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滋賀陸上競技協会

2016/12/3 判明分

男 4x100mR
順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 41"22 高島高 石田　尚毅 岡田　真拓 中井　雄介 古谷　一磨 6月17日 近畿IH 神戸

2 41"59 草津東高 平田　剛 山中　悠人 川瀬　陽日 梶原　凌也 6月2日 春季高校総体 皇子山

3 41"91 近江高 中神　滉希 大崎　雄生 井口　七海 宮口　龍二 6月2日 春季高校総体 皇子山

4 41"98 立命館大 平田　雄大 勢力　奎 小椋　直樹 遠藤　泰司 5月3日 高校記録会 皇子山

5 42"07 岐阜経済大 髙田　裕貴 上原　慎太 松村　翔 四津谷　孝紘 7月9日 県選手権 皇子山

6 42"12 近江高 中神　滉希 中村　恭輔 井口　七海 宮口　龍二 9月16日 近畿ﾕｰｽ 西京極

7 42"13 膳所高 稲田　景太 古川　明世 米田　航大 向山　理一朗 9月16日 近畿ﾕｰｽ 西京極

8 42"20 膳所高 濱　圭吾 向山　理一朗 稲田　景太 藤井　大輔 10月28日 秋季高校総体 皇子山

9 42"26 膳所高 濱　圭吾 古川　明世 米田　航大 向山　理一朗 6月2日 春季高校総体 皇子山

10 42"34 近江高 中神　滉希 橘      海 井口　七海 宮口　龍二 8月18日 ﾕｰｽ選手権 彦根
選抜 41"61 滋賀選抜 向山　理一朗 橋本　浩志 石塚　春輝 小谷　優介 10月9日 国体 北上

男 4x400mR
順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 3'15"36 近畿大 前田　直哉 河内　光起 秋田　圭登 宮川　拓巳 7月10日 県選手権 皇子山

2 3'18"03 草津東高 川瀬　陽日 山中　悠人 四戸　慈朗 梶原　凌也 6月18日 近畿IH 神戸

3 3'19"09 高島高 中井　雄介 古谷　一磨 石田　尚毅 清水　浩記 6月4日 春季高校総体 皇子山

4 3'19"23 草津東高 中田　貴大 山中　悠人 冨田　孝志 梶原　凌也 6月4日 春季高校総体 皇子山

5 3'19"45 玉川高 庭井　恭輔 森口　俊哉 成瀨　諒紘 今川　直哉 6月18日 近畿IH 神戸

6 3'19"56 水口東高 椎　悠介 周防　大樹 中川　雄貴 福井　陳起 6月18日 近畿IH 神戸

7 3'19"88 比叡山高 成宮　壮 中村　菖希 大橋　信之丞 橋本　晃甫 7月10日 県選手権 皇子山

8 3'20"09 近江高 角田　叶 井口　七海 中溝　響介 安藤　瞭 8月19日 ﾕｰｽ選手権 彦根

9 3'20"12 近江高 角田　叶 宮口　龍二 井口　七海 安藤　瞭 9月17日 近畿ﾕｰｽ 西京極

10 3'20"75 膳所高 藤井　大輔 岩井　隆希 古川　明世 米田　航大 8月19日 ﾕｰｽ選手権 彦根

女 4x100mR
順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 47"54 石山高 水﨑　あかね 中治　早貴 西村　美穂 前田　瞳 6月17日 近畿IH 神戸

2 47"87 近江兄弟社高 友政　智美 下村　日向子 黄瀬　蒼 水谷　陽子 6月3日 春季高校総体 皇子山

3 48"42 近江兄弟社高 梅村　紗矢 下村　日向子 黄瀬　蒼 水谷　陽子 9月16日 近畿ﾕｰｽ 西京極

4 48"47 大津商高 藤谷　真里 羽賀　麗奈 橋本　綾菜 中山　里奈 7月22日 県体高校の部 皇子山

5 48"57 草津東高 筒江　朋香 小﨑　遥 田井中　里菜 能登　帆奈美 5月22日 陸協記録会 皇子山

6 48"62 草津東高 福元　優梨 小﨑　遥 田井中　里菜 能登　帆奈美 6月3日 春季高校総体 皇子山

7 48"63 草津東高 新海　杏実 森田　もえ 福元　優梨 小﨑　遥 7月22日 県体高校の部 皇子山

8 48"65 大津商高 藤谷　真里 羽賀　麗奈 橋本　綾菜 塚本　絢子 6月3日 春季高校総体 皇子山

9 48"70 近江兄弟社高 中村　華帆 下村　日向子 黄瀬　蒼 水谷　陽子 10月28日 秋季高校総体 皇子山

10 48"73 大津商高 藤谷　真里 羽賀　麗奈 橋本　綾菜 信太　弓茄 5月22日 陸協記録会 皇子山
選抜 46"51 滋賀選抜 橋本　彩菜 下村　日向子 山中　日菜美 壹岐　いちこ 10月9日 国体 北上
選抜 48"99 中学選抜 治武　杏祈 安達　茉鈴 林　沙優 続木　千尋 11月5日 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｪｽﾀ 布引

女 4x400mR
順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 3'52"95 大津商高 藤谷　真里 羽賀　麗奈 小西　真世 橋本　綾菜 6月4日 春季高校総体 皇子山

2 3'54"32 草津東高 堀内　真衣 小﨑　遥 近藤　日和 能登　帆奈美 6月4日 春季高校総体 皇子山

3 3'58"55 大津商高 藤谷　真里 橋本　綾菜 中山　里奈 羽賀　麗奈 4月24日 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 皇子山

4 3'58"61 草津東高 森田　もえ 新海　杏実 福元　優梨 塩尻　紗都 9月17日 近畿ﾕｰｽ 西京極

5 4'00"39 草津東高 森田　もえ 塩尻　紗都 武田　愛生 新海　杏実 8月19日 ﾕｰｽ選手権 彦根

6 4'00"71 草津東高 森田　もえ 新海　杏実 樋口　実奈 塩尻　紗都 10月29日 秋季高校総体 皇子山

7 4'00"87 草津東高 横井　結衣 塩尻　紗都 福元　優梨 小﨑　遥 11月3日 高校記録会 皇子山

8 4'02"46 草津東高 新海　杏実 福元　優梨 森田　もえ 小﨑　遥 7月10日 県選手権 皇子山

9 4'03"04 草津東高 横井　結衣 武田　愛生 新海　杏実 塩尻　紗都 8月18日 ﾕｰｽ選手権 彦根

10 4'03"12 高島高 篠原　菜々子 齊藤　彩佳 時任　美保子 提中　菜穂 6月4日 春季高校総体 皇子山

２０１６年 滋賀県１０傑(ﾘﾚｰ)


