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大会記録 
国際大会出場記録 
1967 第 5回ユニバシアード 東京国立 やり投 4位 65ｍ10  佐藤 義胤 中京大 

            800ｍ 準決 1'53"2  池田  豊 関 大 

1977 第 1回日米ジュニア陸上 ロス   800ｍ 4位  2'11"7 脇畑留美子 水口東高 

            4×400ｍ3位  3'55"0 脇畑留美子 水口東高 

                  ハワイ   1500ｍ 1位  4'36"5  脇畑留美子 水口東高 

                     800ｍ  2位 2'14"5  脇畑留美子 水口東高 

1978 第 2回日米ジュニア陸上 サンアントニオ 800ｍ 2位 2'11"0脇畑留美子   水口東高 

                     1500ｍ  4位 4'50"1 脇畑留美子      水口東高 

                   サンジェゴ 1500ｍ 1位 4'40"0 脇畑留美子 水口東高 

                   ハワイ 800ｍ 2位 2'16"3 脇畑留美子 水口東高 

 第 8回アジア大会 バンコク 1500ｍ 4位 4'44"7 脇畑留美子 水口東高 

                    800ｍ 7位 2'13"6 脇畑留美子 水口東高 

1980 第 1回日中ジュニア陸上 北 京 800ｍ 1位 1'53"0 田原 貴之 水口東高 

                  太 原 800ｍ 1位 1'59"3 田原 貴之 水口東高 

 第 5回日中対抗陸上 東京国立 やり投 3位 77ｍ76 武田 敏彦 滋賀陸協 

 第 2回 8カ国陸上 東京国立 やり投 3位 82ｍ24 武田 敏彦 滋賀陸協 

1981 第 4回アジア陸上 東京国立 円盤投 3位 48ｍ00 本間 令子      水口高教 

1982 第 9回アジア大会 ニューデリ やり投 1位 75ｍ04 武田 敏彦 瀬田工高教 

                   4×400ｍ 1位 3'37"44 高畑いずみ 長浜高 

                   走幅跳  5位 5ｍ79 中川 妙子 大津市役所 

 第 3回日中対抗陸上 青 島 走幅跳  5ｍ84 田中 朋子 大津商高 

                   大 連 走幅跳  5ｍ85 田中 朋子 大津商高 

1986 日中豪ジュニア陸上 北 京 三段跳 3位 15ｍ76 漣  勝美 長浜高 

1990 '90国際女子駅伝 千 葉 日本選抜 2位 2°17'42" 寺澤 佳恵    大阪大 

 第 8回国際女子駅伝 横 浜 日本選抜 1位 2°16'31" 寺澤 佳恵 大阪大 

           近畿選抜  6位 2°22'17" 吉鶴  純 水口東高 

1991 第 16回ユニバシアード シエフィールド 10000ｍ 9位 32'21"32 寺澤 佳恵 大阪大 

1996 第 26回オリンピック アトランタ 10000ｍ予選 13位 28'52"22  花田 勝彦 ヱスビー 

1998 第 12回アジア選手権 広 島 3000ｍＳＣ6位 8'49"83 荻野 純人 積水化学 

 第 13回アジア大会 バンコク 棒高跳 4位 3ｍ90近藤 高代     長谷川体育施設 

1999 第 20回ユニバシアード マヨルカ 100ｍ 準決 5位 10"57 安井 章泰 龍谷大 

           やり投 予選 66ｍ73 横瀬 洋司         大阪体育大 

 ブダペスト国際陸上 ブダペスト 100ｍ 予選 3位 10"37 安井 章泰 龍谷大 

            やり投         4位 64ｍ12 横瀬 洋司 大阪体育大 

1999 第 1回世界ユース選手権 ポーランド 棒高跳 予選 3ｍ20 真島 史帆 高島高校 
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2000 第 13回アジア選手権 ジャカルタ 棒高跳  1位 4ｍ00 近藤 高代  長谷川体育施設 

