
男子 フリガナ順

ナンバー 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

74 相川　竜輝 ｱｲｶﾜ ﾀﾂｷ 彦根翔陽高
101 飯田　健太郎 ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 比叡山高
2 井口　七海 ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 近江高
63 石川　貴規 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 米原AC
65 石田　慧 ｲｼﾀﾞ ｹｲ 高島高
66 石田　尚毅 ｲｼﾀﾞ ﾅｵｷ 高島高
67 石田　龍星 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 高島高
64 石塚　春輝 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｷ 大阪体育大
128 礒部　賢太 ｲｿﾍﾞ ｹﾝﾀ 近江高
1 伊藤　幸一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
4 稲垣　雄二 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 草津東高
3 井上　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 滋賀県立大
26 今泉　仁 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ ﾘｭｳｺｸｸ
98 内田　純也 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 滋賀大
100 馬野　雅大 ｳﾏﾉ ﾏｻﾋﾛ 追手門学院大
125 圓明　聖也 ｴﾝﾒｲ ｾｲﾔ 高島高
75 大岩　恵人 ｵｵｲﾜ ｹｲﾄ 伊吹高
77 大崎　雄生 ｵｵｻｷ ﾕｳｷ 近江高
76 大橋　悠生 ｵｵﾊｼ ﾕｳｷ 関西学院大
10 岡田　真拓 ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ 高島高
11 岡本　昇也 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 比叡山高
12 岡本　智佳人 ｵｶﾓﾄ ﾁｶﾄ 大津商高
13 荻野　海翔 ｵｷﾞﾉ ｶｲﾄ びわ学大
8 奥村　拓真 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ 水口高
7 奥村　匡由 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 流通経済大
9 押谷　真鈴 ｵｼﾀﾆ ﾏﾘﾝ 福岡大
14 加川　涼真 ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
17 梶原　凌也 ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 草津東高
37 鹿嶋　剛人 ｶｼﾏ ｺﾞｳﾄ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
24 金田　憲也 ｶﾈﾀﾞ ｹﾝﾔ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
50 神谷　大貴 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛｷ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
49 神原　翼 ｶﾐﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 大津商高
68 川合　広留 ｶﾜｲ ﾀｹﾙ 滋賀県立大
15 河内　光起 ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 八幡工高
73 川島　貴哉 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ 草津東高
69 川尻　涼介 ｶﾜｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 中京大
70 川瀬　陽日 ｶﾜｾ ﾊﾙﾋ 草津東高
72 川田　敦斗 ｶﾜﾀ ｱﾂﾄ 滋賀学園高
71 川端　哲司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 滋賀陸協
114 北川　和樹 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 滋賀大
113 北川　玄 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 立命館大
112 北原　考起 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
115 北村　健太朗 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大津商高
116 北脇　庄之佑 ｷﾀﾜｷ ｼｮｳﾉｽｹ 滋賀学園高
121 木村　司馬 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 立命館大
99 楠木　太一 ｸｽﾉｷ ﾀｲﾁ 龍谷大
124 國本　拓志 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛｼ チームMTF
39 小西　慶治 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ 東京大
41 小林　和幸 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 比叡山高
40 小林　弘輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
38 小山　大輔 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊吹高
30 坂口　拓哉 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 京都教育大
28 佐々木　宏晃 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 草津東高
29 佐藤　龍一 ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 伊吹高



