
日付日付日付日付 種目種目種目種目
7月9日 100m  10.53 (+0.1) 西村　顕志(3)  10.70 (+0.1) 石塚　春輝(4)  10.80 (+0.1) 遠藤　泰司(1)  10.83 (+0.1) 髙井　貴一(4)  10.91 (+0.1) 平田　雄大(4)  10.98 (+0.1) 清水　卓斗(2)  10.99 (+0.1) 小椋　直樹(3)  11.13 (+0.1) 中神　章博(1)

富山大・富山 大阪体育大・滋賀 立命館大・滋賀 京都産業大・岐阜 立命館大・滋賀 龍谷大・滋賀 立命館大・福岡 大阪体育大・滋賀
7月10日 200m  21.60 (+1.0) 石塚　春輝(4)  21.71 (+1.0) 向井　浩祐(3)  21.72 (+1.0) 岩本　浩和(4)  21.93 (+1.0) 前田　盛翔  22.01 (+1.0) 松村　翔(4)  22.02 (+1.0) 福永　大翔(1)  22.16 (+1.0) 宮口　龍二(2)

大阪体育大・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・徳島 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・京都 滋賀陸協・滋賀 岐阜経済大・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 近江高・滋賀
7月9日 400m  47.53 河内　光起(1)  49.01 前田　盛翔  49.69 辻中　成紀(2)  50.00 山中　悠人(3)  50.82 植田　裕介(3)  51.21 清水　卓斗(2)  51.55 井筒　功貴(3)

近畿大・滋賀 滋賀陸協・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 草津東高・滋賀 大阪産業大・滋賀 龍谷大・滋賀 大阪大・奈良
7月9日 800m  1:56.22 木村　司馬(4)  1:57.92 山川　敬大(3)  1:58.61 阿部　広樹(3)  1:58.97 中本　裕也(2)  1:59.40 前野　貴昭(3)  1:59.64 大島　実(2)  2:00.01 西村　勇人  2:01.68 宿利　隆司

立命館大・滋賀 滋賀県立大・滋賀 大阪体育大・滋賀 滋賀大・滋賀 大阪電気通信大・滋賀 大津商高・滋賀 滋賀陸協・滋賀 東レRC・滋賀
7月10日 1500m  3:54.37 川崎　新太郎(3)  3:55.43 千葉　直輝(3)  3:58.85 三上　純(4)  3:59.69 矢野　直幹(3)  4:01.27 寺田　圭佑(4)  4:01.42 福島　拓哉(3)  4:06.38 奥田　大貴(4)  4:07.09 岡久　広(4)

水口東高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 京都教育大・滋賀 比叡山高・滋賀 大阪体育大・滋賀 龍谷大・滋賀 龍谷大・京都 滋賀大・滋賀
7月9日 5000m  15:02.97 吉岡　遼人(3)  15:05.73 川崎　友輝  15:09.93 冨田　直樹(1)  15:14.44 中村　風馬(2)  15:15.94 片岡　大(2)  15:17.11 高畑　凌太(2)  15:19.21 杉本　大弥(2)  15:25.07 泉　海地(2)

草津東高・滋賀 滋賀陸協・滋賀 龍谷大・滋賀 草津東高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 草津東高・滋賀 比叡山高・滋賀 滋賀学園高・滋賀
7月10日 10000m  32:22.19 吉岡　遼人(3)  32:30.10 高畑　凌太(2)  32:40.23 下村　悟  32:40.70 泉　海地(2)  32:44.30 片岡　大(2)  32:53.27 金森　拳之介(3)  32:57.95 小西　竜矢(3)  33:11.32 中村　風馬(2)

草津東高・滋賀 草津東高・滋賀 ﾊﾟﾅﾎｰﾑ・滋賀 滋賀学園高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 草津東高・滋賀
7月9日 110mH  14.69 (-0.1) 山田　光治朗(4)  15.18 (-0.1) 鈴木　勝也(3)  15.24 (-0.1) 北原　考起(2)  15.39 (-0.1) 野村　賢也(3)  15.62 (-0.1) 奥村　拓弥(3)  15.88 (-0.1) 村田　蓮(2)  15.90 (-0.1) 山田　純也(3)

立命館大・滋賀 東大津高・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 龍谷大・滋賀 滋賀大・滋賀 明治国際医療大・滋賀 大津商高・滋賀
7月10日 400mH  52.40 押谷　真鈴(4)  52.87 道下　幸平(2)  53.98 高野　健(3)  55.67 鈴木　勝也(3)  56.88 小林　弘輝(2)  58.89 谷　慶悟(2)  58.94 奥本　力輝(2)  59.39 川﨑　皓斗(3)

