
高校 男子
種　　目
自由形 石塚　　温 高2 中西　挑遥 高2 川村　将大 高1 田中　大雅 高2 奥田　陽太 高2 坂本　岳久 高1 安田　　陸 高1 西川　弘晟 高2

50m 洛南 京教大附属 立命館 洛南 田辺 洛南 京都両洋 京都文教
23.40 23.82 24.15 24.23 24.93 25.05 25.12 25.28

自由形 川村　将大 高1 大秦　惟文 高2 冨田　　黎 高2 安田　　陸 高1 石野　優生 高1 清水　優友 高1 森谷　郁海 高1 中村　泰誠 高2
100m 立命館 洛南 京都外大西 京都両洋 城南菱創 洛南 洛南 洛南

52.72 53.01 53.79 54.25 54.28 54.77 57.50 57.98

自由形 中村　　仁 高3 石塚　　温 高2 橋本　和賢 高2 小梶　領真 高2 酒井　　翼 高1 桝岡　伊織 高1 橋本侑季弥 高2 福田　皓大 高1
400m 京都外大西 洛南 京都外大西 京都両洋 京都外大西 京都文教 京都両洋 京都外大西

3:55.89 3:56.10 3:58.77 3:58.91 3:59.44 4:04.33 4:06.42 4:07.34

背泳ぎ 岩井　　尭 高1 東　　昂輝 高1 宮川ガブリエル拓 高2 野木　大輝 高1 山内　利騎 高2 片山　素晴 高2 本間　勇貴 高1 小黒　好貴 高1
50m 東山 福知山成美 京教大附属 京都両洋 京都文教 紫野 立命館 立命館

27.65 28.19 28.40 28.89 29.13 29.83 30.16 31.50

背泳ぎ 萩原　涼介 高3 福田　皓大 高1 衣笠　駿介 高1 永井　悠介 高2 東　　昂輝 高1 國武　奏頼 高1 森本　修伍 高1 福満　　悠 高1
100m 京都外大西 京都外大西 京都両洋 洛南 福知山成美 京都外大西 洛星 京都外大西

57.89 59.10 59.36 1:00.31 1:00.33 1:00.96 1:00.99 1:03.27

平泳ぎ 嶋田　陽太 高2 辻本　祥大 高2 高嶋　康生 高2 中村　颯太 高2 小田　康介 高2 久木　悠聖 高1 瀬尾　　悠 高1 大針　優人 高1
50m 京都両洋 京都外大西 洛南 山城 京教大附属 東山 京都両洋 洛北

29.57 29.71 30.47 32.53 32.92 34.13 34.78 35.31

平泳ぎ 嶋田　陽太 高2 辻本　祥大 高2 野村　恒海 高2 永井　悠介 高2 藤山　拓紀 高2 中山　一輝 高1 田中　大雅 高2 東　　眞矢 高2
100m 京都両洋 京都外大西 京都外大西 洛南 京都文教 京都外大西 洛南 京都外大西

1:02.88 1:03.49 1:06.08 1:06.60 1:06.86 1:06.91 1:08.29 1:08.59

バタフライ 下條　亨太 高3 山元　想士 高2 磯橋　和希 高2 田中　我空 高2 鵜飼　慶斗 高1 曽谷　怜生 高1 古松　俊哉 高1 坂　　潤和 高2
50m 京都文教 西城陽 京都両洋 京都外大西 京都両洋 西城陽 洛南 東山

25.63 26.62 26.69 27.06 27.65 27.92 28.22 28.58

バタフライ 下條　亨太 高3 團　　昴星 高2 中村　泰誠 高2 幸田　　崚 高2 北村　颯汰 高1 田中　我空 高2 岸野　壮真 高2 橋本侑季弥 高2
100m 京都文教 京都外大西 洛南 立命館 京都外大西 京都外大西 東舞鶴 京都両洋

54.66 55.41 57.06 58.21 58.55 59.47 59.53 59.58

個人メドレー 中村　　仁 高3 萩原　涼介 高3 小梶　領真 高2 森谷　郁海 高1 酒井　　翼 高1 橋本　和賢 高2 東　　眞矢 高2 大秦　惟文 高2
200m 京都外大西 京都外大西 京都両洋 洛南 京都外大西 京都外大西 京都外大西 洛南

2:05.75 2:06.09 2:07.26 2:07.96 2:08.88 2:09.75 2:10.38 2:10.88

フリーリレー 京都外大西 高 洛南 高 京都両洋 高 京都文教 高 東山 高 西京 高 西城陽 高 山城 高
4×100m 中村　　仁 高3 石塚　　温 高2 小梶　領真 高2 西川　弘晟 高2 岩井　　尭 高1 谷村　優斗 高2 山田　　翼 高1 内田誓志郎 高1