126 澤　薫 ｻﾜ ｶｵﾙ 京都大
127 澤　知輝 ｻﾜ ﾄﾓｷ 伊吹高
34 四戸　慈朗 ｼﾉﾍ ｼﾞﾛｳ 草津東高
95 嶋岡　慧太 ｼﾏｵｶ ｹｲﾀ 滋賀県立大
96 嶋﨑　吉孝 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾀｶ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
54 清水　友哉 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 伊吹高
53 清水　浩記 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾘ 高島高
52 正司　尚暉 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵｷ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
46 尻無浜　悠作 ｼﾘﾅｼﾊﾏ ﾕｳｻｸ 関西外国語大
47 新谷　隆晟 ｼﾝﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ 滋賀大
16 角田　叶 ｽﾐﾀﾞ ﾄﾜ 近江高
51 瀬古　優斗 ｾｺ ﾕｳﾄ 草津東高
132 髙田　裕貴 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｷ 大津商高
131 髙取　恭一 ﾀｶﾄﾘ ｷｮｳｲﾁ 滋賀学園高
78 鷹野　雄基 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 比叡山高
129 髙橋　仁 ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾝ 八幡工高
130 髙橋　直希 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 大津商高
111 宝本　眞也 ﾀｶﾗﾓﾄ ｼﾝﾔ 立命館大
80 竹内　将人 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ 滋賀陸協
105 武田　大樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 滋賀陸協
106 武部　正樹 ﾀｹﾍﾞ ﾏｻｷ 水口高
81 竹本　瑛亮 ﾀｹﾓﾄ ｴｲｽｹ 水口東高
20 橘　海 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｲ 近江高
79 谷本　貴久 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 滋賀大
93 田村　晃希 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 石部高
90 辻井　良祐 ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 近畿大
91 辻中　成紀 ﾂｼﾞﾅｶ ﾅﾙｷ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
92 鶴口　篤寛 ﾂﾙｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 滋賀陸協
35 寺沢　凌 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾘｮｳ 大津商高
36 寺田　圭佑 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ 大阪体育大
104 冨田　孝志 ﾄﾐﾀ ｺｳｼ 草津東高
82 中神　章博 ﾅｶｶﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 近江高
83 中神　滉希 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｷ 近江高
84 中川　誠治 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 滋賀大
85 中川　智貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 草津東高
6 永田　和也 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
5 永田　健悟 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 同志社大
89 中谷　豪汰 ﾅｶﾀﾆ ｺｳﾀ 大阪大
86 中村　風馬 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾏ 草津東高
87 中村　佑晟 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 滋賀学園高
88 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岐阜経済大
56 西川　拓海 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾐ 北大津高
55 西川　司紗 ﾆｼｶﾜ ﾂｶｻ 滋賀県立大
61 西田　圭吾 ﾆｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 比叡山高
62 西田　光太郎 ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 伊吹高
57 西村　成貴 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞｷ 滋賀県立大
58 西村　聡 ﾆｼﾑﾗ ｿｳ 立命館大
59 西村　大成 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｾｲ 比叡山高
60 西村　暉 ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 草津東高
27 根来　虎亜 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾗﾂｸﾞ 北大津高
122 野村　賢也 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾔ 龍谷大
23 橋本　晃甫 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 比叡山高
103 疋田　天希 ﾋｷﾀﾞ ﾃﾝｷ 滋賀県立大
102 樋口　雄紀 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 滋賀県立大
110 平田　剛 ﾋﾗﾀ ﾂﾖｼ 草津東高
109 平松　弘成 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｼｹﾞ 九州共立大
108 福島　拓哉 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾔ 龍谷大
107 福田　樹 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂｷ 高島高
25 古谷　一磨 ﾌﾙﾀﾆ ｶｽﾞﾏ 高島高