福岡大・滋賀 龍谷大・京都 明治大・東京 東大津高・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 石山高・滋賀 瀬田工高・滋賀 京都大・京都
7月10日 3000mSC  9:29.72 楠木　太一(3)  9:50.94 杉本　大弥(2)  9:51.68 小林　和幸(3)  9:59.85 山口　晟司(2)  10:00.07 塩見　圭史(4)  10:01.52 田鍋　宏明(1)  10:06.70 福田　樹(3)  10:11.16 谷村　拓哉(2)

龍谷大・滋賀 比叡山高・滋賀 比叡山高・滋賀 滋賀県立大・滋賀 大阪大・大阪 立命館大・滋賀 高島高・滋賀 水口東高・滋賀
7月10日 5000mW  21:18.26 川田　敦斗(3)  21:41.96 牧谷　大樹(2)  21:43.55 尻無浜　悠作(2)  22:40.33 大楽　享平(2)  22:58.64 大東　優太(3)  23:16.68 山内　皓太(2)  23:22.24 中村　耀晶(3)  23:38.69 滝口　輝一(1)

滋賀学園高・滋賀 小松短大・滋賀 関西外国語大・滋賀 明治大・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 草津東高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 滋賀学園高・滋賀
7月9日 4x100mR  41.84 草津東高・滋賀  42.07 岐阜経済大・滋賀  42.11 高島高・滋賀  42.85 比叡山高・滋賀  43.00 龍谷大・滋賀  43.36 近江高・滋賀  43.49 大津商高・滋賀  43.59 石山高・滋賀

平田　剛(3) 髙田　裕貴(1) 石田　尚毅(3) 橋井　健人(3) 辻　祐喜(3) 押谷　健斗(2) 北村　健太朗(3) 木村　翔武(2)
山中　悠人(3) 上原　慎太(2) 岡田　真拓(2) 橋本　晃甫(3) 清水　卓斗(2) 中神　滉希(2) 岡本　智佳人(3) 谷　慶悟(2)
川瀬　陽日(2) 松村　翔(4) 中井　雄介(2) 成宮　壮(3) 佐々木　愼平(3) 橘　海(2) 髙橋　直希(3) 今井　滉(2)
梶原　凌也(3) 四津谷　孝紘(3) 古谷　一磨(3) 中村　菖希(2) 桜井　洸(1) 宮口　龍二(2) 山田　純也(3) 野﨑　佑一(3)

7月10日 4x400mR  3:15.36 近畿大・滋賀  3:19.88 比叡山高・滋賀  3:22.26 玉川高・滋賀  3:22.93 近江高・滋賀  3:23.66 石部高・滋賀  3:24.28 大津商高・滋賀  3:25.30 滋賀大・滋賀  3:26.11 彦根東高・滋賀
ＮGRＮGRＮGRＮGR 前田　直哉(4) 成宮　壮(3) 庭井　恭輔(3) 橘　海(2) 奥野　悠稀(2) 髙橋　直希(3) 東　将大(1) 山本　健太(2)

河内　光起(1) 中村　菖希(2) 森口　俊哉(3) 安藤　瞭(2) 中井　準登(2) 岡本　智佳人(3) 森本　凌(2) 後藤　竜之介(2)
秋田　圭登(4) 大橋　信之丞(2) 成瀨　諒紘(2) 角田　叶(2) 大川　雄大(2) 中川　雄太(2) 南　柊吾(3) 西田　琢実(2)
宮川　拓巳(2) 橋本　晃甫(3) 今川　直哉(2) 丸山　翔(1) 松村　峻吾(2) 大島　実(2) 前川　真寛(1) 平塚　天馬(2)

7月10日 走高跳  2.05 荻野　海翔(2)  1.97 寺沢　凌(3)  1.91 相川　竜輝(3)  1.91 野村　優太(2)  1.88 西澤　陸(3)  1.85 佐藤　龍一(2)  1.80 久常　温志(2)  1.80 中島　樹哉(2)
びわ学大・滋賀 大津商高・滋賀 東大津高・滋賀 彦根工高・滋賀 伊吹高・滋賀 大津商高・滋賀 大阪桐蔭高・大阪

7月9日 棒高跳  4.70 石川　貴規  4.60 福永　凌太(3)  4.60 板東　歓揮(4)  4.50 川久保　友博(3)  4.40 辻　祐喜(3)  4.30 吉川　寿希(3)  4.10 岩内　陽太郎(1)  3.90 西谷　元希(2)
米原AC・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 北稜高・京都 龍谷大・滋賀 近江高・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・大阪 水口高・滋賀

7月9日 走幅跳  7.81 (0.0) 山川　夏輝(3)  7.39 (-0.4) 池内　翔太(2)  7.23 (+0.3) 中谷　豪汰(2)  6.83 (0.0) 鶴口　篤寛  6.74 (0.0) 山田　健太郎(5)  6.74 (+0.7) 成宮　壮(3)  6.73 (+0.5) 松井　湊(3)  6.53 (+0.3) 前田　博斗(3)
ＮGRＮGRＮGRＮGR 日本大・東京 日本大・滋賀 大阪大・滋賀 滋賀陸協・滋賀 京都大・石川 比叡山高・滋賀 高島高・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀

