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大会　第３０回大津市陸上競技大会兼県民体育大会一般の部選考会(19250703)
期日　2019年6月9日（日） 場所　大津市皇子山総合運動公園陸上競技場(252020)

競技種別 日付 種目
種
別 組 /風力

順
位 記　録 氏名(学年) 所　属

順
位 記　録 氏名(学年) 所　属

順
位 記　録 氏名(学年) 所　属

順
位 記　録 氏名(学年) 所　属

1 1.90 溝川　直嵩 / 龍谷大 2 1.85 松平　祐介 / 龍谷大 3 1.60 川波　龍征 /1 大津 4 1.45 上野　結大 /3 瀬田中
5 1.45 青山　輝征 /2 青山中

男共通 6/10 走幅跳 予 Aピット 1
6.24 /+2.8
公 6.23+1.9

小林　俊輝 /3 栗東西 2 5.20 /+1.1 田中　昂大 /3 比叡山 3
5.05 /+2.2
公 4.79+0.5

堀川琥有雅 /3 打出 4 4.88 /+1.0 児玉　莉大 /3 皇子山

5
4.84 /+2.3
公 4.73+0.2

上野　結大 /3 瀬田 6
4.55 /+2.5
公 4.03+0.1

田行　玄馬 /2 唐崎 7 4.49 /+0.4 中橋　知良 /1 南郷 8 4.46 /+1.6 松村　春輝 /1 瀬田

9
4.33 /+2.9
公 4.24+0.8

藤原　蒼空 /2 堅田 10 4.29 /+0.6 廣田　成海 /1 日吉 11
4.25 /+2.7
公 4.18+0.8

羽賀　匠海 /2 守山北 12 4.15 /+0.9 廣田　英輝 /1 粟津

13
4.11 /+2.5
公 4.10+1.2

永田　利玖 /2 比叡山 14 3.95 /+0.2 宮本　空來 /2 堅田 15 3.92 /+0.9 福田　陽仁 /1 瀬田 16 3.84 /+0.3 小山田悠樹 /1 瀬田

17 3.81 /+0.5 山元　教生 /1 青山 18 3.80 /+0.5 元藤　　秀 /1 日吉 19 3.68 /+2.2 長谷川琉偉 /1 瀬田 20 3.55 /+1.0 西岡翔太朗 /1 瀬田

21 3.54 /+1.1 田中　温貴 /1 瀬田 22 3.48 /+1.6 水流　諒晴 /2 青山 23
3.47 /+2.6
公 3.15+0.6

辻谷　康太 /1 瀬田 24 3.44 /+0.4 吉本　　祐貴 /1 瀬田

25 3.21 /+0.6 山崎　陽天 /1 瀬田 26 3.20 /+0.0 山本　響大 /1 青山 27
2.87 /+3.9
公 2.86+1.2

鈴木　隼人 /1 瀬田 28 2.87 /+1.3 古川　祈空 /1 青山

29 2.62 /+0.7 木村阿沙輝 /1 瀬田 30 2.40 /+0.8 横江　大慎 /1 瀬田

男共通 6/10 走幅跳 予 Bピット 1 6.85 /+1.5 林　　由樹 / 龍谷大 2 6.65 /+1.3 河原　秀弥 /3 比叡山 3 6.46 /+1.0 堀ノ内瞬也 / 龍谷大 4 6.42 /+0.3 中野　七海 / 龍谷大

5 6.25 /+0.6 岩﨑　　陽 /1 膳所 6 6.15 /+2.0 渡辺　駿平 / 龍谷大 7 6.08 /+0.4 安在　森祐 / 龍谷大 8 6.07 /+0.3 櫻木　啓斗 /3 石山

9 5.81 /+3.1 濵口　航希 /1 大津商 10 5.79 /+2.9 水野　裕仁 /3 石山 11 5.71 /+2.6 濱田　浩希 /2 大津商 12 5.70 /+1.1 高見　　豊 /
滋賀マス
ターズ