117 堀　裕貴 ﾎﾘ ﾕｳｷ 立命館大
118 堀居　春紀 ﾎﾘｲ ﾊﾙｷ 草津東高
119 堀江　雅則 ﾎﾘｴ ﾏｻﾉﾘ 米原AC
120 堀之内　瞬也 ﾎﾘﾉｳﾁ ｼｭﾝﾔ 高島高
42 松井　湊 ﾏﾂｲ ﾐﾅﾄ 高島高
44 松谷　智也 ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾓﾔ 大津商高
43 松村　翔 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳ 岐阜経済大
45 松本　幹基 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝｷ 守山高
22 宮川　拓巳 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 近畿大
21 宮口　龍二 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 近江高
48 森井　裕真 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ 高島高
123 矢野　直幹 ﾔﾉ ﾅｵｷ 比叡山高
32 山田　光治朗 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 立命館大
33 山田　純也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大津商高
31 山中　悠人 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ 草津東高
97 湯上　剛輝 ﾕｶﾞﾐ ﾏｻﾃﾙ 中京大
18 吉川　湧人 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾄ 比叡山高
19 吉村　裕生 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｾｲ 中京大
94 渡瀬　薫 ﾜﾀｾ ｶｵﾙ 滋賀学園高

女子 フリガナ順

ナンバー 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
74 熱海　未来 ｱﾂﾐ ﾐｸﾘ 湖南農高
16 我孫子　智美 ｱﾋﾞｺ ﾄﾓﾐ 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ
38 新井　菜央 ｱﾗｲ ﾅｵ 龍谷大
27 荒木　彩音 ｱﾗｷ ｱﾔﾈ 龍谷大
3 井藤　恵梨 ｲﾄｳ ｴﾘ 玉川高
2 伊藤　沙也加 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 八幡商高
1 伊吹　美奈 ｲﾌﾞｷ ﾐﾅ 近江高
4 宇佐美　花 ｳｻﾐ ﾊﾅ 草津東高
6 永曽　美咲 ｴｲｿ ﾐｻｷ 水口高
52 太田　奈穂 ｵｵﾀ ﾅｵ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
53 大西　沙香 ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ 八幡商高
54 大西　瑞生 ｵｵﾆｼ ﾐｽﾞｷ 彦根翔陽高
11 岡田　真帆 ｵｶﾀﾞ ﾏﾎ 草津東高
10 岡村　明莉 ｵｶﾑﾗ ｱｶﾘ 石部高
9 奥谷　朱里 ｵｸﾀﾆ ｱｶﾘ 滋賀大
17 貝澤　理花 ｶｲｻﾞﾜ ﾘｶ 同志社大
12 加藤　伊織 ｶﾄｳ ｲｵﾘ 立命館大
13 加藤　真央 ｶﾄｳ ﾏｵ 守山高
15 河内　百華 ｶﾜｳﾁ ﾓﾓｶ 石部高
47 川島　七星 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｾ 玉川高
14 河原田　萌 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾓｴ 比叡山高
82 北川　紗衣 ｷﾀｶﾞﾜ ｻｴ 草津東高
81 北川　沙耶 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾔ 八幡商高
22 熊谷　友花 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ 大津商高
23 栗田　楓子 ｸﾘﾀ ﾌｳｺ 近江兄弟社高
37 小﨑　遥 ｺｻﾞｷ ﾊﾙｶ 草津東高
21 近藤　日和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 草津東高
93 齊藤　彩佳 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 高島高
28 佐野　爽帆 ｻﾉ ｱｷﾎ 草津東高
90 澤田　華慧 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾅｴ 近江高
7 塩尻　紗都 ｼｵｼﾞﾘ ｻﾄ 草津東高
8 塩田　稜子 ｼｵﾀ ﾘｮｳｺ 八幡商高
85 茂森　紗希 ｼｹﾞﾓﾘ ｻｷ 武庫川女子大
35 柴田　華那 ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
89 澁谷　美有 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾕ びわ学大
41 清水　麻衣 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ びわ学大



