
年度 種目 氏名　・　団体名 大会名・成績 開催日 場所 所属等
市民ス
ポーツ

備　　考

26 陸上競技 竹元　大智

大阪小学生陸上競技第４回記録会」兼「第３
０回全国小学生陸上競技交流大会　大阪府
代表選手選考会　男子８０ｍハードル　優勝
・全国大会出場

平成26年7月6日 万博記念競技場 HKSC陸上スクール
日清食品カップ第29回
全国小学生陸上競技交
流大会：8月22日・23日

水野　雄太

大阪小学生陸上競技第４回記録会」兼「第３
０回全国小学生陸上競技交流大会　大阪府
代表選手選考会　男子走高飛　優勝・全国
大会出場

〃 〃 〃
日清食品カップ第29回
全国小学生陸上競技交
流大会：8月22日・23日

卓球

長尾谷高等学校卓球
部　（川村雅人、武藤
啓市、中田光海、玉
田雅裕、後藤雅和、
森﨑将）

第４７回全国高等学校定時制通信制卓球大
会　男子団体の部優勝

平成26年8月5～7日
駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館

後藤雅和
第４７回全国高等学校定時制通信制卓球大
会　男子個人の部第3位

〃 〃 長尾谷高等学校卓球部

片岡年子

第17回世界ベテラン卓球選手権　オークラ
ンド大会 女子シングルス（50才～59才）　優
勝：片岡年子、女子ダブルス（　　　〃
） 　３位：片岡年子・横山祐見子（高知県）

平成26年5月12～17
日

ニュージーランド　オー
クランド

（55か国から1600人参
加）

伊藤信子

第６回　国際クラス別肢体不自由者卓球選
手権大会シングルス女子クラス９優勝：伊藤
信子、ダブルス　女子クラス６－S優勝：伊藤
信子・時耕佐知子（北海道）

平成26年12月6日～7日
大阪市障がいスポーツ
センター　アミティ舞洲

柔道 辻岡慶次
第１１回全国小学生学年別柔道大会　大阪
府予選会　6年生50kg級　優勝

平成26年5月18日 交野市立総合体育館 ダイコロ少年柔道教室

　　〃
第１１回全国小学生学年別柔道大会　大阪
府予選会　6年生50kg級　優勝

平成26年8月17日 盛岡市アイスアリーナ ダイコロ少年柔道教室

バレーボール パンサーズジュニア
第34回ファミリーマートカップ　全日本バレー
ボール小学生大会の大阪府予選男子の部
優勝　・　全国大会出場

平成26年6月22日
大阪府立臨海スポー
ツセンター

HKSCメンバー

第34回ファミリーマート
カップ　全日本バレー
ボール小学生大会：8月
13～16日

枚方ヤングバレー
ボールクラブ

第１７回全国ヤングバレーボール男女優勝
大会の大阪府予選　U－１４女子の部」で優
勝・全国大会出場

平成26年6月29日 大阪府立吹田東高等学校

 ジャパンヤングクラブ
カップ　第16回　全国ヤ
ングバレーボールクラ
ブ男女優勝大会：9月21
日・22日

公益財団法人　枚方体育協会　加盟団体競技種目　優秀団体・選手一覧表　



剣道
東海大学付属仰星高
等学校　剣道部

近畿高等学校剣道大会　男子団体　ベスト
８

平成26年7月12日～
13日

神戸市立中央体育館

野間　武
近畿高等学校剣道大会　男子個人　2回戦
進出

東海大学付属仰星高
等学校

野間　武
全国高等学校総合体育大会　剣道競技　男
子個人３回戦進出

平成26年8月1日～4
日

神奈川県　小田原アリーナ
東海大学付属仰星高
等学校

水泳競技

枚方スイミングスクー
ル　（林　大輝選手、
花谷　友翼選手、川
端　伸弥選手、須崎
悠）

第３７回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会　男子１０歳以下　２００
ｍフリーリレー　優勝

平成26年8月26～30
日

東京辰巳国際水泳場
枚方スイミングスクー
ル

○

宇野　柊平
第６９回国民体育大会水泳競技大会（長崎
がんばらんば国体）　少年男子Ａ　８００ｍフ
リーリレー　優勝

平成26年9月12～14
日

長崎市民総合プール
枚方スイミングスクー
ル桃山大学院大学高
等学校

○

瀧本　真由佳
第３６回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳大会競技大会　50ｍ　平泳ぎ　優
勝

平成26年3月26～30
日

東京辰巳国際水泳場
枚方スイミングスクー
ル小倉小学校

○

水谷　利花子
第３６回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳大会競技大会　800ｍ　自由形
優勝