 ベルリンマラソン ベルリン マラソン  4位 2°10'18"砂田 貴裕 積水化学 

 第 27回オリンピック シドニー10000ｍ 予選３位 27'45"13花田 勝彦 ヱスビー 

                    決勝 15位 28'08"11花田 勝彦 ヱスビー 

2001 日本中国対抗室内 横 浜 棒高跳 3位 4ｍ00 近藤 高代  長谷川体育施設 

 東アジア競技大会 長 居 棒高跳 2位 4ｍ05 近藤 高代  長谷川体育施設 

2002 日本中国対抗室内 天 津 棒高跳 3位 3ｍ80 近藤 高代  長谷川体育施設 

      〃                 上 海 棒高跳 3位 3ｍ90 近藤 高代  長谷川体育施設 

 静岡国際陸上         草 薙 棒高跳 1位 4ｍ15 近藤 高代  長谷川体育施設 

 水戸国際         水 戸 5000ｍ 5位 13'41"07 ジョン・カリウキ滋賀学園高 

 世界ジュニア         ジャマイカ 3000ｍＳＣ 7位 8'52"30 吉岡 秀司    比叡山高 

 アジア大会         釜 山 棒高跳 4位 4ｍ00 近藤 高代  長谷川体育施設 

 アジアジュニア選手権 バンコク 3000ｍＳＣ 2位 8'53"61 吉岡 秀司 比叡山高 

2003 国際室内         中京大 棒高跳 1位 4ｍ01 近藤 高代  長谷川体育施設 

                  〃 5位 3ｍ81 真島 史帆 中京大 

 静岡国際陸上         草 薙 3000ｍＳＣ 4位 8'49"66 中川 智博 京産大 

                  〃 8位 9'10"53 下村  悟 パナホーム 

                   砲丸投 6位 14ｍ01 白井裕紀子 滋賀陸協 

 水戸国際         水 戸 棒高跳 3位 3ｍ90 近藤 高代  長谷川体育施設 

 大阪グランプリ         長 居 5000ｍ 6位 13'27"18ジョン・カリウキ滋賀学園高 

 第 15回アジア大会 マニラ 棒高跳 2位 4ｍ10 近藤 高代  長谷川体育施設 

 スーパー陸上         横浜国際 800ｍ 7位 2'07"35 桑城 奈苗 筑波大 

                    砲丸投 7位 14ｍ57 白井裕紀子 滋賀陸協 

2004 日本中国対抗室内 横 浜 棒高跳 2位 4ｍ10 近藤 高代  長谷川体育施設 

                   砲丸投 4位 14ｍ64 白井裕紀子 滋賀陸協 

 静岡国際陸上         草 薙 10000ｍ 3位 28'03"93ジョン・カリウキ滋賀学園高 

                   砲丸投 5位 14ｍ69 白井裕紀子 滋賀陸協 

 水戸国際         水 戸 棒高跳 2位 4ｍ10 近藤 高代  長谷川体育施設 

 スーパー陸上         横浜国際 砲丸投 7位 14ｍ14 白井裕紀子 滋賀陸協 

 第 28回オリンピック アテネ 棒高跳   近藤 高代  長谷川体育施設 

2005 第 10回世界選手権大会 ヘルシンキ 棒高跳  近藤 高代  長谷川体育施設 

 第 4回世界ユース選手権大会 モロッコ・マラケシュ棒高跳（決）10位 3ｍ80孫子智美 光泉高 

 アジア選手権大会 韓国仁人  棒高跳（決）8位 4ｍ00近藤 高代  長谷川体育施設 

2006 第 12回アジアジュニア選手権 マカオ ハンマー投（6k）5位 63ｍ16 吉田 浩二 八幡高 

 第 11回世界ジュニア選手権   北京  棒高跳 7位 4ｍ00 我孫子智美   同 大 

2007 世界選手権       長居 棒高跳 滋賀県タイ 4ｍ35 近藤高代 長谷川体育施設 

2008 アジアジュニア選手権  ジャカルタ 1000mW 5位 47'16"60 南雄斗  滋賀学園高 

2009 アジアユース選手権   シンガポール 1位   4ｍ81  火狭 翔  光泉高 

 東アジア競技会     香港 砲丸投 4位   14ｍ51  白井裕紀子 滋賀陸協 

2010 アジア競技大会     広州 棒高跳 3位   4ｍ15  我孫子智美 レイクスター 