40 杉本　夕夏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 彦根翔陽高
18 関口　希望 ｾｷｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ びわこｽﾎﾟｰﾂ大
65 田井中　彩咲 ﾀｲﾅｶ ｻｴ 八幡商高
64 提中　菜穂 ﾀﾞｲﾅｶ ﾅﾎ 高島高
66 田井中　里菜 ﾀｲﾅｶ ﾘﾅ 草津東高
55 竹中島　百栄 ﾀｹﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ 大津商高
56 竹辺　みちか ﾀｹﾍﾞ ﾐﾁｶ 近江高
67 田代　五月 ﾀｼﾛ ｻﾂｷ 水口高
68 田中　沙弥 ﾀﾅｶ ｻﾔ 八幡商高
61 塚本　絢子 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔｺ 大津商高
62 辻　彩花 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 石部高
69 筒江　朋香 ﾂﾂｴ ﾄﾓｶ 草津東高
60 津曲　温子 ﾂﾏｶﾞﾘ ｱｺ 龍谷大
63 鶴田　瞳 ﾂﾙﾀ ﾋﾄﾐ 彦根翔陽高
34 時任　美保子 ﾄｷﾄｳ ﾐﾎｺ 高島高
84 磨谷　映理子 ﾄｷﾞﾔ ｴﾘｺ 八幡商高
58 中村　和佳奈 ﾅｶﾑﾗ ﾜｶﾅ 滋賀学園高
57 中山　里奈 ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ 大津商高
73 南部　珠璃 ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾘ 近江高
46 西田　莉乃 ﾆｼﾀﾞ ﾘﾉ 石部高
43 西村　紗弥 ﾆｼﾑﾗ ｻﾔ 石部高
44 西村　美穂 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾎ 石山高
42 西村　芽依子 ﾆｼﾑﾗ ﾒｲｺ 玉川高
45 西村　和花 ﾆｼﾑﾗ ﾜｶ 玉川高
86 野嵜　天菜 ﾉｻﾞｷ ｱﾏﾅ 彦根東高
75 能登　帆奈美 ﾉﾄ ﾎﾅﾐ 草津東高
5 羽賀　麗奈 ﾊｶﾞ ﾚｲﾅ 大津商高
20 橋本　綾菜 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾅ 大津商高
91 濱寄　里咲 ﾊﾏﾖｾ ﾘｻ 滋賀学園高
87 林　咲穂 ﾊﾔｼ ｻｷﾎ 水口高
79 平尾　萌夏 ﾋﾗｵ ﾓｴｶ 草津東高
76 福永　優菜 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳﾅ 彦根翔陽高
77 福元　優梨 ﾌｸﾓﾄ ﾕﾘ 草津東高
78 福本　有里 ﾌｸﾓﾄ ﾕﾘ 石部高
70 藤井　香弥音 ﾌｼﾞｲ ｶﾔﾈ 水口高
72 藤谷　真里 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾐｻﾄ 大津商高
71 藤原　安純 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 彦根翔陽高
24 古川　日菜 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾅ 大津商高
26 古澤　実紗 ﾌﾙｻﾜ ﾐｻ 滋賀学園高
25 古野　あすか ﾌﾙﾉ ｱｽｶ 双葉中
49 前田　美優 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｳ 八幡商高
48 前宮　希良里 ﾏｴﾐﾔ ｷﾗﾘ 石部高
59 町本　香菜子 ﾏﾁﾓﾄ ｶﾅｺ 彦根翔陽高
29 三木　彩夏 ﾐｷ ｱﾔﾅ 草津東高
39 水谷　陽子 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷｺ 近江兄弟社高
36 宗像　美菜 ﾑﾈｶﾀ ﾐﾅ 水口高
51 村越　真美子 ﾑﾗｺｼ ﾏﾐｺ 玉川高
32 山田　稚子 ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶｺ 大津商高
31 山中　日菜美 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅﾐ 立命館大
30 山根　詩乃 ﾔﾏﾈ ｼﾉ 比叡山高
33 山本　花音 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾉﾝ 彦根翔陽高
19 吉田　朋花 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶ 水口高
50 善積　伶名 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾚﾅ 八幡商高
80 米田　香澄 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾐ 神戸大
92 萬　玲奈 ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 京都教育大
88 和田　百花 ﾜﾀﾞ ﾓﾓｶ 幸福関西高