平成26年3月26～30
日

東京辰巳国際水泳場
枚方スイミングスクー
ル東海大仰星高校

○

ラグビー
東海大学付属仰星高
等学校ラグビー部

第94回全国高等学校ラグビーフットボール
大会　大阪予選優勝・全国大会ベスト8

花園ラグビー場
東海大学付属仰星高
等学校

相撲 荒木又太郎
第44回親善少年相撲金沢大会　中学生の
部　団体第３位

平成26年6月8日
大阪中学校選手権大会
準優勝：平成26年7月
19日

　　〃
第41回大阪府民相撲大会　中学生団体の
部　準優勝

　　〃 第63回近畿中学校総合体育大会　ベスト16
大阪中学校選手権大会
準優勝：平成26年7月
19日

　　〃
第44回全国中学校相撲選手権大会
決勝トーナメント出場

スポーツチャンバラ 浜田悠河
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　クラブ対抗団体戦　第３位

平成26年8月24日 横浜文化体育館 友心館

浜田陸海
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　クラブ対抗団体戦　第３位

〃 〃 　〃



原田優作
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　クラブ対抗団体戦　第３位

〃 〃 　〃

浜田風磨
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　長剣初段　　第３位

〃 〃 　〃

今井祥貴
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　楯長剣　　第２位

〃 〃 　〃

坂口菜佳
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　女子二刀　　第３位

〃 〃 　〃

竹中優生
第４０回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　基本動作１級～２級　第３位

〃 〃 　〃

奥田克幸
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　クラブ対抗団体戦　　優勝

平成26年11月2日
駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館

友心館

浜田風磨
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　クラブ対抗団体戦　　優勝

〃 〃 　〃

浜田陸海
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　クラブ対抗団体戦　　優勝

〃 〃 　〃

原田優作
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　二刀初段　　第３位

〃 〃 　〃

今井祥貴
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　二刀１級～２級　第３位

〃 〃 　〃

　　〃
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　楯長剣１級～２級　第３位

〃 〃 　〃

浜田陸海
第４０回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　短刀１級～２級　第２位

〃 〃 　〃

　　〃
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　クラブ対抗団体戦
優勝

平成27年3月22日 静岡市由比体育館 友心館

原田優作
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　クラブ対抗団体戦
優勝

〃 〃 　〃



谷川実夢
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　クラブ対抗団体戦
優勝

〃 〃 　〃

寺岡晶矢
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　クラブ対抗団体戦
優勝

〃 〃 　〃

谷川実夢
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　小太刀初段　　第２
位

〃 〃 　〃

畑中棟伍
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣７級～８級　　第
３位

〃 〃 　〃

浜田陸海
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣初段　　第３位

〃 〃 　〃

黒川慎平
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作３級～４級
第３位

〃 〃 　〃

谷川実夢
第４０回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　楯小太刀初段　　第
３位

〃 〃 　〃

25 陸上競技 山下　友佳
2013日本ジュニア室内陸上競技大阪大会
中学生の部女子　走り幅跳　優勝

平成25年2月2日～3
日

大阪城ホール 枚方市立長尾中学校 ○

川村　直也
第６７回国民体育大会「ぎふ清流国体」　陸
上競技男子110ｍハードル　優勝

平成24年10月7日
岐阜メモリアルセン
ター長良川競技場

東海大仰星高等学校 ○

松原　拓矢
平成24年度全国高等学校総合体育大会
（第６５回全国インターハイ）　陸上競技　男
子ハンマー投げ　優勝

平成２４年７月30日～
８月2日

東北電力ビックスワン
スタジアム

関西大倉高等学校 ○

バレーボール パンサーズジュニア
第33回ファミリーマートカップ　全日本バレー
ボール小学生大会の大阪府予選男子の部
優勝　・　全国大会出場

平成25年6月22日
堺市立金岡公園体育
館

HKSCメンバー

第33回ファミリーマート
カップ　全日本バレー
ボール小学生大会：8月
13～16日

枚方ヤングバレー
ボールクラブ

第16回　全国ヤングバレーボールクラブ男
女優勝大会大阪府予選U-14女子の部　優
勝・全国大会出場

平成25年6月30日
大阪府立大学工業高
等専門学校

ジャパンヤングクラブ
カップ　第16回　全国ヤ
ングバレーボールクラ
ブ男女優勝大会：9月21
日・22日

水泳競技 末吉　萌
①第36回全国JOCジュニアオリンピック春季
水泳競技大会　200ｍ　バタフライ　優勝

