
この大会は公認ではありません

大会名 決勝記録一覧表 期日  2014年8月3日 場所  滋賀県立彦根総合運動場陸上競技場

100m 29歳以下 10"94 石塚　春輝 11"01 西川　陽一 11"16 内記　拓哉 11"23 城野　夕希 11"25 合田　尚平 11"41 橋本　光平 11"52 廣瀬　晴海 11"57 西島　岳
-1.5 近江八幡 彦根 栗東 守山 蒲生 近江八幡 彦根 大津

100m 30歳以上 11"33 安井　章泰 12"02 北澤　真 12"56 稲田　和也 12"62 松下　正和 12"75 花本　貴弘 12"95 嶋田　義孝 13"22 小林　功明
-1.6 近江八幡 大津 草津 東近江 東近江 米原 大津

100m 40歳以上 12"24 横江　良浩 12"29 平岡　毅 12"34 西川　克己 12"60 對馬　宏受 12"61 池田　忍 12"77 渡辺　誠 12"92 芝辻　悟 13"04 北村　昌彦
-2.5 草津 大津 湖南 大津 東近江 守山 守山 米原

100m 50歳以上 12"74 大江　良一 13"12 野嵜　重美 13"15 東　浩一 13"51 図司　浩次 13"86 嶋村　富寿夫 14"12 笠谷　浩行 15"18 倉田　修 15"83 多胡　重孝
-1.4 大津 蒲生 大津 蒲生 甲賀 甲賀 東近江 高島

400m 50"00 前田　直哉 50"56 松村　翔 52"16 植田　裕介 52"61 山下　祥希 53"60 望月　彰人 54"29 森川　禎彦 55"74 川島　大明 55"98 藤永　遼司
甲賀 近江八幡 東近江 大津 甲賀 大津 湖南 守山

800m 1'57"92 大谷　宥喜 1'59"32 谷本　貴久 1'59"33 鹿島　剛人 2'01"44 福島　拓哉 2'01"55 佐治　祐貴 2'02"04 増倉　成穂 2'05"58 岩田　一樹 2'07"24 岩崎　祐也
草津 彦根 大津 湖南 甲賀 東近江 大津 草津

5000m 39歳以下 15'26"51 後藤　駿弥 15'38"68 楠木　太一 15'43"67 苅郷　時良 15'49"13 坂本　陽平 16'01"76 下村　悟 16'05"87 松井　政洋 16'07"10 軸屋　貴弘 16'10"63 宇都宮　健
彦根 大津 大津 湖南 近江八幡 甲賀 東近江 草津

5000m 40歳以上 17'16"46 飯田　茂 17'28"78 山口　信之 17'36"22 吉村　健一 17'40"69 西村　孝義 17'49"94 木村　英二 18'02"24 木村　将弘 18'18"98 大庭　幸治 18'21"94 村嶌　憲二
東近江 栗東 長浜 守山 大津 大津 草津 蒲生

4x100mR 41"96 橋本　光平 42"87 吉岡　俊樹 43"06 廣瀬　晴海 43"97 城野　有希 44"16 渕崎　稜 44"39 望月　彰人
石塚　春輝 奥出　大貴 黒丸　智弘 井上　亮 村松　岳 都築　裕一郎
松村　翔 亀井　瞬 桐生　将希 神谷　大貴 辻川　昴輝 田畑　雄飛
安井　章泰 西島　岳 西川　陽一 西村　俊輝 植田　裕介 前田　直哉
近江八幡 大津 彦根 守山 東近江 甲賀

4x100mR 年齢別 45"64 松田　祐希 46"68 渡辺　誠 46"81 森川　禎彦 48"25 土田　悟司 48"29 柴田　一輝 48"40 福本　翔一郎 52"09 田中　一成
横江　良浩 芝辻　悟 平岡　毅 松下　正和 田中　宏明 図司　浩次 吉川　琢也
稲田　和也 藤永　遼司 大江　良一 池田　忍 中島　哲也 野嵜　重美 風口　将幸
岩崎　祐也 金崎　広治 内田　英治 大西　佑希 中山　勇次 合田　尚平 西川　克己
草津 守山 大津 東近江 甲賀 蒲生 湖南

走高跳 2m10 國本　拓志 1m93 谷本　岳史 1m84 渕崎　稜 1m84 永田　和也 1m81 中山　勇次 1m75 前田　裕樹
栗東 彦根 東近江 大津 甲賀 高島

走幅跳 6m85 城野　有希 6m60 廣瀬　晴海 6m23 馬渕　桂佑 6m20 内田　英治 5m98 新井　大智 5m83 西村　俊輝 5m77 板東　歓揮 5m70 土田　悟司
-2.5 守山 +0.3 彦根 -0.8 米原 +1.4 大津 +0.8 甲賀 +1.2 守山 +1.1 大津 -1.7 東近江

三段跳 13m85 岩崎　大 13m20 廣瀬　充優 13m05 嶋崎　吉孝 12m95 仲島　郁臣 12m86 新井　大智 12m64 植田　裕介 12m,37 森　航大 12m34 辻川　昴輝
+2.5 長浜 +2.5 甲賀 +2.0 大津 +1.5 大津 +1.9 甲賀 +2.4 東近江 +2.0 守山 +1.7 東近江