13 5.69 /+0.9 石井　裕太 /1 膳所 14 5.38 /+1.7 野口　廉貴 /2 大津商 15 5.38 /+0.6 森田　慎一 /1 大津商 16 5.36 /+1.6 東江　峻弥 /2 大津商

17 4.91 /+2.9 金井　瑞輝 / 瀬田工 18 4.88 /+1.7 泉　　太智 /1 膳所 19 4.82 /+2.7 高橋　七海 /1 大津商 20
4.72 /+2.2
公 4.41+1.8

岩本　直哉 /1 大津商

21
4.62 /+2.2
公 4.45+0.1

成田　光輝 /1 北大津

男一般 6/10 砲丸投7.26kg 予 1 1 9.11 長谷部慎吾 滋賀マスターズ

1 10.97 根来　麟汰 /3 北大津 2 9.67 神田　隆希 /3 大津商 3 9.48 武田　佑季 /2 大津商 4 8.70 川瀬　朋希 /1 膳所
5 8.61 森田　迅平 /2 瀬田工 6 7.28 西田　啓吾 /1 比叡山

男高校 6/10 円盤投1.75kg 1 29.53 神田　隆希 /3 大津商 2 23.79 大野　史滉 /1 石山 3 23.77 山内　輔峻 /2 東大津 4 22.65 小田　大翔 /1 大津
5 22.41 田中　大也 /1 大津商 6 20.7 阪本　利恩 /2 大津商 7 16.49 川瀬　朋希 /1 膳所

男一般 円盤 1 30.51 長谷部慎吾 / 滋賀マスターズ

1 56.70 嶋本　凱斗 /3 東大津 2 52.02 山田　隼人 /2 大津商 3 47.12 西岡　大輝 /3 大津商 4 46.80 古田　七海 /3 東大津
5 42.60 西沢　拓也 /3 北大津 6 40.46 岡部　月翔 /2 大津商 7 38.13 川井　貴斗 /2 大津商 8 34.90 西岡　将汰 /1 東大津
9 33.42 田中　大也 /1 大津商 10 27.92 前出　大空 /1 東大津 11 27.84 阪本　利恩 /2 大津商 12 27.03 岩本　直哉 /1 大津商