平成26年3月26日～
30日

岐阜メモリアルセン
ター　長良川競技場

枚方スイミングスクー
ル大成学院大高等学
校

ラグビー
東海大学付属仰星高
等学校ラグビー部

第93回全国高等学校ラグビーフットボール
大会　大阪予選優勝・全国大会優勝

花園ラグビー場
東海大学付属仰星高
等学校

○

枚方市陸上競技協会
HP参照http://track-
and-
field.sakura.ne.jp/hiraka
ta/



少林寺拳法 山本　瀬菜

①第７回全国中学生少林寺拳法大会　女子
組演武　優勝
②2013少林寺拳法世界大会in　Osaka
Japan 発表の部　13～15才の部　優勝

①平成25年８月17日
～18日
②平成25年８月24日
～25日

①丸亀市民体育館
②大阪市中央体育館

枚方市立桜丘中学校 ○

相撲 西田衛人 わんぱく相撲大阪決勝大会（堺）　横綱 平成25年6月23日

スポーツチャンバラ 奥田克幸
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　国別クラブ団体戦　　第４位

平成25年11月4日
駒沢オリンピック公
園総合運動場

友心館

浜田風磨
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　国別クラブ団体戦　　第４位

〃 〃 　〃

浜田悠河
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　国別クラブ団体戦　　第４位

〃 〃 　〃

浜田陸海
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　国別クラブ団体戦　　第４位

〃 〃 　〃

竹中優生
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　女子二刀　　優勝

〃 〃 　〃

浜田風磨
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　長剣初段　　第３位

〃 〃 　〃

畑中惟吹
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　長剣３級～４級　　優勝

〃 〃 　〃

竹中優生
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　基本動作１級～２級　　第３位

〃 〃 　〃

畑中惟吹
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　基本動作　３・４級　　第３位

〃 〃 　〃

黒川慎平
第３９回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　基本動作　３・４級　　第３位

〃 〃 　〃

畑中惟吹
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　小太刀３～４級　第３
位

平成26年3月23日 静岡市由比体育館 友心館

谷川実夢
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　小太刀初段　第３位

〃 〃 　〃



大﨑智稀
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会 長剣　７級～８級　第
３位

〃 〃 　〃

畑中惟吹
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣３級～４級　優
勝

〃 〃 　〃

浜田悠河
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣初段　第３位

〃 〃 　〃

疋田真人
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀４級～１０級　第
３位

〃 〃 　〃

今井祥貴
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀１級～２級　優
勝

〃 〃 　〃

原田優作
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀初段　第３位

〃 〃 　〃

遠矢妃莉
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作９級～１０
級　第３位

〃 〃 　〃

占部格ノ進
第３９回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作７級～８級
第２位

〃 〃 　〃

24 陸上競技

400メートルリレー
チーム（富野翔大・小
島翔大・上原拓馬・松
永侑樹）

第4回大阪記録会　兼　全国小学生陸上競
技交流大会　大阪予選400メートルリレー
優勝　・全国大会に出場

平成24年7月16日 万博記念陸上競技場 HKSC陸上スクール
日清食品カップ第28回
全国小学生陸上競技交
流大会：8月24日・25日

田中杏奈
第4回大阪記録会　兼　全国小学生陸上競
技交流大会　大阪予選　女子走り幅跳び
優勝　・全国大会に出場

平成24年7月16日 万博記念陸上競技場 HKSC陸上スクール
日清食品カップ第28回
全国小学生陸上競技交
流大会：8月24日・26日

水泳競技 末吉　萌

①第35回全国JOCジュニアオリンピック夏季
水泳競技大会　200ｍ　バタフライ　優勝
②第６７回国民体育大会「ぎふ清流国体」
水泳競技の部　200ｍバタフライ　優勝

①平成24年8月26日
～30日
②平成24年9月15日
～17日

②岐阜メモリアルセン
ター　長良川競技場

枚方スイミングスクー
ル大成学院大高等学
校

○

空手道 内田響希

平成24年度第３５回大阪府小学生空手道選
手権大会（第１２回全日本少年少女空手道
選手権大会予選大会）小学２年の部　組手
優勝　・全国大会出場

第35回大会は第１２回
全日本少年少女空手道
選手権大会：8月25日・
26日



相撲 西田衛人
全日本小学生相撲優勝大会　関西ブロック
大会予選（大阪）４年生の部　優勝

平成24年7月1日

　　〃
全日本小学生相撲優勝大会　関西ブロック
大会（奈良）４年生の部　第３位、団体の部
第２位

平成24年8月26日

　　〃
全日本小学生相撲優勝大会（東京）４年生
の部　出場（1回戦敗退）

平成24年12月2日

スポーツチャンバラ 竹中美優
第３８回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　基本動作初段　　優勝

