
運動部 ブロック 大会結果

１回戦 対　信楽中 ２－０

２回戦 対　玉園中 ０－５

野球 市 ２回戦 対　青山中 ６－７

１回戦 対　八幡・明富中 ６－３

２回戦 対　高月中 ７－０

３回戦 対　水口中 ４－１

準決勝 対　土山中 ０－４　※県３位 ※Ｂゾーン１位

男子共通２００Ｍ 第７位 ２４’’６１ ※谷口　心

男子低学年リレー４×１００Ｍ 第6位 ５０’’２９

男子共通リレー4×１００Ｍ 第８位 ４６’’３２

１００Ｍ背泳ぎ5位、6位 5位　 五枝 6位　　竹島

２００Ｍ背泳ぎ3位、5位 3位　 竹島 5位　　五枝

４００Ｍメドレーリレー 8位

総合 7位

１００Ｍ自由形6位 6位　 増田

２００Ｍ自由形4位 ４位　増田

２００Ｍバタフライ6位 6位　鹿谷

団体 対　仰木中 ２－１

対　志賀中 ０－２

3位決定戦 対　打出中 １－２ ※市団体4位

個人 対　志賀中 ３－０ ※高田・西田

対　唐崎中 ４－１ ※高田・西田

対　堅田中 ３－４ ※高田・西田　ベスト８県出場

対　日吉中 ３－０ ※小濱・加藤

対　仰木中 ３－１ ※小濱・加藤

対　志賀中 ２－４ ※小濱・加藤　ベスト１６

対　唐崎中 ３－１ ※森野・川部

対　堅田中 ２－３ ※森野・川部

対　真野中 ３－０ ※石田・杉中

対　日吉中 ２－３ ※石田・杉中

対　唐崎中 ３－１ ※谷岡・山田

対　真野中　 ０－３ ※谷岡・山田

対　仰木中 ２－３ ※小泉・矢谷

対　志賀中 １－３ ※池田・立野

対　堅田中 ２－３ ※田村・高木

県 個人 対　甲南中 １－４

団体１回戦 対　唐崎中 ２－１

団体２回戦 対　堅田中 ２－０

団体３回戦 対　日吉中 ２－０

個人 優勝 ※岩本・高木

準優勝 ※岩波・岩本

団体１回戦 対　彦根南中 ２－１

団体２回戦 対　高島中 ２－０

団体３回戦 対　朝桜中 ０－２

個人１回戦敗退 ※岩波・高木

個人1回戦 対　信楽中に勝利 ※岩本・高木

個人2回戦 対　湖西中に勝利 ※岩本・高木

個人３回戦 対　朝桜中に敗退 ※岩本・高木　ベスト１６

１回戦 対　青山中 ４３－１７

２回戦 対　瀬田北中 ２６-１１７
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２０１４春季総体結果

１回戦 対　真野中 ６８－１５

２回戦 対　北大路中 ２７－６２

２回戦 対　双葉中 ２－０

準々決勝 対　栗東西中・栗東中 ２－０

準決勝 対　甲西北中・日枝中　 ２－０

決勝 対　長浜東中 ２－０ ※県優勝

１回戦 対　甲賀中 １－２

２回戦 対　唐崎中 ０－２

３回戦 対　土山中 １－２

４回戦 対　仰木中 ２－０ ※県ベスト１６

団体 １回戦 対　彦根中 ２－１

２回戦 対　能登川中 １－２

個人ダブルス ダブルス　※大園・福井 ベスト８

バトミントン女 県 団体 団体戦 対　聖徳中 １－２

予選リーグ（Ｅリーグ） 対　比叡山中 ３－０

対　マキノ中 ３－２ ※1位で決勝トーナメントへ

決勝トーナメント

１回戦 対　青山中 ３－１

準々決勝 対　安曇川中 ３－２

準決勝 対　瀬田北中 ０－３ ※４位で県大会へ

県 １回戦 対　能登川中 ０－３

予選リーグ（Ｄリーグ） 対　青山中 ３－０

対　石山中 ３－０

対　日吉中 １－３ ※1位で決勝トーナメントへ

決勝トーナメント

準々決勝 対　今津中 ３－０

準決勝 対　唐崎中 ３－０

決勝 対　瀬田中 ０－３ ※2位で県大会へ

１回戦 対　近江兄弟社中 ３－１

２回戦 対　彦根東中 ２－３ ※県ベスト１６

団体１回戦 対　甲南中 ４－０

団体２回戦 対　聖徳中 ０－４

個人1回戦敗退 対　草津中 ※岡本　

個人３回戦敗退 対　甲南中、愛東中、木之本中 ※髙坂　

団体戦1回戦リーグ敗退 対　能登川中 ２－３

対　甲良中 ３－２

個人戦50kg級 ベスト３ ※赤間

初戦敗退 ※町田

３回戦敗退（ベスト１６） ※清水

個人戦55kg級 ベスト８ ※南

個人戦73kg級 1回戦敗退 ※波多野

個人戦90kg １回戦敗退 ※玉城

団体戦1回戦リーグ敗退 対　比叡山中 ０－３

対　秦荘中 １－２

個人戦63kg 1回戦敗退 ※川端万

１回戦敗退 ※川端海

硬式テニス 県 女子シングルス 県５位 京滋大会出場 ※伊豆本　

※個人名は になっています。
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