
NO 種別 種別 種目 選　手 所　属 学年 ＳＢ(2017) 備考(全国ランキング・成績等)

1 １００ｍ 小谷　優介 住友電工 10"57
2 ４００ｍ 河内　光起 近畿大学 2 46"06 日中韓陸上競技大会日本代表

3 １００００mW 菅浪　裕也 びわこ成蹊スポーツ大学 4 40'49"31
4 走高跳 瀬古　優斗 中京大学 2 2ｍ17
5 走幅跳 山川　夏輝 日本大学 4 7ｍ92 日本選手権3位、ユニバシアード日本代表

6 円盤投 川尻　涼介 中京大学 4 51ｍ43
7 ４*１００ｍＲ 桐生　祥秀 東洋大学 4 10"01 ロンドン世界選手権大会出場

8 １００ｍ 中井　準登 石部高校 3 10"77
9 ５０００ｍ 高畑　凌太 草津東高校 3 14'39"78 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

10 １００ｍ 須戸　遼 双葉中学校 3 10"99 全日本中学出場

11 ３０００ｍ 安原　太陽 滋賀学園高校 1 8'33"09
12 ８００ｍ 湊　優貴 守山高校 2 1'55″26
13 ５０００ｍW 滝口　輝一 滋賀学園高校 2 21'18"23
14 三段跳 藤原　祥人 石山高校 3 14ｍ72
15 円盤投 飛川　龍雅 滋賀学園高校 3 49ｍ02 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ６位

16 １００ｍ 壹岐 いちこ 立命館大学 2 11"73 日本選手権6位、ユニバシアード日本代表

17 ４００ｍ 津曲　温子 龍谷大学 4 55"79
18 ５０００mW 園田 世玲奈 中京大学 3 22'59"37
19 走高跳 時任 美保子 甲南大学 1 1ｍ70
20 棒高跳 我孫子 智美 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 4ｍ30 日本選手権１位

21 ハンマー投 佐伯　珠実 チャンピオン 58ｍ73 日本選手権８位

22 ４*１００ｍＲ 山中 日菜美 立命館大学 3 11"90
23 １００ｍ 原田　由貴 玉川高校 2 12"18
24 ４００ｍ 小崎　遥 草津東高校 3 今年度出場なし ２種目出場

25 ３０００ｍ 飛田　凛香 比叡山高校 2 9'42"67 ２種目出場

(24) ４００ｍＨ 小崎　遥 草津東高校 3 59"53 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ４位

26 少年B １００ｍ 安達　茉鈴 粟津中学校 3 11"89 全日本中学出場

(25) １５００ｍ 飛田　凛香 比叡山高校 2 4'26"47 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

27 棒高跳 中川　雨音 近江高校 3 3ｍ40
28 円盤投 垣立　麻帆 彦根翔西館高校 2 38ｍ42
29 やり投 緒方　優佳 草津東高校 3 46ｍ62

NO 氏名 所　属 備考

1 石井田茂夫 びわこ成蹊スポーツ大学 公認コーチ

2 村上　拓 彦根翔西館高校 公認コーチ

3 近藤高代 近江高校 公認コーチ

4 山川弘一 石部高校

5 東　大輔 石部高校 公認コーチ

6 安井章泰 近江兄弟社高校 公認コーチ

7 川那辺享一 南郷中学校 公認コーチ

8 武田健太 比叡山高校 公認コーチ

9 小川侑也 北大津高校 公認コーチ

10 藤田武志 水口東高校 公認コーチ

11 上田勝也 愛知高校 公認コーチ

12 杉本武康 高島高校

13 石橋麻子 草津高校

14 小林弘幸 彦根翔西館高校 公認コーチ

15 藤居久智 東大津高校

16 八木佐知男 彦根翔西館高校 公認コーチ

17 雲晴光弘 さんと治療院

18 海部正浩 かいべ鍼灸治療院

第７２回　愛媛国体選手団・スタッフ団名簿
一般財団法人　滋賀陸上競技協会

滋賀陸上競技協会短距離ヘッドコーチ

小谷優介、桐生祥秀、中井準登、須戸遼

女子　４＊１００ｍR 壹岐いちこ、山中日菜美、原田由貴、安達茉鈴

種別

女子

男子　４＊１００ｍR

滋賀陸上競技協会・理事・強化委員長

滋賀陸上競技協会・理事

【スタッフ】

成年

滋賀陸上競技協会短距離コーチ

滋賀陸上競技協会短距離コーチ

滋賀陸上競技協会短距離コーチ

滋賀陸上競技協会跳躍コーチ

国体統括アドバイザー スポーツ開発支援センター、入試部部付部長　陸上競技部総監督

滋賀陸上競技協会投擲ヘッドコーチ

滋賀陸上競技協会投擲コーチ

滋賀陸上競技協会跳躍コーチ

滋賀陸上競技協会中長距離ヘッドコーチ

滋賀陸上競技協会中長距離コーチ

滋賀陸上競技協会競歩コーチ

中長距離
競歩

跳躍

【選手】

投擲

総監督

監　督

男子

成年

少年A

トレーナー
滋賀陸上競技協会医事委員会(トレーナー)

少年B

少年共通

少年共通

少年A

役　職

滋賀陸上競技協会投擲コーチ
滋賀陸上競技協会医事委員会(トレーナー)

庶務・総務 滋賀陸上競技協会事務局(強化担当)

コーチ

短距離