平成24年7月1日 横浜文化体育館 友心館

浜田悠河
第３８回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　長剣初段　　優勝

〃 〃 　〃

浜田悠河
第３８回　全日本スポーツチャンバラ選
手権大会　二刀初段　　優勝

〃 〃 　〃

竹中優生
第３８回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　基本動作１・２級　優勝

平成24年11月4日
国立オリンピック記念青
少年総合センター

友心館

矢倉士
第３８回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　小太刀初段　優勝

〃 〃 　〃

浜田陸海
第３８回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　長剣初段　　優勝

〃 〃 　〃

矢倉士
第３８回　世界スポーツチャンバラ選手
権大会　二刀初段　　優勝

〃 〃 　〃

前川祥輝
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　小太刀１・２級　第３
位

平成25年3月24日 静岡市由比体育館 友心館

浜田陸海
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣初段　第３位

〃 〃 　〃

畑中惟吹
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣３・４級　優勝

〃 〃 　〃

黒川慎平
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣７・８級　優勝

〃 〃 　〃



浜田悠河
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀初段　第３位

〃 〃 　〃

竹中優生
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀２級～４級　第２
位

〃 〃 　〃

黒川慎平
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀７級～１０級　第
２位

〃 〃 　〃

竹中優生
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作１級～２級
第３位

〃 〃 　〃

畑中棟伍
第３８回　全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作７級～８級
第２位

〃 〃 　〃

23 陸上競技 重田　千輝
第１１回全国障害者スポーツ大会　男子800
ｍ（大会新記録）、男子1500ｍ　優勝

平成23年10月22日～
23日

維新百年記念公園陸
上競技場

○

卓球 伊藤　信子
第１１回全国障害者スポーツ大会　卓球一
般の部女子　優勝

平成23年10月23日
山口県スポーツ文化セ
ンター

○

ソフトボール
枚方信用金庫女子ソ
フトボール部

第１６回全日本レディースソフトボール大会
優勝

平成23年9月9日～１
１日

佐賀県嬉野市　各運
動公園

○

スポーツチャンバラ 疋田裕輝
第１３回全国幼稚園選手権大会　小太
刀９・１０級　第３位

平成２３年12月 3日 平沼記念体育館 友心館

浜田陸海
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　団体戦　第２位

平成24年3月27日 静岡県由比体育館 友心館

疋田真人
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作５・６級　第
２位

〃 〃 　〃

浜田七星
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作３・４級　優
勝

〃 〃 　〃

黒川優作
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作３・４級　第
３位

〃 〃 　〃

原田優作
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作１・２級　第
３位

〃 〃 　〃



竹中美優
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作初段　第３
位

〃 〃 　〃

浜田七星
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　小太刀　３・４級　優
勝

〃 〃 　〃

黒川優作
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣３・４級　第３位

〃 〃 　〃

浜田陸海
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣初段　第３位

〃 〃 　〃

竹中優生
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀３～１０級　優勝

〃 〃 　〃

原田優作
第３７回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀初段　第３位

〃 〃 　〃

22 陸上競技 高橋　満里
平成22年度全国高等学校総合体育大会陸
上競技大会　女子800ｍ、女子4×400ｍリ
レー　優勝

平成22年７月２８日～
８月2日

沖縄県総合運動公園
陸上競技場

東大阪大敬愛高校 ○

上山　美紗喜
平成22年全国高等学校総合体育大会陸上
競技大会　女子4×400ｍリレー　優勝

平成22年７月２８日～
８月2日

沖縄県総合運動公園
陸上競技場

東大阪大敬愛高校 ○

矢野　由佳
日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会
長距離・競歩　女子3000SC　優勝

平成22年5月2日
石川県西部緑地公園
陸上競技場

星翔高校 ○

スポーツチャンバラ 浜田悠河
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　団体戦 優勝

平成22年8月1日 静岡県由比体育館 友心館

竹中美優
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　基本動作１・２級　第
３位

〃 〃 　〃

浜田陸海
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　小太刀１・２級　第３
位

〃 〃 　〃

竹中優生
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣５・６級　第３位

〃 〃 　〃

浜田悠河
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　長剣初段　第２位

〃 〃 　〃

浜田七星
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀３級～１０級 優
勝

〃 〃 　〃

枚方市陸上競技協会
HP参照http://track-

and-
field.sakura.ne.jp/hiraka

ta/



浜田悠河
第３６回全国少年少女スポーツチャン
バラ選手権大会　二刀初段　第２位

〃 〃 　〃

浜田七星
第３６回世界スポーツチャンバラ選手権
大会　基本動作３・４級　　第２位

平成22年8月22日
国立オリンピック記念青
少年総合センター

友心館

浜田陸海
第３６回世界スポーツチャンバラ選手権
大会　小太刀　１・２級　第３位

〃 〃 　〃

浜田悠河
第３６回世界スポーツチャンバラ選手権
大会　二刀初段　優勝

〃 〃 　〃