1 4.07 /+1.7 園田　涼太郎 /6
びわこＲ
ＵＮＮＥ

2 3.88 /+0.4 矢野　悠真 /6
Tランナー

ズ
3 3.74 /+0.5 西川　英心 /6 らんクラブ 4 3.73 /+0.7 猪飼 逞光 /5

速野小学
校

5 3.67 /+0.6 渡邊　　平 /4
びわこＲ
ＵＮＮＥ

6 3.62 /+0.2 國松　滉 /4
ウィンド
ラン陸上

7 3.62 /+0.6 大野　友輔 /5
びわこＲＵ
ＮＮＥＲＳ

8 3.61 /+0.1 酒井　照久 /6
ウィンド
ラン陸上

9
3.42 /+2.6
公 3.26+1.5

中野　栄太郎 /5
びわこＲ
ＵＮＮＥ

10 3.26 /+0.7 秋森　隼河 /5
Tランナー

ズ
11 3.19 /+1.0 澤田　凌空 /5 Tランナーズ 12 3.16 /+0.1 青木　煌桜 /4

ウィンド
ラン陸上

13 3.12 /+0.1 梶本　樹生 /4
びわこＲ
ＵＮＮＥ

14 3.08 /+0.3 池田　悠飛 /5
びわこＲ
ＵＮＮＥ

15 3.04 /+0.5 並川　伊織 /6 Tランナーズ 16 3.02 /+1.6 後藤　柚輝 /4
びわこＲ
ＵＮＮＥ

17 3.00 /+2.1 吉岡　輝一 /4
Tランナー

ズ
18 2.98 /+2.9 田口　淳志 /5

ウィンド
ラン陸上

19 2.92 /+0.9 鷲田　将徳 /5 Tランナーズ 20 2.77 /+1.4 大竹野　旬助 /4
Tランナー

ズ

21 2.74 /+0.7 布施　陽向 /4
びわこＲ
ＵＮＮＥ

22 2.52 /+0.8 藤田　勘太 /6
Tランナー

ズ
23 2.33 /+0.8 藤田　煌大 /4

びわこＲＵ
ＮＮＥＲＳ

全記録

1走高跳 予6/10男共通

フィールド競技

予 1

男高校 6/10 砲丸投6kg 予 1

男共通 6/10 やり投800g 予 1

男小学 6/10 走幅跳 予 １
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1 6.33 荒川　獅門 /3 立命館守山

1 24.37 木村　輝星 /3 北大路 2 18.31 中川　雅庸 /3 立命館守山

1 1.60 喜多見桜姫 /1 大津商 2 1.40 中川　風香 /3 東大津 2 1.40 河合飛世子 /2 石山 4 1.40 小林　真子 /2 大津
5 1.40 森　菜乃香 /1 膳所 6 1.40 飯田実歩乃 /3立命館守山中7 1.25 水谷　栞里 /3 瀬田中 8 1.25 小倉　茜衣 /1 膳所

女共通 6/10 走幅跳 予 Aピット 1 4.61 /+1.1 吉山　結花 /3 粟津 2 4.43 /+1.0 西村　百夏 /1 明富中 3 4.27 /+1.3 横野　佑衣 /3 日吉 4
4.20 /+2.9
公 4.19+1.0

北島　三裕 /3 瀬田北

5
4.20 /+3.0
公 3.83+1.6

伊藤さつき /1 瀬田北 6
4.15 /+4.0
公 3.81+1.3

日髙　彩加 /3 打出 7 4.12 /+2.3 田中　琴葉 /2 堅田 8 4.04 /+1.0 椿原　菜那 /3 志賀

9 4.01 /+3.9 坂井　釉埜 /1 日吉 10
3.94 /+4.4
公 3.38+2.0

伊藤　　凜 /2 日吉 11 3.94 /+3.3 吉良　心美 /2 打出 12
3.90 /+3.7
公 3.62+0.7

伊藤　杏華 /3 唐崎

13
3.82 /+2.6
公 3.70+1.7

高安　美風 /3 北大路 14 3.81 /+2.7 水口　奈美 /1 日吉 15 3.79 /+1.0 二木　晴菜 /3 皇子山 16 3.77 /+3.2 森田こころ /3 北大路

17 3.76 /+1.9 白﨑　千尋 /2 真野 18 3.68 /+0.6 友田　一花 /1 日吉 19 3.68 /+2.5 中尾　優里 /2 唐崎 20
3.67 /+2.4
公 3.42+1.0

