
高校 男子
種　　目
自由形 中西　挑遥 高1 櫻井　　舜 高2 材野　　司 高1 藤井　佑多 高2 小野　雄大 高2 宮川ガブリエル拓 高1 柏　　優成 高2 西　　光瑠 高2

50m 京教大附属 京教大附属 山城 山城 山城 京教大附属 山城 京教大附属
26.19 26.54 26.66 26.76 26.76 27.47 27.79 27.81

(同4位)
自由形 中西　挑遥 高1 庄司　達喜 高3 佐藤　由顕 高2 西　　光瑠 高2 岸本　啓汰 高2 二宮　樂人 高2 窪田　捷人 高1 金城　一騎 高1
100m 京教大附属 洛東 西城陽 京教大附属 嵯峨野 西京 西京 西城陽

55.85 58.54 59.02 59.18 59.24 1:00.49 1:01.01 1:01.89

自由形 高松　直仁 高3 佐藤　由顕 高2 速水　健杜 高2 中村　颯太 高1 井伊　竜綺 高2 福田　喜崇 高1 望月　蒼太 高2 金城　一騎 高1
200m 綾部 西城陽 山城 山城 綾部 嵯峨野 堀川 西城陽

2:02.20 2:10.64 2:15.36 2:15.99 2:15.99 2:16.71 2:16.74 2:17.47
(同4位)

背泳ぎ 岸本　啓汰 高2 望月　蒼太 高2 二宮　樂人 高2 宮川ガブリエル拓 高1 山元　想士 高1 笹村　　航 高1 西川　　毅 高2 三宅　広汰 高1
100m 嵯峨野 堀川 西京 京教大附属 西城陽 嵯峨野 嵯峨野 京教大附属

1:04.88 1:06.44 1:08.01 1:08.48 1:10.98 1:16.57 1:18.24 1:30.26

平泳ぎ 藤井　佑多 高2 小野　真緒 高2 道辻　勇太 高2 山中　仁景 高1 村上　将梧 高2 鈴木　温大 高2 森田　伊織 高2 小田　康介 高1
100m 山城 山城 山城 堀川 京教大附属 山城 山城 京教大附属

1:10.19 1:10.43 1:12.06 1:12.58 1:14.72 1:19.56 1:20.67 1:20.89

バタフライ 高松　直仁 高3 速水　健杜 高2 山中　仁景 高1 岸野　壮真 高1 小野　雄大 高2 大川　幹太 高1 美濃部玄喜 高2 関戸　紳司 高2
100m 綾部 山城 堀川 東舞鶴 山城 堀川 嵯峨野 紫野

57.45 58.97 59.69 1:00.82 1:03.01 1:04.73 1:07.74 1:09.38
(大会新)

個人メドレー 山中　仁景 高1 道辻　勇太 高2 望月　蒼太 高2 岸野　壮真 高1 大川　幹太 高1 山元　想士 高1 中村　颯太 高1 上野　剛人 高2
200m 堀川 山城 堀川 東舞鶴 堀川 西城陽 山城 紫野

2:15.58 2:22.31 2:24.11 2:26.42 2:27.17 2:29.37 2:30.36 2:40.35

フリーリレー 京教大附属 高 山城A 高 西京A 高 嵯峨野 高 洛東A 高 山城C 高 西京B 高 紫野A 高
4×50m 櫻井　　舜 高2 柏　　優成 高2 西村　海人 高1 福田　喜崇 高1 庄司　達喜 高3 櫻田　康太 高1 平岩　遼志 高2 関戸　紳司 高2

宮川ガブリエル拓 高1 藤井　佑多 高2 窪田　捷人 高1 笹村　　航 高1 内記　太翔 高2 中村　颯太 高1 谷村　優斗 高1 片山　素晴 高1
西　　光瑠 高2 小野　雄大 高2 樋口明日也 高1 西垣　雄規 高2 大橋　隼勝 高2 南田　凌汰 高1 中村　　丈 高2 山田　太地 高1
中西　挑遥 高1 道辻　勇太 高2 二宮　樂人 高2 美濃部玄喜 高2 藤原　大樹 高2 材野　　司 高1 山本　　悠 高2 上野　剛人 高2

1:44.42 Fin. 1:44.82 Fin. 1:48.76 Fin. 1:52.74 Fin. 1:53.62 Fin. 1:54.46 Fin. 1:54.70 Fin. 1:55.90 Fin.

メドレーリレー 山城A 高 京教大附属 高 嵯峨野A 高 西京A 高 山城B 高 西城陽 高 紫野A 高 山城E 高
4×50m 道辻　勇太 高2 宮川ガブリエル拓 高1 岸本　啓汰 高2 二宮　樂人 高2 柏　　優成 高2 山元　想士 高1 片山　素晴 高1 上田　　真 高1

藤井　佑多 高2 村上　将梧 高2 西垣　雄規 高2 樋口明日也 高1 川端　力斗 高2 金城　一騎 高1 上野　剛人 高2 中村　颯太 高1
速水　健杜 高2 西　　光瑠 高2 笹村　　航 高1 西村　海人 高1 山田　晃己 高2 佐藤　由顕 高2 関戸　紳司 高2 南田　凌汰 高1
小野　雄大 高2 中西　挑遥 高1 福田　喜崇 高1 窪田　捷人 高1 鈴木　温大 高2 山内　拓海 高1 山田　太地 高1 材野　　司 高1

1:55.49 Fin. 1:58.70 Fin. 2:04.03 Fin. 2:04.92 Fin. 2:10.55 Fin. 2:10.58 Fin. 2:10.64 Fin. 2:11.72 Fin.

