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種目種目種目種目

100m 10.77 小谷　優介 10.97 都築　裕一朗
+3.0 住友電工 びわこ学院大

5000mW 21.25.69 中川　岳士
北海道大学

棒高跳

走幅跳 6.00 宇野　進二
+1.4 日本精工

円盤投 46.77 川尻　涼介(3)
中京大

100m 10.77 梶原　凌也(3) 10.88 古谷　一磨(3) 10.88 壹岐　大吾(3) 11.02 万木　力也(3) 11.08 平田　剛(3) 11.11 岡内　航(3) 11.14 髙橋　直希(3) 11.34 野﨑　佑一(3)
+2.3 草津東高 高島高 石山高 大津高 草津東高 光泉高 大津商高 石山高
400m 48.90 椎　悠介(3) 49.32 中井　準登(2) 50.25 飯田　健太郎(3) 50.92 永井　駿太(3) 51.12 大島　実(2) 51.97 福井　陳起(3) 52.88 森口　俊哉(3) 53.06 鷹野　雄基(3)

水口東高 石部高 比叡山高 長浜高 大津商高 水口東高 玉川高 比叡山高
5000m 15.03.56 吉岡　遼人(3) 15.04.09 高畑　凌太(2) 15.11.34 足立　舜(3) 15.16.96 中村　風馬(2) 15.20.09 川崎　新太郎(3) 15.58.11 稲垣　雄二(3) 15.58.88 西川　遥稀(2) 16.05.48 西村　暉(2)

草津東高 草津東高 膳所高 草津東高 水口東高 草津東高 滋賀学園高 草津東高
400mH 55.48 冨田　孝志(3) 55.69 四戸　慈朗(3) 56.23 川瀬　陽日(2) 57.53 奥山　大介(3) 57.73 谷　慶悟(2) 58.97 岡本　智佳人(3) 59.48 清水　大夢(3) 1.05.90 松村　峻吾(2)

草津東高 草津東高 草津東高 膳所高 石山高 大津商高 膳所高 石部高
棒高跳 4.50 吉川　寿希(3) 4.40 福永　凌太(3) 4.10 西谷　元希(2)

近江高 彦根翔西館高 水口高
走幅跳 6.46 成宮　壮(3) 6.43 澤　知輝(3) 6.36 中井　俊介(3) 6.09 濱　圭吾(2) 6.02 三和　泰樹(3) 5.89 山本　雄介(2) 5.80 松井　慶太(2) 5.46 舟江　悠佑(3)

+1.1 比叡山高 +0.6 伊吹高 -0.3 草津東高 +1.6 膳所高 +1.6 膳所高 +0.8 八幡商高 +1.0 伊吹高 +0.6 東大津高
ﾊﾝﾏｰ投 41.80 中村　佑晟(3) 40.76 土居　玲也(2) 38.79 深尾　誠亮(3) 33.04 市川　翔稀(2)

滋賀学園高 滋賀学園高 草津東高 玉川高
やり投 56.34 神原　翼(3) 49.19 渕野　友輝(3) 48.50 増田　晶太(3) 43.05 中　悠成(3) 42.32 今別府　蛍水(2) 38.56 藤北　隆史(2)

大津商高 東大津高 滋賀学園高 膳所高 水口高 玉川高
100m 11.39 澤　大地(1) 11.45 石塚　友貴(1) 11.55 白井　宗一郎(1) 11.61 筑波　翔太(1) 11.72 川上　裕也(1) 11.81 岡　貫太(1) 11.83 橋本　泰知(1) 11.91 瀬河　颯(1)
+2.7 草津東高 彦根翔西館高 比叡山高 比叡山高 石部高 比叡山高 比叡山高 石部高

3000m 9.05.84 岩田　直人(1) 9.11.89 古石　浩太郎(1) 9.12.18 松田　爽汰(1) 9.12.40 湊　優貴(1) 9.30.41 菊地　将泰朗(1) 9.34.51 鎌田　飛来(1) 9.40.81 山田　道登(1) 10.01.08 片岡　龍也(1)
滋賀学園高 草津東高 滋賀学園高 守山高 滋賀学園高 草津東高 滋賀学園高 滋賀学園高

走幅跳 6.44 堀口　龍生(1) 6.07 堀居　拓(1) 5.83 白井　宗一郎(1)
+0.4 彦根翔西館高 -0.4 草津東高 比叡山高

砲丸投 15.04 中村　涼太(1) 12.47 上野　天詩(1) 11.80 三田　淳也(1)
草津東高 +0.0 滋賀学園高 草津東高

800m 1.58.31 澤面　蓮(3) 1.59.27 金森　拳之介(3) 2.00.21 柿本　飛鳥(3) 2.00.27 岩嶋　琉(3) 2.05.54 我毛　陽大(3) 2.06.38 山岡　岳人(2) 2.09.79 佐倉　寿基(2) 2.11.53 近野　怜央(3)
虎姫高 滋賀学園高 北大津高 長浜高 石山高 光泉高 北大津高 草津東高

110mH 15.33 鈴木　勝也(3) 15.82 上田　太一(3) 16.68 松岡　亮(3) 18.51 永阪　聡太(3) 18.91 柴田　良平(2)
+0.5 東大津高 石山高 石山高 膳所高 東大津高

5000mW 21.56.53 川田　敦斗(3) 22.29.34 中村　耀晶(3) 22.51.09 山内　皓太(2) 23.27.85 大治　雅弘(2) 23.41.20 福本　錬(3) 24.20.58 辻川　翔哉(3) 25.20.78 滝口　輝一(1)
滋賀学園高 滋賀学園高 草津東高 草津東高 国際情報高 北大津高 滋賀学園高

走高跳 1.94 寺沢　凌(3) 1.91 相川　竜輝(3) 1.85 野村　優太(2) 1.80 久常　温志(2) 1.80 西澤　陸(3) 1.80 佐藤　龍一(2) 1.80 目片　慎一郎(3)
大津商高 彦根翔西館高 東大津高 大津商高 彦根工高 伊吹高 草津東高

三段跳 13.87 原田　ロドリゴ(3) 13.62 藤原　祥人(2) 13.53 下尾　青空(2) 13.27 青木　一生(3)

+1.7 長浜北高 +1.7 石山高 +1.6 大津商高 +2.7 水口東高
円盤投 43.94 飛川　龍雅(2) 40.66 東　直輝(2) 40.49 木村　優太(3) 40.47 中村　佑晟(3) 35.87 関野　敬太(3) 27.56 近藤　匠(3) 21.08 宮川　和樹(3) 18.59 東江　直樹(2)

滋賀学園高 河瀬高 草津東高 滋賀学園高 大津商高 伊吹高 甲西高 膳所高

12:00現在 天候 気温 湿度 風向 風速 記録主任 浮　氣　　清　司 （トラック）　　　　　小　澤　　信　一

(5/8) 晴れ ２２．０℃ 39% 北東 １．８　m/s 総　　　務 村　上　　拓 （フィールド）　　　安　福　　修
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