
運動部 ブロック 大会結果

１回戦 対　堅田 １－１　（ＰＫ　４－３）

２回戦 対　仰木 ０－３

１回戦 対　石山 ５－１

２回戦 対　葉山 ２－１

３回戦 対　高穂 ５－５　（ＰＯ３－４）

予選リーグ 対　打出 ４－５

対　真野 ２０－０

決勝トーナメント（１回戦） 対　今津 ０－１５

敗者復活戦 対　瀬田 ３－６

対　高島 １－０

ベスト１６ベスト１６ベスト１６ベスト１６

１回戦 対　野洲 ４－３

２回戦 対　守山南 ０－１０

走幅跳 ５位 菅浪 大志 ６ｍ０４

４×１００ｍリレー ６位 越谷、佐々木、山中、岡本 ４５”５５

２００ｍ ６位 山中 悠人 ２４”１２

４×１００ｍリレー ８位 山中、佐々木、越谷、菅浪 ４６”３８

走幅跳 ５位 菅浪 大志 ５ｍ８０

走高跳 ６位 永阪 聡大 １ｍ６５

２年１００ｍ ５位 岡本 昇也 １２”００

総合　３位総合　３位総合　３位総合　３位

２００ｍ自由形 ２位２位２位２位 多久　絃吹

１００ｍ背泳 １位１位１位１位 五枝　大典

２位２位２位２位 竹島　宗次郎

２００ｍ背泳 １位１位１位１位 五枝　大典

２位２位２位２位 竹島　宗次郎

２００ｍバタフライ ３位３位３位３位 藤本　健

４００ｍ個人メドレー ３位３位３位３位 石田　将希

１００ｍ背泳 ７位 五枝　大典

２００ｍ背泳 ３位３位３位３位 五枝　大典

６位 竹島　宗二郎

近畿 ２００ｍ背泳 予選敗退 五枝　大典

総合　２位総合　２位総合　２位総合　２位

１００ｍ自由形 ２位２位２位２位 増田　梨奈

２００ｍ自由形 ２位２位２位２位 熊谷　綾乃

３位３位３位３位 増田　梨奈

１００ｍ平泳 ２位２位２位２位 小野　茜

２００ｍ平泳 ２位２位２位２位 小野　茜

１００ｍバタフライ ２位２位２位２位 鹿谷　果穂

３位３位３位３位 小網　信恵

２００ｍバタフライ 優勝優勝優勝優勝 熊谷　綾乃 大会新大会新大会新大会新

３位３位３位３位 鹿谷　果穂

４００ｍリレー 優勝優勝優勝優勝 増田、小野、長谷川、熊谷

４００ｍメドレーリレー 優勝優勝優勝優勝 増田、小野、熊谷、長谷川

総合　５位総合　５位総合　５位総合　５位

１００ｍ自由形 ７位 増田　梨奈

２００ｍ自由形 ３位３位３位３位 熊谷　綾乃

６位 増田　梨奈

２００ｍバタフライ ３位３位３位３位 熊谷　綾乃

１００ｍ平泳 ７位 小野　茜

４００ｍリレー ７位 増田、小野、長谷川、熊谷

４００ｍメドレーリレー ４位４位４位４位 増田、小野、熊谷、長谷川

２００ｍ自由形 予選敗退 熊谷　綾乃

２００ｍバタフライ 予選敗退 熊谷　綾乃

４００ｍメドレーリレー 予選敗退 増田、小野、熊谷、長谷川

通信陸上

２０１３夏季総体＆吹奏楽コンクール結果
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運動部 ブロック 大会結果

