
高校 男子
種　　目
自由形 片岡　優斗 高2 高松　直仁 高2 櫻井　　舜 高1 上島　郷史 高2 山本　陸哉 高2 松田　和馬 高2 曽谷　朋矢 高2 乗松　侑希 高2

50m 西舞鶴 綾部 京教大附属 山城 西城陽 山城 西城陽 西城陽
26.47 26.81 26.85 26.88 26.93 27.17 27.28 27.37

自由形 山本　凌成 高2 乗松　侑希 高2 曽谷　朋矢 高2 角谷　凌斗 高2 小野　雄大 高1 櫻井　　舜 高1 夏原　　稜 高2 松田　和馬 高2
100m 山城 西城陽 西城陽 綾部 山城 京教大附属 京教大附属 山城

56.63 58.21 58.26 59.41 59.49 59.71 1:00.21 1:00.22

自由形 井上　裕太 高2 山本　陸哉 高2 山本　凌成 高2 曽谷　朋矢 高2 高松　直仁 高2 乗松　侑希 高2 大野　洋岳 高2 小野　雄大 高1
200m 西舞鶴 西城陽 山城 西城陽 綾部 西城陽 西京 山城

2:00.17 2:01.77 2:01.95 2:06.08 2:06.66 2:08.83 2:10.86 2:11.94

背泳ぎ 井上　裕太 高2 岸本　啓汰 高1 高野　匠吾 高2 道辻　勇太 高1 片岡　優斗 高2 二宮　樂人 高1 末武　慶大 高2 上野　剛人 高1
100m 西舞鶴 嵯峨野 西城陽 山城 西舞鶴 西京 洛東 紫野

1:04.31 1:05.36 1:06.11 1:08.50 1:13.00 1:13.00 1:15.79 1:18.58
(同5位)

平泳ぎ 福井　航平 高2 藤井　佑多 高1 山本　剛輝 高2 小野　真緒 高1 和田　治樹 高2 植松　郁哉 高2 村上　将梧 高1 村田　夏惟 高2
100m 嵯峨野 山城 洛東 山城 紫野 山城 京教大附属 西京

1:09.41 1:09.42 1:12.87 1:13.74 1:17.47 1:19.46 1:19.71 1:21.06

バタフライ 高松　直仁 高2 速水　健杜 高1 福井　風斗 高2 福井　航平 高2 片岡　優斗 高2 塚本　嵐士 高2 高野　匠吾 高2 西　　光瑠 高1
100m 綾部 山城 山城 嵯峨野 西舞鶴 嵯峨野 西城陽 京教大附属

59.88 1:01.14 1:01.45 1:01.64 1:03.28 1:04.48 1:04.89 1:05.45

個人メドレー 井上　裕太 高2 福井　航平 高2 山本　陸哉 高2 高野　匠吾 高2 大野　洋岳 高2 藤井　佑多 高1 西　　光瑠 高1 末武　慶大 高2
200m 西舞鶴 嵯峨野 西城陽 西城陽 西京 山城 京教大附属 洛東

2:14.65 2:18.60 2:21.18 2:23.11 2:27.34 2:30.17 2:32.36 2:32.79

フリーリレー 山城A 高 西城陽 高 山城D 高 西京A 高 嵯峨野 高 綾部 高 紫野A 高 洛東A 高
4×50m 山本　凌成 高2 山本　陸哉 高2 柏　　優成 高1 奥田　遼平 高2 岸本　啓汰 高1 角谷　凌斗 高2 和田　治樹 高2 山本　剛輝 高2

上島　郷史 高2 曽谷　朋矢 高2 小野　雄大 高1 鍵岡心太郎 高2 福井　航平 高2 山下　玄起 高2 上野　剛人 高1 今江　涼太 高2
松田　和馬 高2 乗松　侑希 高2 道辻　勇太 高1 衣川　武志 高2 塚本　嵐士 高2 井伊　竜綺 高1 山川　楓太 高2 末武　慶大 高2
福井　風斗 高2 佐藤　由顕 高1 藤井　佑多 高1 大野　洋岳 高2 美濃部玄喜 高1 高松　直仁 高2 福元　大地 高2 庄司　達喜 高2

1:43.63 Fin. 1:47.80 Fin. 1:47.97 Fin. 1:50.31 Fin. 1:51.98 Fin. 1:52.91 Fin. 1:54.82 Fin. 1:55.17 Fin.

メドレーリレー 西城陽 高 山城D 高 嵯峨野 高 山城F 高 山城A 高 西京A 高 紫野A 高 洛東A 高
4×50m 高野　匠吾 高2 鈴木　温大 高1 岸本　啓汰 高1 道辻　勇太 高1 福井　風斗 高2 大野　洋岳 高2 上野　剛人 高1 末武　慶大 高2

山本　陸哉 高2 藤井　佑多 高1 福井　航平 高2 小野　真緒 高1 上島　郷史 高2 鍵岡心太郎 高2 和田　治樹 高2 山本　剛輝 高2
曽谷　朋矢 高2 速水　健杜 高1 塚本　嵐士 高2 小野　雄大 高1 山本　凌成 高2 奥田　遼平 高2 福元　大地 高2 庄司　達喜 高2
乗松　侑希 高2 柏　　優成 高1 美濃部玄喜 高1 山田　晃己 高1 松田　和馬 高2 衣川　武志 高2 山川　楓太 高2 今江　涼太 高2

1:57.85 Fin. 2:00.35 Fin. 2:00.86 Fin. 2:02.74 Fin. 2:04.45 Fin. 2:04.60 Fin. 2:07.08 Fin. 2:09.94 Fin.