酒井　　翼 高1 永井　悠介 高2 安田　　陸 高1 桝岡　伊織 高1 坂　　潤和 高2 樋口明日也 高2 山元　想士 高2 中村　颯太 高2
萩原　涼介 高3 大秦　惟文 高2 内田　朋衛 高1 水内蓮太郎 高1 安達　隆晟 高1 西村　海人 高2 曽谷　怜生 高1 櫻田　康太 高2
福田　皓大 高1 田中　大雅 高2 衣笠　駿介 高1 倉田　　慧 高2 福井　健介 高2 窪田　捷人 高2 山内　拓海 高2 南田　凌汰 高2

3:25.85 Fin. 3:28.27 Fin. 3:35.85 Fin. 3:39.41 Fin. 3:46.81 Fin. 3:55.38 Fin. 3:55.80 Fin. 3:58.18 Fin.

メドレーリレー 洛南 高 京都外大西 高 京都両洋 高 東山 高 立命館 高 西城陽 高 京教大附属 高 西京 高
4×100m 田中　大雅 高2 福田　皓大 高1 磯橋　和希 高2 岩井　　尭 高1 小黒　好貴 高1 山元　想士 高2 宮川ガブリエル拓 高2 西村　海人 高2

森谷　郁海 高1 辻本　祥大 高2 嶋田　陽太 高2 森島　一輝 高1 平井　　佑 高1 金城　一騎 高1 小田　康介 高2 宮藤　憲功 高2
永井　悠介 高2 團　　昴星 高2 小梶　領真 高2 坂　　潤和 高2 幸田　　崚 高2 曽谷　怜生 高1 中西　挑遥 高2 樋口明日也 高2
石塚　　温 高2 中村　　仁 高3 安田　　陸 高1 福井　健介 高2 川村　将大 高1 山田　　翼 高1 三宅　広汰 高2 窪田　捷人 高2

3:48.05 Fin. 3:48.76 Fin. 3:54.28 Fin. 4:06.64 Fin. 4:06.74 Fin. 4:14.63 Fin. 4:21.91 Fin. 4:25.79 Fin.

３　位 ８　位

令和２年度京都府高等学校秋季室内水泳競技大会　代替大会
令和２年11月3日（祝）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

会場　：　京都アクアリーナ

１　位 ２　位



高校 女子
種　　目
自由形 武田とぼり 高1 諸橋　光咲 高2 佐藤　来海 高1 成住　歩花 高1 中原　涼花 高2 福田　莉子 高3 西村　晴希 高3 中村　　椿 高2

50m 京都外大西 京都外大西 京教大附属 山城 西城陽 西城陽 西城陽 京都文教
26.04 26.44 27.13 27.64 27.76 28.03 28.10 28.15

自由形 渡会　円香 高3 諸橋　光咲 高2 滝井　萌加 高2 奥園　優光 高2 黒飛　茉里 高2 山本こゆき 高3 西村　晴希 高3 平井　里香 高1
100m 京都外大西 京都外大西 京都外大西 洛南 洛南 京都外大西 西城陽 京都外大西

57.38 57.69 58.68 59.70 59.88 59.92 1:00.14 1:00.33

自由形 武田とぼり 高1 山本こゆき 高3 金谷伊沙優 高1 白瀧和霞葉 高3 家永　柊子 高2 有田こなつ 高1 栗木茉莉香 高1 中條　和葉 高2
400m 京都外大西 京都外大西 立命館宇治 京都外大西 京都文教 京都文教 京教大附属 京都文教

4:21.60 4:23.67 4:24.19 4:24.81 4:29.97 4:32.66 4:35.86 4:46.41

背泳ぎ 井上　優衣 高2 髙嶋　愛菜 高3 大石　奈穂 高1 奥村　紗代 高3 渡会　美琴 高1 角谷　癒良 高1 末武　彩花 高1 山本ちひろ 高2
50m 山城 京都外大西 京都外大西 京都外大西 南陽 福知山成美 山城 洛南

29.96 30.13 30.30 30.37 30.74 30.86 32.04 32.18

背泳ぎ 渡会　円香 高3 井上　優衣 高2 髙嶋　愛菜 高3 吉田　亜未 高3 大石　奈穂 高1 角谷　癒良 高1 渡会　美琴 高1 平井　里音 高1
100m 京都外大西 山城 京都外大西 福知山成美 京都外大西 福知山成美 南陽 京都外大西

59.93 1:03.60 1:03.81 1:04.39 1:06.79 1:06.90 1:07.54 1:09.55

平泳ぎ 庄司　　滉 高1 田村　美和 高1 奥園　優光 高2 足立　優衣 高2 井上千賀子 高2 津村　優衣 高1 長谷川貴子 高2 古田　藍夏 高2
50m 京都両洋 京都外大西 洛南 立命館宇治 西城陽 莵道 西京 京教大附属

