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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 40"98 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 荒木　貴弘 芦田　英太 岡田　真拓 高知　真吾 8月1日 県選手権 皇子山

2 41"02 比叡山高 森本　錬 横山　大空 森田　匠 辻田　幸輝 10月16日 全国高校リレー 日産

3 41"16 比叡山高 辻堂　悠斗 横山　大空 森田　匠 辻田　幸輝 9月18日 近畿ﾕｰｽ ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

4 41"54 比叡山高 辻堂　悠斗 横山　大空 森本　錬 辻田　幸輝 8月8日 高校記録会 皇子山

5 41"88 比叡山高 辻堂　悠斗 澤田　潤 森田　匠 辻田　幸輝 9月12日 高校記録会 皇子山

6 42"21 比叡山高 山本　慈喜 辻堂　悠斗 森田　匠 辻田　幸輝 7月11日 高校記録会 皇子山

7 42"26 草津東高 松波　育実 吉田　旬 谷　智也 今堀　峻輔 8月21日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

8 42"28 彦根翔西館高 丸山　拓洋 横山　颯翼 苗加　烈生 安井　聖真 8月21日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

9 42"31 比叡山高 古田　航大 横山　大空 森本　錬 飯野　友哉 7月11日 高校記録会 皇子山

10 42"34 彦根翔西館高 三木　謙 西村　晟太朗 安井　聖真 須戸　遼 8月1日 県選手権 皇子山

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 3'16"96 彦根翔西館高 福田　海斗 須戸　遼 安井　聖真 琴寄　晴仁 9月12日 高校記録会 皇子山

2 3'17"05 成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 石毛　大輝 芦田　英太 大谷　幹 北尾　迅 8月2日 県選手権 皇子山

3 3'17"07 比叡山高 森田　匠 横山　大空 青西　勇樹 森本　錬 8月22日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

4 3'17"13 草津東高 今堀　峻輔 森　大喜 谷　智也 竹　一虎 9月20日 近畿ﾕｰｽ ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

5 3'17"31 比叡山高 古田　航大 青西　勇樹 横山　大空 森本　錬 10月31日 秋季高校総体 皇子山

6 3'17"48 石部高 西藤　我空 平尾　山士 太田　彪真 壹岐　元太 9月12日 高校記録会 皇子山

7 3'17"96 比叡山高 古川　健輔 横山　大空 青西　勇樹 森本　錬 9月20日 近畿ﾕｰｽ ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

8 3'18"11 草津東高 今堀　峻輔 竹　一虎 伊部　智哉 森　大喜 9月12日 高校記録会 皇子山

9 3'18"24 石部高 内堀　尚斗 田中　颯 平尾　山士 壹岐　元太 8月22日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

10 3'18"83 彦根翔西館高 福田　海斗 須戸　遼 西村　晟太朗 琴寄　晴仁 8月8日 高校記録会 皇子山

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"31 立命館守山高 北橋　穂波 前田　光希 伊藤　真優 片桐　美波 9月18日 近畿ﾕｰｽ ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

2 48"03 草津東高 塩尻　真結 石田　知穂 辻　杏樹 中江　莉子 8月8日 高校記録会 皇子山

3 48"16 近江高 仁賀　結菜 芝　千紗希 山口　陽 治武　杏祈 8月21日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

4 48"22 草津東高 福谷　羽奏 石田　知穂 辻　杏樹 塩尻　真結 9月12日 高校記録会 皇子山

5 48"31 草津東高 福谷　羽奏 石田　知穂 辻　杏樹 中江　莉子 8月21日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

6 48"37 近江兄弟社高 甲斐　南乃美 大森　萌々子 河内　七菜 勝嶌　笑夢 8月21日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

7 48"38 草津東高 中嶋　華代 辻　杏樹 中江　莉子 石田　知穂 10月30日 秋季高校総体 皇子山

8 48"41 立命館守山高 北橋　穂波 前田　光希 伊藤　真優 中島　咲弥花 10月29日 秋季高校総体 皇子山

9 48"53 立命館守山高 中島　咲弥花 前田　光希 伊藤　真優 片桐　美波 9月12日 高校記録会 皇子山

10 49"01 近江高 山口　陽 治武　杏祈 北野上　愛莉 仁賀　結菜 8月1日 県選手権 皇子山

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 3'51"13 草津東高 中嶋　華代 辻　杏樹 石田　知穂 中江　莉子 10月31日 秋季高校総体 皇子山

2 3'52"10 草津東高 辻　杏樹 中江　莉子 塩尻　真結 石田　知穂 10月21日 全国高校リレー 日産

3 3'52"70 立命館守山高 中島　咲弥花 前田　光希 片桐　美波 伊藤　真優 10月22日 全国高校リレー 日産

4 3'55"55 立命館守山高 中島　咲弥花 前田　光希 北橋　穂波 伊藤　真優 10月31日 秋季高校総体 皇子山

5 4'01"44 近江高 仁賀　結菜 治武　杏祈 芝　千紗希 北川　莉菜 10月31日 秋季高校総体 皇子山

6 4'03"52 大津商高 木村　智乃 上田　陽 佐々木　美祐 柏山　穂ノ香 8月2日 県選手権 皇子山

7 4'03"61 立命館守山高 中島　咲弥花 片桐　美波 北橋　穂波 前田　光希 8月21日 ﾕｰｽ選手権 皇子山

8 4'03"69 大津商高 柏山　穂ノ香 山本　風音 木村　智乃 上田　陽 8月2日 県選手権 皇子山

9 4'04"43 草津東高 中嶋　華代 尾賀　心葉 石田　知穂 中江　莉子 10月30日 秋季高校総体 皇子山

10 4'04"53 近江高 芝　千紗希 北川　莉菜 田中　彩絵 治武　杏祈 8月22日 ﾕｰｽ選手権 皇子山
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