８　位

平成30年度京都府国公立高等学校水泳競技大会
平成30年8月26日（日）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

会場　：　京都府立鳥羽高等学校

１　位 ２　位 ３　位



高校 女子
種　　目
自由形 辻　　薫乃 高2 上原　　友 高1 松村　有莉 高1 加藤　玲那 高2 福田　莉子 高1 植田　咲希 高2 福田　夢心 高1 西田　　葵 高2

50m 西城陽 綾部 西城陽 山城 西城陽 洛東 西城陽 山城
28.29 30.18 30.19 30.34 30.50 30.83 30.86 31.15

自由形 辻　　薫乃 高2 佐藤　穂佳 高1 福田　莉子 高1 足立　果穂 高2 武田　海都 高2 福田　夢心 高1 村上　万歩 高2 江口あすか 高1
100m 西城陽 京教大附属 西城陽 綾部 西城陽 西城陽 綾部 西京

1:00.09 1:03.57 1:06.02 1:06.70 1:06.83 1:08.15 1:08.30 1:08.40
(大会新)

自由形 辻　　薫乃 高2 福田　莉子 高1 西田　　葵 高2 福田　夢心 高1 中島　杏果 高1 椿森奈津美 高1
200m 西城陽 西城陽 山城 西城陽 山城 山城

2:07.33 2:21.13 2:23.45 2:23.93 2:30.39 2:30.56
(大会新)

背泳ぎ 西村　晴希 高1 田崎　愛実 高1 大川　葉音 高2 梶田美紗季 高2 武田　海都 高2 吉川　奈那 高1 澤井　夏海 高1 中橋　　葵 高1
100m 西城陽 山城 山城 紫野 西城陽 嵯峨野 西城陽 山城

1:13.57 1:13.90 1:18.48 1:19.08 1:19.36 1:19.63 1:21.23 1:27.41

平泳ぎ 三宅　悠理 高1 佐藤　穂佳 高1 西田　佑希 高2 村上　万歩 高2 森兼　陽向 高2 山内　　梓 高2 西村　晴希 高1 江口あすか 高1
100m 久御山 京教大附属 山城 綾部 西舞鶴 嵯峨野 西城陽 西京

1:19.90 1:21.01 1:22.84 1:23.19 1:23.37 1:23.39 1:23.85 1:28.17

バタフライ 上原　　友 高1 西田　　葵 高2 松村　有莉 高1 永井　雪音 高1 山内　　梓 高2 西森　実咲 高1 山口　紗和 高1 石井英梨佳 高2
100m 綾部 山城 西城陽 西城陽 嵯峨野 嵯峨野 京教大附属 嵯峨野

1:08.13 1:09.34 1:13.19 1:13.45 1:14.36 1:24.21 1:25.62 1:28.33

個人メドレー 小野ひなた 高1 西村　晴希 高1 上原　　友 高1 加藤　玲那 高2 村上　万歩 高2 足立　果穂 高2 西田　佑希 高2 小山　黎菜 高2
200m 山城 西城陽 綾部 山城 綾部 綾部 山城 西城陽

2:30.03 2:34.45 2:37.33 2:39.57 2:40.12 2:40.93 2:42.52 2:42.74

フリーリレー 西城陽A 高 山城A 高 西城陽B 高 嵯峨野 高 山城B 高 京教大附属 高 西京 高 紫野 高
4×50m 福田　夢心 高1 加藤　玲那 高2 福田　莉子 高1 山内　　梓 高2 西田　佑希 高2 佐藤　穂佳 高1 江口あすか 高1 梶田美紗季 高2

松村　有莉 高1 小野ひなた 高1 永井　雪音 高1 川﨑　舞佳 高2 中橋　　葵 高1 西島　　葵 高2 大嶋　菜々 高2 橋詰　月季 高2
西村　晴希 高1 三田村美雨 高2 小山　黎菜 高2 吉川　奈那 高1 椿森奈津美 高1 秋山　彩葉 高1 戸出　紫巴 高2 北川　真美 高1
武田　海都 高2 大川　葉音 高2 澤井　夏海 高1 加納　里華 高2 西田　　葵 高2 山口　紗和 高1 山田ひかり 高2 中村　牧奈 高2

1:58.06 Fin. 1:58.88 Fin. 2:05.37 Fin. 2:06.81 Fin. 2:07.31 Fin. 2:08.12 Fin. 2:10.06 Fin. 2:13.43 Fin.

メドレーリレー 山城A 高 西城陽A 高 山城B 高 嵯峨野 高 西城陽B 高 西京 高 紫野 高 洛北 高
4×50m 田崎　愛実 高1 澤井　夏海 高1 大川　葉音 高2 吉川　奈那 高1 福田　夢心 高1 山田ひかり 高2 橋詰　月季 高2 田中　　凜 高2

西田　佑希 高2 西村　晴希 高1 中島　杏果 高1 山内　　梓 高2 福田　莉子 高1 江口あすか 高1 中村　牧奈 高2 國田　夏海 高2
小野ひなた 高1 小山　黎菜 高2 西田　　葵 高2 西森　実咲 高1 武田　海都 高2 戸出　紫巴 高2 梶田美紗季 高2 石橋　末衣 高1
加藤　玲那 高2 松村　有莉 高1 三田村美雨 高2 加納　里華 高2 永井　雪音 高1 大嶋　菜々 高2 北川　真美 高1 山崎　沙和 高1

2:13.72 Fin. 2:18.15 Fin. 2:20.14 Fin. 2:22.19 Fin. 2:22.32 Fin. 2:29.51 Fin. 2:32.78 Fin. 2:41.82 Fin.

平成30年度京都府国公立高等学校水泳競技大会
平成30年8月26日（日）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

会場　：　京都府立鳥羽高等学校

１　位 ２　位 ３　位 ８　位