33.13 33.74 34.18 34.46 34.94 35.65 35.66 35.94

平泳ぎ 山﨑穂乃花 高2 庄司　　滉 高1 田村　美和 高1 成住　歩花 高1 足立　優衣 高2 古田　藍夏 高2 沖野　天音 高1 安原　希泉 高2
100m 西舞鶴 京都両洋 京都外大西 山城 立命館宇治 京教大附属 京都文教 西城陽

1:11.52 1:11.63 1:11.68 1:12.25 1:15.40 1:18.57 1:19.27 1:20.07

バタフライ 黒飛　茉里 高2 中原　涼花 高2 山本　秋桜 高1 橘髙　陽菜 高1 金田　心愛 高2 大槻　海悠 高1 梅村　陽世 高2 小石　麻琴 高1
50m 洛南 西城陽 京都外大西 山城 京都文教 福知山成美 京都両洋 京都両洋

28.13 29.09 29.12 30.24 30.50 31.10 31.45 31.59

バタフライ 奥村　紗代 高3 金谷伊沙優 高1 山本　和葉 高2 栗木茉莉香 高1 橘髙　陽菜 高1 金田　心愛 高2 八木　詩歩 高2 日高　藍里 高1
100m 京都外大西 立命館宇治 京都外大西 京教大附属 山城 京都文教 京都外大西 京都両洋

1:01.82 1:02.83 1:04.04 1:06.13 1:06.60 1:06.81 1:07.18 1:10.52

個人メドレー 八木　詩歩 高2 滝井　萌加 高2 山﨑穂乃花 高2 小野ひなた 高3 山本　和葉 高2 白瀧和霞葉 高3 平井　里香 高1 平井　里音 高1
200m 京都外大西 京都外大西 西舞鶴 山城 京都外大西 京都外大西 京都外大西 京都外大西

2:18.56 2:20.57 2:22.33 2:25.58 2:25.85 2:28.62 2:30.93 2:33.79

フリーリレー 京都外大西 高 西城陽 高 京都文教 高 山城 高 京都両洋 高 福知山成美 高 西京 高 京都聖母学院 高
4×100m 諸橋　光咲 高2 西村　晴希 高3 金田　心愛 高2 井上　優衣 高2 庄司　　滉 高1 中野　咲花 高2 板東真裕子 高2 八幡　光咲 高1

滝井　萌加 高2 福田　莉子 高3 中村　　椿 高2 成住　歩花 高1 梅村　陽世 高2 大槻　海悠 高1 長谷川貴子 高2 下野いろは 高2
武田とぼり 高1 中原　涼花 高2 家永　柊子 高2 菅生　明愛 高2 西村美沙希 高1 角谷　癒良 高1 片岡　莉奈 高1 北本　　綾 高2
山本　和葉 高2 井上千賀子 高2 有田こなつ 高1 車田三紗都 高2 日高　藍里 高1 吉田　亜未 高3 松本　早織 高2 森田　莉未 高2

3:51.45 Fin. 4:02.80 Fin. 4:03.73 Fin. 4:05.27 Fin. 4:05.96 Fin. 4:07.10 Fin. 4:20.71 Fin. 4:42.22 Fin.

メドレーリレー 京都外大西 高 山城 高 福知山成美 高 京都文教 高 京都両洋 高 西城陽 高 西京 高
4×100m 渡会　円香 高3 井上　優衣 高2 吉田　亜未 高3 中條　和葉 高2 糀谷　紗奈 高2 山中　柚南 高2 片岡　莉奈 高1

田村　美和 高1 成住　歩花 高1 大槻　海悠 高1 沖野　天音 高1 庄司　　滉 高1 安原　希泉 高2 長谷川貴子 高2
武田とぼり 高1 橘髙　陽菜 高1 角谷　癒良 高1 金田　心愛 高2 日高　藍里 高1 中原　涼花 高2 梶原　悠伽 高2
諸橋　光咲 高2 菅生　明愛 高2 中野　咲花 高2 家永　柊子 高2 梅村　陽世 高2 井上千賀子 高2 松本　早織 高2

4:11.95 Fin. 4:23.17 Fin. 4:33.24 Fin. 4:33.41 Fin. 4:39.00 Fin. 4:42.29 Fin. 4:50.94 Fin.

８　位

令和２年度京都府高等学校秋季室内水泳競技大会　代替大会
令和２年11月3日（祝）

４　位 ５　位 ６　位 ７　位

会場　：　京都アクアリーナ

１　位 ２　位 ３　位