木村　真白 /3 打出

21
3.53 /+2.5
公 3.44+1.2

山元　星奈 /3 唐崎 22
3.42 /+3.0
公 3.23+1.7

平岡　美峰 /2 打出 23
3.42 /+3.1
公 3.18+1.4

原　　碧唯 /1 青山 24 3.38 /+2.4 田邉　雪乃 /1 志賀

25 3.34 /+1.7 山本有莉奈 /2 青山 26 3.33 /+1.8 勝木　紀圭 /3 北大路 27
3.25 /+3.2
公 2.51+1.9

髙阪　虹子 /2 比叡山 28 3.24 /+0.7 荒木　砂衣 /3 粟津

29 3.24 /+2.5 大橋　由菜 /1 瀬田北 30 3.00 /+2.5 伊藤　應佳 /1 比叡山 31 2.81 /+2.9 中澤　美稀 /1 日吉

女共通 6/10 走幅跳 予 Bピット
1 5.04 /+3.0 高山　　恵 /2 大津商 2 4.66 /+2.8 布施はな乃 /2 大津商 3

4.62 /+2.9
公 4.53+1.8

石田真依花 /1 石山 4 4.58 /+2.2 茂森　巴月 /1 大津商

5 4.29 /+1.6 三谷　麻絢 /2 大津商 6 4.26 /+2.7 丸山　佳代 /
滋賀マス
ターズ

7 4.18 /+3.0 折井　茉瑚 /2 石山

1 6.50 佐々木ほのか /1 大津商
1 30.00 稲垣ほのか /3 比叡山 2 28.35 齋藤　萌那 /3 大津商 3 24.55 津田　桃果 /1 大津商 4 22.57 山元　光雪 /1 東大津

1 35.36 青木菜那子 /2 東大津 2 21.76 津田　桃果 /1 大津商 3 15.32 小南　　咲 /1 膳所

1 3.30 /+0.8 玉川　朋茄 /5
ウィンド
ラン陸上

2 3.21 /+1.1 西川　寧音 /6
らんクラ

ブ
3 3.20 /-0.0 杉本　知紗 /5

びわこＲＵ
ＮＮＥＲＳ

4 3.11 /+0.5 髙山　未優 /6
びわこＲ
ＵＮＮＥ

5 3.07 /+0.9 澤井　美詩 /5
びわこＲ
ＵＮＮＥ

6 3.05 /+1.2 山田　カリノ /6
びわこＲ
ＵＮＮＥ

7 2.99 /+0.2 松川　暖奈 /6
びわこＲＵ
ＮＮＥＲＳ

8 2.95 /+0.7 不破　結菜 /5
びわこＲ
ＵＮＮＥ

9 2.93 /+1.5 石倉　采果 /6
らんクラ

ブ
10 2.91 /+1.8 奥村　希美 /5

びわこＲ
ＵＮＮＥ

11 2.89 /+0.0 菱田　楓恋 /5
びわこＲＵ
ＮＮＥＲＳ

12 2.70 /+0.0 梅川　希來里 /4
びわこＲ
ＵＮＮＥ

13 2.68 /+0.4 川合　那奈 /5
びわこＲ
ＵＮＮＥ

14 2.61 /+1.2 渡邊　愛夢菜 /5
らんクラ

ブ
1 9.93 寒出　陽菜 /3 志賀 2 9.15 大塚　さき /3 打出 3 8.60 筒井　琴里 /3 粟津 4 8.21 里口　鈴菜 /3 瀬田北
5 8.01 大西　　凜 /3 瀬田北 6 7.79 平岡満里奈 /3 打出 7 7.19 樋口　実佳 /3 皇子山 8 7.17 福山　知佳 /2 瀬田
9 6.87 西村　美波 /2 志賀 10 6.50 山崎　左恵 /2 打出 11 6.48 白井　優里 /3 日吉 12 6.40 市川　　杏 /2 南郷
13 6.34 瀬戸ゆりあ /2 唐崎 14 5.86 上田菜々美 /2 打出 15 5.61 細川　瑛奈 /2 打出 16 5.37 山﨑　彩加 /2 立命館守山
17 4.87 髙木　愛花 /1 粟津
1 24.01 平井　羽菜 /3 仰木 2 19.84 池上　愛結 /3 青山 3 19.69 園田　みゆ /3 打出 4 8.05 上田菜々美 /2 打出
5 7.89 谷　和佳奈 /1 瀬田 6 6.78 津田里緒奈 /1 瀬田

女共通 6/10 やり投600g 予 1

男中学 6/10 砲丸投5kg 予 1

男中学 6/10 円盤投1.5kg 予 1

女共通 6/10 走高跳 予 1

女共通 6/10 砲丸投 予 1
女共通 6/10 円盤投1.75kg 予 1

女小学 6/10 走幅跳 予 1

女中学 6/10 砲丸投2.72kg 予 1

女中学 6/10 円盤投1.0kg 予 1