２０１３夏季総体＆吹奏楽コンクール結果

団体 １回戦 対　堅田 ０－３

個人 森野・西田 ３回戦敗退

団体 準優勝準優勝準優勝準優勝

１回戦 対　仰木 ３－０

準決勝戦 対　打出 ２－１

決勝戦 対　日吉 １－２

個人 高木・林田 ３位３位３位３位

市本・高木 ベスト８

谷口・宮村 ベスト１６

団体 １回戦 対　栗東西 １－２

個人 高木・林田 １回戦敗退

市本・高木 ２回戦敗退

１回戦 対　仰木 ５４－２８

２回戦 対　打出 １８－６９

バスケット女 市 １回戦 対　仰木 ３４－４４

優勝優勝優勝優勝

決勝戦 対　瀬田 ２－０

優勝優勝優勝優勝

２回戦 対　守山南・新堂 ２－０

準決勝戦 対　栗東西・栗東 ２－０

決勝戦 対　長浜西 ２－０

準優勝準優勝準優勝準優勝

予選リーグ 対　茨田北（大阪府） ２－０

対　飾磨東（兵庫県） １－２

決勝トーナメント（１回戦） 対　飾磨東（兵庫県） ２－１

　　　　　　　　　　  （準決勝戦） 対　凌風（京都府） ２－０

　　　　　　　　　　  （決勝戦） 対　莵田野（奈良県） ０－２

予選グループ戦 対　宮之城（鹿児島県） ０－２

敗者復活戦 対　磯部（福島県） ２－０

決勝トーナメント（１回戦） 対　駿台学園（東京都） ０－２

ベスト８

予選グループ戦 対　唐崎 ２－０

決勝トーナメント（１回戦） 対　真野・伊香立 ２－０

　　　　　　　　　　 （２回戦） 対　瀬田 １－２

団体 予選リーグ １勝２敗

県大会代表戦 対　真野 ０－２

個人 ダブルス 中塚・羽月 県大会出場

シングルス 福井　悠祐 県大会出場

個人 ダブルス 中塚・羽月 １回戦敗退

シングルス 福井　悠祐 ２回戦敗退

団体 予選リーグ ２勝２敗 県大会出場

個人 ダブルス 馬場・川崎 県大会出場

シングルス 上田　愛 県大会出場

団体 １回戦 対　能登川 ０－２

個人 ダブルス 馬場・川崎 ２回戦敗退

シングルス 上田　愛 ２回戦敗退
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運動部 ブロック 大会結果

２０１３夏季総体＆吹奏楽コンクール結果

団体 ３位３位３位３位

予選リーグ 対　粟津 ３－１

対　日吉 ３－０

対　青山 ３－２

決勝トーナメント（１回戦） 対　打出 ３－１

　　　　　　　　　　 （２回戦） 対　瀬田北 １－３

３位決定戦 対　南郷 ３－２

個人 大下　篤起 ５位

山本　寛章 １７位

団体 ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８

１回戦 対　葉山 ３－０

準々決勝戦 対　双葉 ３－０

準決勝戦 対　中主 ０－３

個人 大下　篤起 ベスト１６

山本　寛章 ２回戦敗退

団体 準優勝準優勝準優勝準優勝

予選リーグ 対　打出 ３－０

対　志賀 ３－１

決勝トーナメント（１回戦） 対　南郷 ３－１

　　　　　　　　　　 （２回戦） 対　瀬田 ３－２

　　　　　　　　　　 （決勝戦） 対　唐崎 ０－３

個人 因幡　玲那 ５位

住若　未沙 １０位

団体 １回戦 対　朝桜 ２－３

個人 住若　未沙 ２回戦敗退

因幡　玲那 １回戦敗退

団体 予選リーグ 対　北大路 １勝２敗

対　唐崎 ２勝３敗

個人 青木　陸人 ベスト１６

団体 ３位３位３位３位

対　志賀 ３－２

対　粟津 ０－４

個人 ５０ｋｇ級 ベスト８ 赤間　賢人

５５ｋｇ級 ベスト８ 藤原　俊太

６６ｋｇ級 ２位２位２位２位 今村　亮太

ベスト８ 小田　洸太朗

ベスト８ 波多野　麟

７３ｋｇ級 ３位３位３位３位 小川　大智

３位３位３位３位 木下　神威

団体 ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８

１回戦 対　湖西 ４－１

２回戦 対　八幡 ４－１

３回戦 対　比叡山 ２－３

個人 ５０ｋｇ級 ２回戦敗退 赤間　賢人

５５ｋｇ級 ２回戦敗退 藤原　俊太

ベスト１６ 高見　健

６６ｋｇ級 ベスト１６ 波多野　麟

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８ 小田　洸太朗

準優勝準優勝準優勝準優勝 今村　亮太

７３ｋｇ級 初戦敗退 小川　大智

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８ 木下　神威

近畿 個人 ６６ｋｇ級 初戦敗退 今村　亮太
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運動部 ブロック 大会結果

２０１３夏季総体＆吹奏楽コンクール結果

団体 ２位２位２位２位

対　日吉 ２－１

対　比叡山 ０－２

個人 ５２ｋｇ級 優勝優勝優勝優勝 西口　楓雪

５７ｋｇ級 ３位３位３位３位 東　美鈴

団体 ３位３位３位３位

１回戦 対　八幡 ２－１

準々決勝戦 対　木之本 ２－１

準決勝戦 対　比叡山 ０－１

３位決定戦 対　秦荘 ２－１

個人 ５２ｋｇ級 優勝優勝優勝優勝 西口　楓雪

５７ｋｇ級 初戦敗退 川端　万結

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８ 東　美鈴

６３ｋｇ級 初戦敗退 川端　海和

団体 ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８

１回戦 対　洛南（京都府） ２－１

２回戦 対　石切（大阪府） １－２

個人 ５２ｋｇ級 ２位２位２位２位 西口　楓雪

全国 個人 ５２ｋｇ級 ２回戦敗退 西口　楓雪

県 シングルス 伊豆本　萌美 ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８

近畿 シングルス 伊豆本　萌美 １回戦敗退

文化部 ブロック 大会結果

Ａの部 金賞金賞金賞金賞

Ａの部 きらめき賞きらめき賞きらめき賞きらめき賞

Ｂの部 銀賞

県 Ａの部 銀賞

＊個人名は になっています。
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