
高校 男子
種　　目
自由形 中村　　仁 高2 萩原　涼介 高2 柴垣　　優 高2 材野　　司 高1 沼田　直大 高2 冨田　　黎 高1 下家　快斗 高2 西川　弘晟 高1

50m 京都外大西 京都外大西 京都両洋 山城 京都両洋 京都外大西 洛南 京都文教
24.96 25.06 25.51 25.64 25.67 25.76 25.81 26.00

自由形 石塚　　温 高1 山中　　廉 高2 白鷺　　旭 高2 西川　弘晟 高1 安井悠一郎 高2 梶原　　将 高3 石井　　歩 高2 山本　航希 高2
100m 洛南 京都外大西 京都文教 京都文教 京都両洋 京都外大西 洛星 京都文教

54.31 54.57 55.28 55.35 55.51 56.87 56.90 57.13

自由形 中村　　仁 高2 萩原　涼介 高2 小梶　領真 高1 田中　大雅 高1 川崎　甲斐 高2 橋本　和賢 高1 永井　悠介 高1 梶原　　将 高3
400m 京都外大西 京都外大西 京都両洋 洛南 洛南 京都外大西 洛南 京都外大西

4:00.42 4:01.23 4:04.61 4:06.66 4:08.36 4:08.74 4:09.53 4:09.57

背泳ぎ 長牛　太佑 高2 小谷　朋範 高3 小野　雄大 高2 道辻　勇太 高2 山内　利騎 高1 伊藤　駿介 高1 柏　　優成 高2 長谷川慈恩 高2
50m 京都外大西 福知山成美 山城 山城 京都文教 京都両洋 山城 京都両洋

26.35 27.52 29.10 29.41 29.48 29.97 30.41 30.69

背泳ぎ 長牛　太佑 高2 下家　快斗 高2 小谷　朋範 高3 岸本　啓汰 高2 石塚　　温 高1 山脇　彩冬 高2 山内　利騎 高1 小野　雄大 高2
100m 京都外大西 洛南 福知山成美 嵯峨野 洛南 京都文教 京都文教 山城

55.44 59.25 59.68 1:01.58 1:02.02 1:02.98 1:03.28 1:03.59
(大会新)

平泳ぎ 山中　　廉 高2 山本　陸哉 高3 藤井　佑多 高2 辻本　祥大 高1 高嶋　康生 高1 下條　亨太 高2 中野　雄太 高3 大藤健太郎 高2
50m 京都外大西 西城陽 山城 京都外大西 洛南 京都文教 立命館 東山

30.78 30.82 30.99 31.38 31.40 32.29 32.43 32.44

平泳ぎ 辻本　祥大 高1 小野　真緒 高2 下條　亨太 高2 高嶋　康生 高1 東　　眞矢 高1 野村　恒海 高1 大藤健太郎 高2 藤山　拓紀 高1
100m 京都外大西 山城 京都文教 洛南 京都外大西 京都外大西 東山 京都文教

1:06.32 1:07.90 1:07.93 1:08.35 1:08.50 1:09.30 1:11.05 1:11.58

バタフライ 下條　亨太 高2 高松　直仁 高3 速水　健杜 高2 柴垣　　優 高2 材野　　司 高1 岸野　壮真 高1 藤井　佑多 高2 安田　夏唯 高2
50m 京都文教 綾部 山城 京都両洋 山城 東舞鶴 山城 福知山成美

26.55 26.58 26.88 27.49 27.71 27.90 28.61 28.71

バタフライ 高松　直仁 高3 川崎　甲斐 高2 團　　昴星 高1 速水　健杜 高2 岸野　壮真 高1 小梶　領真 高1 中村　泰誠 高1 山本　陸哉 高3
100m 綾部 洛南 京都外大西 山城 東舞鶴 京都両洋 洛南 西城陽

57.18 57.63 58.05 58.27 58.60 58.74 59.10 59.18

個人メドレー 永井　悠介 高1 田中　大雅 高1 山本　陸哉 高3 小梶　領真 高1 東　　眞矢 高1 白鷺　　旭 高2 大秦　惟文 高1 團　　昴星 高1
200m 洛南 洛南 西城陽 京都両洋 京都外大西 京都文教 洛南 京都外大西

2:09.57 2:10.10 2:10.79 2:12.52 2:13.17 2:15.70 2:16.57 2:16.69

フリーリレー 京都外大西 高 洛南 高 山城 高 京都両洋 高 京都文教 高 洛星 高 東山 高 西京 高
4×50m 萩原　涼介 高2 川崎　甲斐 高2 道辻　勇太 高2 柴垣　　優 高2 白鷺　　旭 高2 落合　純大 高1 福井　健介 高1 西村　海人 高1

