
大会名 決勝記録一覧表 期日  2018年8月5日

100m 29歳以下 10"97 内記　拓哉 10"98 平田　剛 11"07 疋田　天希 11"22 梶原　凌也 11"23 武部　正樹 11"29 松村　翔 11"64 川瀬　陽日 11"70 桜井　洸

+0.1 栗東 彦根 彦根 大津 甲賀 近江八幡 長浜 大津

100m 30歳以上 11"10 金崎　広治 11"56 一番ケ瀬玲 11"87  辻　　啓 12"08 前田　慧 12"20 細身　優希 13"30 山本　裕亮 22"75 阪田　洋一

+0.3 守山 大津 守山 長浜 大津 東近江 東近江
100m 40歳以上 11"68 横江　良浩 12"06 種子田　諭 12"30 田中　宏明 12"35 加藤　正幸 12"48 宇野　進二 12"64 芝辻　悟 12"79 西川　克己 12"87 田嶋　博司

＋0.1 草津 東近江 甲賀 東近江 大津 守山 湖南 甲賀

100m 50歳以上 12"73 東　浩一 12"73 岡本　光男 13"20 野㟢　重美 13"90 図司  浩次 14"18 藤江　巧 15"06 倉田　修　 15"39 田中　陸明

＋0.9 大津 大津 蒲生 蒲生 甲賀 東近江 湖南

400m 47"62 橋本　晃甫 50"32  椎　 悠介 50"57 氏原　峻太 52"65 横津　琢磨 53"47 井上　拓真 53"93 山岡　岳斗 55"21 増田大次郎 56"10 河岸　優吾

大津 蒲生 大津 彦根 湖南 近江八幡 甲賀 東近江

800m 1'55"14 三上　純 1'57"32 小林　和輝 1'57"70 川島　貴哉 1'59"28 松宮　慎友 2'03"48 小杉　亮太　　 2'04"27 山岸　恵太 2'06"74 山本　浩平 2'15"45 吉田　大介

彦根 栗東 甲賀 彦根 東近江 湖南 甲賀 大津

5000m 39歳以下 15'51"24 山本　采矢 16'43"99 中川　元弥 17'25"84 大辻　夏樹 17'32"70 川村　好平 17'39"53 松宮　賢人 18'10"78 萬谷　彰文 18'14"27 川瀬　豊 19'49"99 川島　貴哉

大津 甲賀 近江八幡 長浜 東近江 湖南 近江八幡 甲賀

5000m 40歳以上 16'30"13 川西　治雄 17'01"25 下村　悟 17'51"77 石山　典正 18'09"06 吉村　健一 18'39"09 中島　洋 18'44"81 河合　芳隆 18'45"84 西村　孝義 18'49"00 井手橋　保

野洲 近江八幡 東近江 長浜 大津 甲賀 守山 甲賀

4x100mR 43"27  森　善哉 43"86 平田　剛 44"59 森本　悠貴 44"68 山岡　岳斗 45"52 井上　拓真 46"03  谷　慶悟 47"80 佐藤　龍一 57"31 小澤　尚志

橋本　晃甫 辻中　成紀 土橋　立寛 橋口　仁志 青木　一生 吉川　湧人 多賀　大樹 野村　優太

桜井　洸 疋田　天希 加藤　正幸 池上　英徳　 山岸　恵太 安在　森祐 川崎　智史 村田　亮

武田　大樹 岸本　貴司 相川　竜輝 松村　翔 西川　克己 武部　正樹 川瀬　陽日 渡辺　誠

大津 彦根 東近江 近江八幡 湖南 甲賀 長浜 守山

4x100mR 年齢別 44"17 一番ケ瀬玲 45"74 増田　大太郎 46"32 荒川　健 47"44 河岸　優吾 49"56 高田　輝努 49"62 曽羽　道明

梶原　凌也 小澤　淳 横江　良浩 種子田　諭 前田　慧  椎　悠介

宇野　進二 田中　宏明 松野　良太郎 山本　裕亮 高畑　大樹 西川　明弘

小野　武蔵 今別府蛍水 外山　雄大 土田　悟司 中村　忠 野㟢　重美

大津 甲賀 草津 東近江 長浜 蒲生

走高跳 1m96 相川　竜輝 1m90 野村　優太 1m84 佐藤　龍一 1m70 今別府蛍水

東近江 守山 長浜 甲賀

走幅跳 6m92(+0.7) 小野　武蔵 6m30(+0.3) 青木　一生 6m21(+0.0) 西村　大成 6m12(+0.0) 安住　森祐 5m93(+0.2) 岩﨑　 大 5m90(+0.8) 土田　悟司 5m83(+0.1) 　辻　　　啓 5m66(+0.0) 松野良太郎

大津 湖南 大津 甲賀 長浜 東近江 守山 草津

三段跳 14m08(+0.8) 西村　大成 13m99(+0.3) 青木　一生 13m58(+0.0)  森　善哉 13m23(+0.6) 田付　純也 13m18(+0.5) 岩﨑　 大 12m47(+0.2) 今別府蛍水
大津 湖南 大津 東近江 長浜 甲賀

砲丸投 39歳以下 13m26 中村　佑晟 12m40 湯上　善之 11m50 藤嶋  尚生 10m10 宝本　真也  9m21 西川　司紗  9m11 谷口　弦太  8m94 長谷部慎吾  8m53 嶋岡  慧太