7月10日 三段跳  15.91 (+1.2) 藤林　献明  15.22 (+0.9) 中谷　豪汰(2)  15.04 (+1.1) 松田　晋治  14.44 (+0.6) 南　柊吾(3)  14.29 (+0.5) 河野　弘尭  w14.24 (+2.3) 青山　吉彦(4)  14.07 (0.0) 髙堂　祐樹  13.99 (+0.5) 藤原　祥人(2)
ＮGRＮGRＮGRＮGR びわこ成蹊ＡＣ・滋賀 大阪大・滋賀 Gloria-AC・京都 滋賀大・滋賀 NRC・奈良 明治国際医療大・石川 米原AC・滋賀 石山高・滋賀

7月9日 砲丸投  13.80 杉本　仁(1)  13.65 渡部　卓広(3)  13.56 今泉　仁  13.35 湯上　善之  13.05 中村　佑晟(3)  12.78 川尻　涼介(3)  11.80 八木　佐太治(1)  11.27 岡西　巧光(2)
中京大・滋賀 岐阜経済大・滋賀 ﾘｭｳｺｸｸ・滋賀 長浜AC・滋賀 滋賀学園高・滋賀 中京大・滋賀 大阪体育大・滋賀 大阪桐蔭高・大阪

7月10日 円盤投  54.80 湯上　剛輝  47.97 川尻　涼介(3)  42.02 小西　優輝(2)  32.07 杉本　仁(1)  30.62 根来　虎亜(3)  29.81 嶋岡　慧太(3)  19.46 髙岡　冬真(2)
ＮGRＮGRＮGRＮGR トヨタ自動車株式会社・愛知 中京大・滋賀 九州共立大・滋賀 中京大・滋賀 北大津高・滋賀 滋賀県立大・滋賀 八幡工高・滋賀

7月9日 ﾊﾝﾏｰ投  63.37 奥村　匡由(4)  47.23 宝本　眞也(4)  42.40 福井　寿行(2)  39.37 浅野　智司(3)  35.45 山本　雄介(3)  29.37 神谷　一貴  28.74 嶋岡　慧太(3)  27.87 西脇　博之
ＮGRＮGRＮGRＮGR 流通経済大・滋賀 立命館大・滋賀 京都工芸繊維大・滋賀 京都大・滋賀 びわ学大・三重 滋賀県立大・滋賀 滋賀県立大・滋賀 滋賀陸協・滋賀

7月10日 やり投  64.55 神田　基樹(2)  63.09 泉田　英泰(2)  62.51 春日井　貴英(4)  62.24 岡田　大地(2)  61.94 平松　弘成(4)  58.79 西田　亮也(3)  57.43 神原　翼(3)  56.86 北田　幸久(2)
日本体育大・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 広島大・滋賀 明治国際医療大・滋賀 九州共立大・滋賀 名古屋大・滋賀 大津商高・滋賀 びわ学大・滋賀

7/9～7/10 十種競技  6776 城野　有希  6115 黒田　貴稔(3)  5929 泉井　佑介  5563 山田　真一  5188 五十嵐　隆皓(2)  5188 今別府　蛍水(2)  5047 津田　右近(1)  5022 坂口　拓哉(3)
国際武道大・千葉 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・滋賀 T-spot・奈良 紫郊クラブ・大阪 京都大・群馬 水口高・滋賀 びわこｽﾎﾟｰﾂ大・京都 京都教育大・滋賀

100m  10.88 (+1.6)  11.01 (+1.6)  11.54 (+1.6)  11.68 (+1.6)  11.94 (+1.6)  12.12 (+1.6)  11.95 (+1.1)  11.77 (+1.1)
走幅跳  6.99 (+1.2)  6.75 (0.0)  6.72 (+1.3)  5.95 (+0.7)  6.07 (+1.1)  5.75 (+1.7)  6.33 (+0.3)  5.73 (+1.1)
砲丸投  10.34  9.91  8.30  9.90  7.88  9.06  9.03  8.70
走高跳  1.81  1.87  1.96  1.57  1.75  1.78  1.51  1.60
400m  49.89  49.15  53.25  53.89  54.69  55.03  54.10  53.35

110mH  15.49 (+0.8)  15.77 (+0.8)  15.61 (+0.8)  17.37 (+0.8)  16.62 (+0.8)  17.45 (+0.8)  18.23 (+0.8)  17.32 (+0.8)
円盤投  31.60 NM  25.63  27.93  21.68  23.59  19.40  25.11
棒高跳  4.20  3.80  3.60  4.00  2.80  3.20  2.60  3.50
やり投  53.71  44.68  38.63  42.61  36.94  43.75  50.44  27.17
1500m  5:08.72  4:44.83  5:05.50  4:53.13  4:38.20  4:58.40  4:45.44  5:00.80