長牛　太佑 高2 石塚　　温 高1 材野　　司 高1 加治屋弦太 高2 下條　亨太 高2 石井　　歩 高2 岡本　忠大 高2 窪田　捷人 高1
山中　　廉 高2 永井　悠介 高1 柏　　優成 高2 沼田　直大 高2 西川　弘晟 高1 山下琳太郎 高1 坂　　潤和 高1 平岩　遼志 高2
中村　　仁 高2 田中　大雅 高1 小野　雄大 高2 小梶　領真 高1 山本　航希 高2 佐藤　嘉邦 高1 大藤健太郎 高2 二宮　樂人 高2

1:37.69 Fin. 1:39.10 Fin. 1:40.78 Fin. 1:41.03 Fin. 1:41.50 Fin. 1:45.98 Fin. 1:47.35 Fin. 1:49.20 Fin.

メドレーリレー 京都外大西 高 洛南 高 山城 高 京都文教 高 京都両洋 高 洛星 高 東山 高 嵯峨野 高
4×50m 長牛　太佑 高2 下家　快斗 高2 道辻　勇太 高2 山脇　彩冬 高2 長谷川慈恩 高2 落合　純大 高1 福井　健介 高1 岸本　啓汰 高2

山中　　廉 高2 高嶋　康生 高1 藤井　佑多 高2 藤山　拓紀 高1 嶋田　陽太 高1 石井　　歩 高2 大藤健太郎 高2 西垣　雄規 高2
中村　　仁 高2 永井　悠介 高1 速水　健杜 高2 下條　亨太 高2 沼田　直大 高2 青井　重範 高2 坂　　潤和 高1 美濃部玄喜 高2
萩原　涼介 高2 川崎　甲斐 高2 材野　　司 高1 白鷺　　旭 高2 小梶　領真 高1 山下琳太郎 高1 岡本　忠大 高2 福田　喜崇 高1

1:46.47 Fin. 1:50.13 Fin. 1:51.32 Fin. 1:53.12 Fin. 1:53.32 Fin. 1:56.40 Fin. 1:58.29 Fin. 2:01.60 Fin.

令和元年度京都府高等学校秋季室内水泳競技大会
令和元年11月3日（祝）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

訂正版
会場　：　京都府立綾部高等学校

１　位 ２　位 ３　位 ８　位



高校 女子
種　　目
自由形 諸橋　光咲 高1 小野ひなた 高2 松本　早織 高1 福田　夢心 高2 山本　和葉 高1 菅生　明愛 高1 足立　優衣 高1 北野　瑠子 高2

50m 京都外大西 山城 西京 西城陽 京都外大西 山城 立命館宇治 京都光華
27.97 28.85 29.32 29.48 29.48 29.58 29.58 29.80

(同4位) (同6位)
自由形 青木　尚子 高2 何澤　由衣 高3 諸橋　光咲 高1 山本　和葉 高1 井上　優衣 高1 西村　晴希 高2 加藤　若菜 高2 梅村　陽世 高1
100m 京都外大西 京都外大西 京都外大西 京都外大西 山城 西城陽 京都両洋 京都両洋

58.00 58.20 59.22 1:00.57 1:01.07 1:01.68 1:02.19 1:02.34

自由形 奥村　紗代 高2 山本こゆき 高2 岡村　綾乃 高2 加藤　若菜 高2 家永　柊子 高1 山本ちひろ 高1 福田　莉子 高2 奥園　優光 高1
400m 京都外大西 京都外大西 京都外大西 京都両洋 京都文教 洛南 西城陽 洛南

4:24.60 4:25.02 4:28.06 4:34.55 4:38.13 4:38.19 4:39.21 4:40.86

背泳ぎ 髙嶋　愛菜 高2 稲多　夢朱 高2 井上　優衣 高1 福井梨香子 高1 中村　　椿 高1 福田　莉子 高2 中谷　紗雪 高1 糀谷　紗奈 高1
50m 京都外大西 京都文教 山城 嵯峨野 京都文教 西城陽 京都両洋 京都両洋

30.32 30.72 31.04 31.99 32.09 33.51 35.86 35.89

背泳ぎ 髙嶋　愛菜 高2 大野　幸咲 高1 桑原帆ノ歌 高2 山中　柚南 高1 田崎　愛実 高2 中條　和葉 高1 中野　咲花 高1 宇津木美都 高2
100m 京都外大西 京都文教 京都外大西 西城陽 山城 京都文教 福知山成美 京都文教

1:04.70 1:07.62 1:09.54 1:12.04 1:12.14 1:12.40 1:13.16 1:20.24

平泳ぎ 青木　尚子 高2 山本ちひろ 高1 宮本　優海 高2 渡会　円香 高2 波嶌　敏未 高2 櫻井野乃花 高2 江口あすか 高2 車田三紗都 高1
50m 京都外大西 洛南 京都外大西 京都外大西 京都文教 宮津 西京 山城