砲丸投 39歳以下 12m25 藤野　涼 12m22 渡辺　真規 12m17 湯上　善之 10m00 嶋岡　大輝 9m97 西川　知輝 8m75 田中　一成 8m65 森口　竜也
甲賀 大津 長浜 守山 彦根 湖南 湖南

砲丸投 40歳以上 11m19 掛谷　亨 10m45 廣岡　善彦 8m83 荒川　健 8m52 西村　隆 8m36 北村　昌彦 8m19 中西　英輝 8m09 築山　泰洋 8m09 河崎　勳
守山 甲賀 草津 守山 米原 近江八幡 湖南 甲賀

砲丸投 50歳以上 9m16 森　雅俊 8ｍ42 岡本　作重 7ｍ85 薮内　悟 7ｍ72 田川　貢一 7ｍ68 勝井　邦彦 7ｍ62 森　秀夫 7m18 向　敬二 7ｍ18 殿城　幸雄
米原 大津 長浜 長浜 甲賀 東近江 東近江 甲賀

円盤投 35m70 掛谷　亨 35m35 嶋岡　大輝 32m54 湯上　善之 31m90 澤村　卓也 30m06 藤野　涼 24m55 築山　泰洋 22m76 山下　将宗
守山 守山 長浜 東近江 甲賀 湖南 大津

194点 大津 161点 甲賀 115点 東近江 89点 守山 75点 長浜 57点 彦根 43点 近江八幡 42点 湖南

天候 気温 湿度 風向 風速

晴 30℃ 65% 北北西 0.7m/s

金　田　知　也

長谷川　真一郎

トラック 東　　芳　生

フィールド 田　中　藤　雄
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大会名 決勝記録一覧表 期日  2014年8月3日 場所  滋賀県立彦根総合運動場陸上競技場

100m 29歳以下 13"02 茂森　紗希 13"58 増山　渚 14"10 片山　智章 14"56 北尾　渚 14"68 嵐　夕貴 14"97 横山　美咲 15"22 小森　純佳
-2.1 長浜 甲賀 守山 甲賀 栗東 大津 東近江

100m 30歳以上 14"31 種子田　いずみ 14"88 富田　尋世 15"06 富樫　民江 15"38 和田　智春 15"51 吉岡　昌美 15"52 合田　理恵 15"70 桑島　真由美 16"79 久保　潤子
-2.8 東近江 東近江 栗東 守山 甲賀 大津 甲賀 大津

3000m 29歳以下 10'23"26 坂東　慶子 11'09"81 藤井　美紀 11'33"84 小林　陽香 11'47"84 櫛山　未帆 12'25"25 谷口　双葉 12'56"03 草野　香織 13'43"55 木村　ありさ 14'02"10 小森　由実子
長浜 甲賀 東近江 彦根 大津 長浜 大津 守山

3000m 30歳以上 11'12"77 古家　雅恵 11'17"50 田中　さおり 12'24"28 木村　祐子 13'00"49 大西　智子 14'01"21 山田　香奈絵 14'03"34 北脇　由美子 14'04"59 小嶋　祐子 14'42"78 辰巳　ゆかり
大津 蒲生 大津 甲賀 東近江 守山 近江八幡 東近江

4x100mR 53"85 奥山　碧 54"29 和辻　澪 54"70 小林　みなも 56"28 和久　華織
福本　真子 南川　亜侑美 横山　美咲 草野　香織
北尾　渚 小森　純佳 辻本　絵莉香 岩崎　まき
増山　渚 種子田　いずみ 新屋　朋子 茂森　紗希
甲賀 東近江 大津 長浜

走高跳 1m52 辻本　絵莉香 1m46 谷口　ゆかり 1m35 岩崎　まき
大津 甲賀 長浜

走幅跳 5m33 岩崎　まき 4m75 北尾　渚 4m61 谷川　美穂 4m58 横山　美咲 4m29 青山　紋叶 4m04 岡田　愛理 3m84 小林　綾香
+3.8 長浜 +1.1 甲賀 +1.5 甲賀 +3.4 大津 +1.8 東近江 +2.4 湖南 +1.6 東近江

砲丸投 29歳以下 10m19 谷本　咲輝子 10m15 脇畑　優子 9m58 小林　みなも 7m73 福島　里紗 7m40 辻本　絵莉香
米原 甲賀 大津 東近江 大津

砲丸投 30歳以上 8m48 桑島　真由美 7m61 築山　弘実 7m58 横田　栄美子 7m34 富樫　民江 7m25 久保　潤子 7m14 合田　理恵 6m69 安原　かおり 5m70 夏原　かず子
甲賀 湖南 甲賀 栗東 大津 大津 東近江 草津

円盤投 38m63 小島　萌実 36m23 新屋　朋子 32m18 谷本　咲輝子 31m57 脇畑　優子 28m91 丸山　侑里子 25m56 南川　舞 22m45 築山　弘実
高島 大津 米原 甲賀 彦根 東近江 湖南

大会新記録　　（   ）内は旧記録

男子 なし 天候 気温 湿度 風向 風速

曇り 31℃ 63% 東 2.9m/s

女子 なし
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