7月9日 ﾊﾝﾏｰ投  48.76 高杉　航平(3)  48.46 二宮　雄斗(3)  38.66 安積　大(2)  36.71 土居　玲也(2)
東大津高・滋賀 東大津高・滋賀 東大津高・滋賀 滋賀学園高・滋賀

7月9日 100m  11.36 (-0.4) 澤　大地(1)  11.50 (-0.4) 中村　恭輔(1)  11.55 (-0.4) 石塚　友貴(1)  11.71 (-0.4) 丸山　翔(1)  11.73 (-0.4) 岡　貫大(1)  11.74 (-0.4) 白井　宗一郎(1)  11.89 (-0.4) 清水　亮汰(1)  11.93 (-0.4) 小山　悠太(1)
草津東高・滋賀 近江高・滋賀 近江高・滋賀 比叡山高・滋賀 比叡山高・滋賀 近江高・滋賀 近江高・滋賀

7月9日 3000m  8:53.42 竹内　洸哉(1)  9:04.28 松田　爽汰(1)  9:08.97 岩田　直人(1)  9:10.00 平尾　壮太(1)  9:11.58 谷口　辰熙(1)  9:13.81 辻本　隆真(3)  9:15.73 西田　歩(3)  9:15.82 善田　修平(1)
比叡山高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 比叡山高・滋賀 老上中・滋賀 日吉中・滋賀 滋賀学園高・滋賀

7月9日 走幅跳  6.57 (0.0) 堀口　龍生(1)  6.25 (0.0) 白井　宗一郎(1)  6.16 (+0.8) 堀居　拓(1)  6.07 (+0.5) 川尻　優輝(1)  5.90 (-1.2) 木村　蒔月(3)  5.84 (0.0) 岩井　星澄(3)  5.64 (-0.2) 田井中　駿佑(3)  5.48 (-0.7) 辻　柊哉(1)
比叡山高・滋賀 草津東高・滋賀 松原中・滋賀 県立水口東中・滋賀 能登川中・滋賀

7月9日 砲丸投  14.76 中村　涼汰(1)  13.17 上野　天詩(1)  11.16 三田　淳也(1)  9.55 吉田　悠冶(1)  7.15 西田　友哉(1)
草津東高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 草津東高・滋賀 彦根工高・滋賀 大津商高・滋賀

7月10日 円盤投  44.88 飛川　龍雅(2)  42.79 東　直輝(2)  38.53 中村　佑晟(3)  37.32 中村　涼汰(1)  35.75 根来　虎亜(3)  34.36 関野　敬太(3)  29.42 西村　啓利(2)  28.31 橋本　然(2)
滋賀学園高・滋賀 河瀬高・滋賀 滋賀学園高・滋賀 草津東高・滋賀 北大津高・滋賀 大津商高・滋賀 水口東高・滋賀

大会新記録　　（   ）内は旧記録 ＮGR：大会新記録ＮGR：大会新記録ＮGR：大会新記録ＮGR：大会新記録 記録主任 浮　氣　清　司 （トラック）　　東　　芳　生
男子男子男子男子 ハンマー投ハンマー投ハンマー投ハンマー投 奥村　匡由（流通経済大・４） 63m37（60m32） 総　　　務 坂　一　郎 審判長 （スタート） 　安　福　　修

走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳 山川　夏輝（日本大・３） 7m81(7m44) （跳躍）　　　宮　本　孝　・　河　地　誠
円盤投円盤投円盤投円盤投 湯上　剛輝（豊田自動車） 54m80(50m93)

三段跳三段跳三段跳三段跳 藤林　献明（びわこ成蹊ＡＣ）15m91(15m55)

4×400mR4×400mR4×400mR4×400mR 近畿大

前田直哉(4)・河内光起(1)・秋田圭登(4)・宮川拓巳(2)    3'15"56(3'16"69)

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀

男子男子男子男子
7位7位7位7位 8位8位8位8位

大会名
第７５回滋賀県陸上競技選手権大会

兼　第７１回国民体育大会選手選考会 決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表 期日  2016年７月9日～7月10日2016年７月9日～7月10日2016年７月9日～7月10日2016年７月9日～7月10日 場所  大津市皇子山総合運動公園陸上競技場大津市皇子山総合運動公園陸上競技場大津市皇子山総合運動公園陸上競技場大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

4位4位4位4位 5位5位5位5位 6位6位6位6位

共通

1位1位1位1位

7月10日

2位2位2位2位 3位3位3位3位

7月9日

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀

少年共通

少年Ｂ

少年Ａ

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高・滋賀

一般財団法人滋賀陸上競技協会