34.34 35.24 36.08 36.62 37.37 37.54 38.33 39.08

平泳ぎ 八木　詩歩 高1 黒飛　茉里 高1 波嶌　敏未 高2 北野　瑠子 高2 西村　晴希 高2 櫻井野乃花 高2 井上千賀子 高1 江口あすか 高2
100m 京都外大西 洛南 京都文教 京都光華 西城陽 宮津 西城陽 西京

1:13.65 1:13.77 1:18.87 1:20.34 1:20.35 1:21.93 1:22.47 1:22.61

バタフライ 奥園　優光 高1 桜庭　佑梨 高3 小野ひなた 高2 山本こゆき 高2 吉田　　菫 高2 金田　心愛 高1 松下奈那香 高3 池田　華奈 高2
50m 洛南 京都外大西 山城 京都外大西 京都外大西 京都文教 京都外大西 京都両洋

29.39 29.76 30.01 30.38 30.67 30.78 31.09 31.31

バタフライ 何澤　由衣 高3 奥村　紗代 高2 桜庭　佑梨 高3 川中　裕愛 高2 金田　心愛 高1 稲多　夢朱 高2 吉田　　菫 高2 松下奈那香 高3
100m 京都外大西 京都外大西 京都外大西 洛南 京都文教 京都文教 京都外大西 京都外大西

1:02.34 1:03.77 1:04.74 1:06.10 1:06.30 1:06.36 1:06.42 1:06.94
(大会新)

個人メドレー 宮本　優海 高2 渡会　円香 高2 八木　詩歩 高1 岡村　綾乃 高2 大野　幸咲 高1 西村　晴希 高2 桑原帆ノ歌 高2 中村　　椿 高1
200m 京都外大西 京都外大西 京都外大西 京都外大西 京都文教 西城陽 京都外大西 京都文教

2:22.94 2:23.36 2:25.38 2:25.87 2:28.91 2:30.59 2:30.86 2:31.99

フリーリレー 京都外大西 高 京都文教 高 洛南 高 西城陽 高 山城 高 京都両洋 高 西京 高 嵯峨野 高
4×50m 渡会　円香 高2 金田　心愛 高1 黒飛　茉里 高1 中原　涼花 高1 小野ひなた 高2 梅村　陽世 高1 小嶋さくら 高1 福井梨香子 高1

青木　尚子 高2 中村　　椿 高1 奥園　優光 高1 西村　晴希 高2 井上　優衣 高1 糀谷　紗奈 高1 江口あすか 高2 吉川　奈那 高2
諸橋　光咲 高1 稲多　夢朱 高2 山本ちひろ 高1 福田　莉子 高2 菅生　明愛 高1 池田　華奈 高2 松本　早織 高1 植木　理紗 高2
奥村　紗代 高2 大野　幸咲 高1 川中　裕愛 高2 永井　雪音 高2 中島　杏果 高2 加藤　若菜 高2 板東真裕子 高1 森花　来未 高2

1:48.10 Fin. 1:52.72 Fin. 1:54.23 Fin. 1:54.31 Fin. 1:55.76 Fin. 1:56.94 Fin. 2:02.58 Fin. 2:09.21 Fin.
(大会新)

メドレーリレー 京都外大西 高 洛南 高 京都文教 高 山城 高 西城陽 高 京都両洋 高 西京 高 嵯峨野 高
4×50m 渡会　円香 高2 奥園　優光 高1 稲多　夢朱 高2 井上　優衣 高1 山中　柚南 高1 加藤　若菜 高2 松本　早織 高1 福井梨香子 高1

宮本　優海 高2 黒飛　茉里 高1 波嶌　敏未 高2 中島　杏果 高2 安原　希泉 高1 後藤　結香 高2 江口あすか 高2 森花　来未 高2
奥村　紗代 高2 川中　裕愛 高2 金田　心愛 高1 小野ひなた 高2 中原　涼花 高1 池田　華奈 高2 板東真裕子 高1 西森　実咲 高2
青木　尚子 高2 山本ちひろ 高1 中村　　椿 高1 菅生　明愛 高1 西村　晴希 高2 梅村　陽世 高1 振原　和花 高1 吉川　奈那 高2

1:59.11 Fin. 2:05.56 Fin. 2:05.76 Fin. 2:07.37 Fin. 2:10.00 Fin. 2:10.16 Fin. 2:20.52 Fin. 2:20.95 Fin.
(大会新)

７　位

会場　：　京都府立綾部高等学校

１　位 ２　位 ３　位 ８　位

令和元年度京都府高等学校秋季室内水泳競技大会
令和元年11月3日（祝）

４　位 ５　位 ６　位