東近江 長浜 東近江 甲賀 近江八幡 湖南 大津 守山

砲丸投 40歳以上 9m76 廣岡　善彦 8m99 築山  泰洋 8m94 中西  英揮 8m55 合田　成宏 7m68 富田　茂幸 7m25 増田　寛 6m98 坂田　一保 6m80 鎌田　直広

甲賀 湖南 近江八幡 大津 東近江 守山 東近江 守山

砲丸投 50歳以上 11m16 掛谷　亨 10m70 久志　敦夫  8m70 岡本　作重  8m27 曽羽　道明  7m85 勝井　邦彦  7m77 野㟢　重美  7m30 野村　昌弘  7m13  森　秀夫

守山 草津 大津 蒲生 甲賀 蒲生 栗東 東近江

円盤投 39m10 中村　佑晟 34m83 湯上　善之 31m42 掛谷     亨 30m51 長谷部慎吾 29m51 嶋岡  慧太 29m16 澤村　卓也 28m73 宝本　真也 26m77 西川　司紗

東近江 長浜 守山 大津 守山 東近江 甲賀 近江八幡

181点 大津 176点 東近江 132点 甲賀 111点 守山 64点 長浜 60点 湖南 58点 彦根 42点 近江八幡

注：この大会は公認大会ではありません

天候 気温 湿度 風向 風速

晴 34.2℃ 56% 東北東 0.7m/s

浮　氣　 清　司

坂　  　一　郎

田　中　藤　雄

総　　　務

審  判  長

記録主任

12:00現在
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1位

第７１回滋賀県民体育大会　一般の部
4位

場所 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

種目 2位 3位

一般財団法人滋賀陸上競技協会



大会名 決勝記録一覧表 期日  2018年8月5日

100m 29歳以下 13"00 北澤　沙耶 13"08 湯上華奈子 13"11 渋谷　美有 13"20 岡村　明莉 13"34 西村　美穂 13"70 谷垣　明梨 13"97 茂森　紗希 13"98 渋谷　柚衣
＋0.7 大津 甲賀 彦根 甲賀 守山 大津 長浜 彦根

100m 30歳以上 13"53 鮫澤　知美 13"68 種子田　いずみ 13"75 片山　智章 14"42 秋本　香織 15"49 合田　理恵 15"69 原田　美鈴 18"55 石川百合子

＋0.1 大津 東近江 守山 長浜 大津 守山 甲賀

3000m 29歳以下 11'24"68 深沢　すず 11'31"38 角田菜々花 11'32"37 柳川　理子 13'08"57 大西梨里加

東近江 大津 甲賀 守山

3000m 30歳以上 11'08"81 伊神佐登美 11'36"56 大西　智子 11'44"62 田中さおり 11'45"27 中江　保子 12'02"01 川邊　理恵 13'56"16  位田　瞳 15'55"91 辰巳ゆかり

大津 甲賀 蒲生 近江八幡 湖南 東近江 東近江

4x100mR 51"14 谷垣　明梨 53"43 岡村　明莉 53"96 渋谷　柚衣 54"94 和辻　澪 56"29 西村　美穂 57"12 伊藤　紋

居川菜都美 湯上華奈子 渋谷　美有 澤田　華慧 片山　智章 茂森　紗希

鮫澤　知美 西澤　志穂 谷澤　佳奈 及川　安希 田中　陽菜 茂森恵倫子

北澤　沙耶  林　咲穂 松岡　可純 種子田　いずみ 伊吹　美奈 秋本　香織

大津 甲賀 彦根 東近江 守山 長浜

走高跳 1m40 田井中優花 1m35 伊吹　美奈 1m30 植木彩央理

東近江 守山 東近江

走幅跳  5m21(+0.4) 岡村　明莉  5m15(+1.3) 渋谷　美有  5m08(+0.8) 足立　舞美   4m53(+1.2) 田井中彩咲  4m46(+0.0) 大西　沙香  4m43(+1.1) 居川菜都美  4m31(+0.3) 田中　陽菜  4m28(+0.8) 石原　幸
甲賀 彦根 大津 東近江 東近江 大津 守山 長浜

砲丸投 29歳以下 11m43 中川  さよ  9m78 古澤　実紗  8m32 桝田　有羽  8m30 澤田　華慧

守山 東近江 守山 東近江

砲丸投 30歳以上  8m47 井上　恵吏  8m23 桑島真由美  8m19 山城智恵子  7m55 富樫  民江  7m32 築山　弘実  7m10 野田久美江  7m01 横田栄美子  6m69 合田　理恵

東近江 甲賀 湖南 栗東 湖南 東近江 甲賀 大津

円盤投 35m33 西川かのん 31m94 古澤　実紗 28m72 桝田　有羽 27m80 井上　恵吏 22m46 築山　弘美 13m94 小林　愛
守山 東近江 守山 東近江 湖南 長浜

注：この大会は公認大会ではありません

天候 気温 湿度 風向 風速

晴 34.2℃ 56% 東北東 0.7m/s

浮　氣　 清　司

坂　  　一　郎

田　中　藤　雄

１２時現在

（８／５）

記録主任

総　　　務

審  判  長
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一般財団法人滋賀陸上競技協会


