
一般　9／9

    滋賀陸上競技協会

2018/12/31
２０１８年 滋賀県１０傑

男 4x100mR ◎；県新　　○；県高校新　

順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 ◎40"66 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 古谷　一磨 吉岡　寛暁 門田　光希 高知　真吾 10月16日 関西学生種目別 長居第二

2 ◎〇40"77 近江高 丸山　翔 西田　竜也 中村　恭輔 河内　颯太 8月2日 全国IH 伊勢

3 40"82 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 古谷　一磨 吉岡　寛暁 岡田　真拓 高知　真吾 10月18日 関西学生種目別 長居第二

4 41"12 草津東高 由田　拓海 髙田　翔真 山下　真翔 澤　大地 5月20日 滋賀県記録会 皇子山

5 41"16 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 福永　大翔 辻中　成紀 古谷　一磨 吉岡　寛暁 4月9日 京都学生 西京極

5 41"16 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 福永　大翔 吉岡　寛暁 高知　真吾 岡田　真拓 7月22日 成蹊大記録会 びわこﾌｨｰﾙﾄﾞ

7 41"22 龍谷大 武部　正樹 沼舘　凱星 前田　篤志 梶原　凌也 5月10日 関西学生 西京極

8 41"46 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 福永　大翔 辻中　成紀 高知　真吾 門田　光希 5月10日 関西学生 西京極

9 41"51 比叡山高 上村　駿介 筑波　翔太 白井宗一郎 岡　貫大 6月14日 近畿IH 皇子山

10 41"75 比叡山高 板垣　和真 寺崎　崇悦 森　大地 柴谷　優輝 9月15日 近畿ﾕｰｽ 鴻ノ池

選抜 40"74 国体選抜 須戸　遼 遠藤　泰司 中村　恭輔 西村　顕志 10月7日 国体 福井

男 4x400mR ◎；県新　　○；県高校新　

順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 ◎〇3'13"34 草津東高 山下　真翔 河野　匡紀 伊東　良祐 澤　大地 6月17日 近畿ＩＨ 皇子山

2 3'15"87 草津東高 山下　真翔 河野　匡紀 伊部　智哉 澤　大地 6月17日 近畿IH 皇子山

3 3'16"19 草津東高 山下　真翔 河野　匡紀 由田　拓海 澤　大地 8月5日 全国IH 伊勢

4 3'17"09 虎姫高 伊部　功記 阿部　和真 大橋　琉生 児玉　一樹 6月16日 近畿IH 皇子山

5 3'17"66 彦根翔西館高 山本　剛士 堀口　龍生 川橋　直輝 北尾　迅 6月16日 近畿IH 皇子山

6 3'17"77 草津東高 堀居　拓 河野　匡紀 山下　真翔 澤　大地 4月22日 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 皇子山

7 3'18"41 比叡山高 柴谷　優輝 則貞　秀 河原　秀弥 寺崎　崇悦 9月16日 近畿ﾕｰｽ 鴻ノ池

8 3'18"52 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 石毛　大輝 福永　大翔 芦田　英太 高知　真吾 9月2日 近畿選手権 西京極

9 3'19"15 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 石毛　大輝 芦田　英太 岡田　真拓 長澤　康平 7月8日 県選手権 皇子山

10 3'19"54 彦根翔西館高 山本　剛士 琴寄　晴仁 西村晟太朗 川橋　直輝 8月19日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

女 4x100mR ◎；県新　　○；県高校新

順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 ◎〇46"65 近江兄弟社高 杉江　美香 下村日向子 黄瀬　蒼 林　沙優 6月14日 近畿ＩＨ 皇子山

2 46"71 立命館大 山中日菜美 壹岐いちこ 吉田　紗弓 木本　彩葉 7月7日 県選手権 皇子山

3 47"83 草津東高 永田　蒼衣 塩尻　真結 山本　瑞稀 川村ひかる 8月11日 滋賀県記録会 皇子山

4 48"00 草津東高 渡邉　美空 森田　もえ 新海　杏実 川村ひかる 4月22日 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 皇子山

5 48"27 草津東高 塩尻　真結 八代　杏音 山本　瑞稀 川村ひかる 7月21日 県体高校の部 皇子山

6 48"36 草津東高 永田　蒼衣 塩尻　真結 宮地絵莉菜 川村ひかる 8月18日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

7 48"37 近江兄弟社高 西田　祐郁 下村日向子 黄瀬　蒼 林　沙優 4月7日 高校記録会 皇子山

8 48"49 草津東高 谷口　美輝 塩尻　真結 永田　蒼衣 川村ひかる 10月26日 秋季高校総体 布引

9 48"58 近江兄弟社高 秋田　実祐 林　沙優 西田　祐郁 杉江　美香 8月18日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

10 48"73 近江高 山本明日香 中村　早希 福井　陽香 川路　萌恵 7月21日 県体高校の部 皇子山

選抜 ◎45"80 国体選抜 池松　杏香 下村日向子 壹岐いちこ 山中日菜美 10月7日 国体 福井

選抜 48"18 ＪＯ滋賀選抜 河崎　愛美 奥野　由萌 岸本　冬羽 治武　杏祈 9月16日 中学記録会 布引

女 4x400mR ◎；県新　　○；県高校新

順位 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

1 ◎〇3'50"99 草津東高 宮地絵莉菜 渡邉　美空 山本　瑞稀 新海　杏実 6月2日 春季高校総体 皇子山

2 3'55"10 近江高 福井　陽香 中村　早希 牛澤　美織 川路　萌恵 6月17日 近畿IH 皇子山

3 3'55"70 膳所高 瀨山　結菜 永田　佑希乃 髙野　百花 佐藤　更彩 6月2日 春季高校総体 皇子山

4 3'55"78 大津商高 木下　奈々帆 信太　弓茄 上田　陽 我毛　真心 6月16日 近畿IH 皇子山

5 3'56"09 草津東高 宮地　絵莉菜 川村　ひかる 八代　杏音 塩尻　真結 9月15日 近畿ﾕｰｽ 鴻ノ池

6 3'56"72 草津東高 永田　蒼衣 八代　杏音 宮地　絵莉菜 川村　ひかる 8月19日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

7 3'58"08 草津東高 宮地　絵莉菜 塩尻　真結 山本　瑞稀 永田　蒼衣 10月27日 秋季高校総体 布引

8 4'00"40 近江高 山本　明日香 中村　早希 川路　萌恵 福井　陽香 7月22日 高校記録会 皇子山

9 4'01"83 草津東高 宮地　絵莉菜 塩尻　真結 小林　菜々 永田　蒼衣 10月26日 秋季高校総体 布引

10 4'02"45 膳所高 荒井　菜緒 永田　佑希乃 髙野　百花 佐藤　更彩 4月22日 ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 皇子山

U18 男 女 混合4X400mR
－ 記録 所属 一走 二走 三走 四走 競技日 大会名 場所

選抜 3'37"06 滋賀選抜 山下 真翔(M) 西村 純夏(W) 福井 陽香(W) 山田 怜央(M) 10月27日 U18男女混合4X400mR 福岡


