合 水泳 少年 女子Ａ 200ｍ背泳ぎ 渡会　円香 京都外大西高等学校

ホッケー ウエイト リフティング 女子 71㎏級スナッチ 柏木　麻希 京都府立加悦谷高等学校〈教）

・女子総合 ※ ウエイト リフティング 女子 71㎏級トータル 柏木　麻希 京都府立加悦谷高等学校〈教）

自転車 ウエイト リフティング 少年男子 96㎏級スナッチ 下村　優輝 京都府立加悦谷高等学校

・男女総合 自転車 成年男子 個人ロード・レース 孫崎　大樹 ＴＥＡＭ　ＢＲＩＤＧＥＳＴＯＮＥ　ＣｙｃＩｉｎｇＴｅａｍ

フェンシング 自転車 女子 個人ロード・レース 石田　唯 京都府立北桑田高等学校

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

・女子総合 馬術 成年女子 二段階障害飛越 荒木　梨花 同志社大学

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

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 株式会社協栄
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第74回国民体育大会　京都府選手団入賞者一覧
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レスリング
水泳
(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ)

陸上競技 成年女子 砲丸投 田村　満孔 大阪体育大学

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

柔道 テニス 水泳 成年女子 ４×50ｍフリーリレー 京都府チーム ＜大本　雑賀　又木　岩本＞

・女子総合 ・少年男子 ボート 少年男子 シングルスカル 林　颯一郎 東山高等学校

ソフトボール バレーボール ボート 少年女子 ダブルスカル 京都府チーム ＜坂田　小倉＞

・女子総合 ・少年女子 ボート 少年女子 シングルスカル 野里常　なづな 京都府立東舞鶴高等学校

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ハンドボール レスリング 成年男子 フリースタイル97㎏級 西尾　直己 京都府立海洋高等学校（教）

・男女総合 ・少年男子 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル71㎏級 今井　海陽 京都府立海洋高等学校

ソフトテニス レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル125㎏級 河村　政栄 京都廣学館高等学校

・少年女子 ウエイト リフティング 成年男子 96㎏級スナッチ 長谷　胤午 東京国際大学

柔道 ウエイト リフティング 少年男子 67㎏級クリーン＆ジャーク 川﨑　涼雅 京都府立海洋高等学校

・女子 自転車 女子 スクラッチ 石田　唯 京都府立北桑田高等学校

バドミントン 馬術 少年 トップスコア 河村　ひなた 立命館宇治高等学校

・成年女子 カヌー(スプリント) 少年男子 カナディアンシングル（500ｍ） 荒木　悠太 京都府立綾部高等学校

空手道 成年 男子 組手（重量級） 上山　大就 京都産業大学

空手道 成年男子 形 田中　透也 京都産業大学

空手道 少年女子 組手 澤島　さくら 華頂女子高等学校

冬季 スケート 成年男子 フィギュア 京都府チーム ＜笹原　福田＞

レスリング テニス 水泳 成年女子 100ｍ平泳ぎ 高橋　美帆 ミキハウス

・女子総合 ・少年女子 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 67㎏級スナッチ 川﨑　涼雅 京都府立海洋高等学校

※ ウエイト リフティング 少年男子 67㎏級トータル 川﨑　涼雅 京都府立海洋高等学校

馬術 少年 スピードアンドハンディネス 右近　萌木 京都精華学園高等学校

馬術 少年 二段階障害飛越 河村　ひなた 立命館宇治高等学校

フェンシング 成年男子 フルーレ 京都府チーム ＜井上　二ノ宮　田中＞

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

冬季 スケート 成年女子 ショートトラック3000mR 京都府チーム ＜丸山　中川　山本　栗原＞

陸上競技 陸上競技 少年男子Ａ 5000ｍ 三浦　龍司 洛南高等学校

・女子総合 陸上競技 少年男子共通 800ｍ 山岡　龍輝 洛南高等学校

水泳 陸上競技 少年男子共通 5000ｍ競歩 水谷　颯佑 京都市立京都工学院高等学校

・男女総合 水泳 成年女子 ４×100ｍメドレーリレー 京都府チーム ＜又木　高橋　大本　岩本＞

・女子総合 水泳 少年 女子Ｂ 200ｍ個人メドレー 八木　詩歩 京都外大西高等学校

テニス 水泳 成年 女子 飛板飛込 藤原　ゆりの 立命館大学

・男女総合 自転車 少年 男子 スプリント 四宮　寛人 京都府立北桑田高等学校

バレーボール カヌー(スラローム) 成年男子 カナディアンシングル（25ゲート） 田中　慈英 島津システムソリューションズ 株式会社

・女子総合

セーリング

・男女総合

自転車

・女子総合

トライアスロン

・男女総合

ホッケー 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 少年男子共通 円盤投 坂　耀介 花園高等学校

ソフトテニス アーチェリー 水泳 成年女子 100ｍ背泳ぎ 又木　愛紗 日本体育大学

・女子総合 ・成年女子 水泳 少年 女子Ａ ４×100ｍフリーリレー 京都府チーム ＜渡会　何澤　中島　青木＞

ボウリング 水泳 少年 男子 高飛込 東村　岳矩 京都府立乙訓高等学校

・女子総合 セーリング 成年 男子 国体ウインドサーフィン級 勝木　太陽 京都大学

馬術 少年 リレー 京都府チーム ＜河村　右近＞

カヌー(スプリント) 少年女子 カヤックシングル（200m） 上原　心花 京都府立綾部高等学校

カヌー(スラローム) 成年男子 カナディアンシングル（15ゲート） 田中　慈英 島津システムソリューションズ 株式会社

なぎなた 成年 女子 試合競技 京都府チーム ＜貫井　山中　松下＞

男女総合　13競技
女子総合　13競技

17種別
（本大会17）

得点計上種目　101種目（冬季３　本大会98）

※得点非計上種目　５種目（冬季０　本大会５）
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