３　位 ８　位

令和元年度京都府国公立高等学校水泳競技大会
令和元年8月25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



高校 女子
種　　目
自由形 福田　夢心 高2 松本　早織 高1 上原　　友 高2 福田　莉子 高2 菅生　明愛 高1 松村　有莉 高2 川副　理子 高1 中村まなみ 高1

50m 西城陽 西京 綾部 西城陽 山城 西城陽 塔南 堀川
29.67 29.89 30.03 30.04 30.21 30.46 31.19 31.50

自由形 中原　涼花 高1 永井　雪音 高2 福田　夢心 高2 菅生　明愛 高1 古田　藍夏 高1 川副　理子 高1 井上千賀子 高1 田中　李奈 高1
100m 西城陽 西城陽 西城陽 山城 京教大附属 塔南 西城陽 西城陽

1:03.39 1:04.37 1:04.40 1:04.54 1:04.59 1:04.81 1:05.53 1:06.12

自由形 西村　晴希 高2 福田　莉子 高2 井上千賀子 高1 中原　涼花 高1 長澤　麗加 高1 川副　理子 高1 仲野　　妙 高1 中村まなみ 高1
200m 西城陽 西城陽 西城陽 西城陽 山城 塔南 綾部 堀川

2:14.56 2:16.97 2:20.27 2:22.55 2:23.31 2:24.96 2:27.90 2:28.67

背泳ぎ 井上　優衣 高1 西村　晴希 高2 山中　柚南 高1 福田　莉子 高2 田崎　愛実 高2 澤井　夏海 高2 佐藤　穂佳 高2 中橋　　葵 高2
100m 山城 西城陽 西城陽 西城陽 山城 西城陽 京教大附属 山城

1:09.18 1:13.50 1:14.02 1:14.67 1:15.77 1:20.15 1:23.77 1:25.59

平泳ぎ 古田　藍夏 高1 山﨑穂乃花 高1 小野ひなた 高2 三宅　悠理 高2 井上千賀子 高1 中島　杏果 高2 車田三紗都 高1 安原　希泉 高1
100m 京教大附属 西舞鶴 山城 久御山 西城陽 山城 山城 西城陽

1:17.75 1:19.32 1:20.30 1:21.98 1:22.60 1:22.89 1:23.27 1:23.79

バタフライ 上原　　友 高2 中原　涼花 高1 山﨑穂乃花 高1 永井　雪音 高2 松村　有莉 高2 山中　柚南 高1 秋山　彩葉 高2 西井　明愛 高2
100m 綾部 西城陽 西舞鶴 西城陽 西城陽 西城陽 京教大附属 塔南

1:08.51 1:11.46 1:12.78 1:14.43 1:14.50 1:15.89 1:18.17 1:37.07

個人メドレー 小野ひなた 高2 井上　優衣 高1 西村　晴希 高2 佐藤　穂佳 高2 上原　　友 高2 山﨑穂乃花 高1 安原　希泉 高1 車田三紗都 高1
200m 山城 山城 西城陽 京教大附属 綾部 西舞鶴 西城陽 山城

2:27.73 2:30.39 2:33.11 2:33.30 2:34.93 2:38.97 2:39.91 2:41.22

フリーリレー 西城陽 高 山城A 高 山城B 高 西京 高 京教大附属 高 嵯峨野 高 紫野 高 洛東 高
4×50m 福田　夢心 高2 菅生　明愛 高1 田崎　愛実 高2 小嶋さくら 高1 佐藤　穂佳 高2 森花　来未 高2 和田　楓香 高1 植田　咲希 高3

西村　晴希 高2 井上　優衣 高1 中橋　　葵 高2 板東真裕子 高1 古田　藍夏 高1 佐原　美帆 高1 山田　千夏 高1 中村　紗季 高1
福田　莉子 高2 中島　杏果 高2 車田三紗都 高1 長谷川貴子 高1 中野　伶香 高1 肥後　　灯 高1 水嶋日陽里 高1 巽　小由樹 高1
中原　涼花 高1 小野ひなた 高2 長澤　麗加 高1 松本　早織 高1 秋山　彩葉 高2 吉川　奈那 高2 北川　真美 高2 髙橋　詩月 高1

1:55.88 Fin. 1:58.79 Fin. 2:04.64 Fin. 2:04.98 Fin. 2:06.59 Fin. 2:18.90 Fin. 2:19.33 Fin. 2:20.71 Fin.
(大会新)

メドレーリレー 山城A 高 西城陽 高 山城B 高 西京 高 京教大附属 高 嵯峨野 高 洛東 高 紫野 高
4×50m 井上　優衣 高1 山中　柚南 高1 田崎　愛実 高2 江口あすか 高2 佐藤　穂佳 高2 吉川　奈那 高2 巽　小由樹 高1 和田　楓香 高1

中島　杏果 高2 井上千賀子 高1 車田三紗都 高1 長谷川貴子 高1 古田　藍夏 高1 森花　来未 高2 中村　紗季 高1 北川　真美 高2
小野ひなた 高2 中原　涼花 高1 椿森奈津美 高2 板東真裕子 高1 秋山　彩葉 高2 稲岡香里奈 高2 植田　咲希 高3 山田　千夏 高1
菅生　明愛 高1 西村　晴希 高2 長澤　麗加 高1 松本　早織 高1 中野　伶香 高1 佐原　美帆 高1 髙橋　詩月 高1 水嶋日陽里 高1

2:09.28 Fin. 2:12.56 Fin. 2:18.66 Fin. 2:19.57 Fin. 2:24.55 Fin. 2:35.27 Fin. 2:43.38 Fin. 2:44.22 Fin.

８　位

令和元年度京都府国公立高等学校水泳競技大会
令和元年8月25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


