
功労章
栄章名

本部役員功労章 三村誠一 滋賀陸上競技協会
本部役員功労章 河地　誠 滋賀陸上競技協会
地域役員功労章 辻　聡 甲賀市陸上競技協会
地域役員功労章 三木秀雄 野洲市陸上競技協会
地域役員功労章 西湖啓子 近江八幡市陸上競技協会
地域役員功労章 中川順博 長浜市陸上競技協会
審判役員功労章 中川利宏 浅井陸上クラブ
審判役員功労章 藤田泰樹 滋賀マスターズＡＣ

他団体が贈与する栄章
栄章名

秩父宮章 小澤信一 草津東高校
高校優秀指導者章 三村誠一 大津商業高校
中学校優秀指導者章 堀江広明 柏原中学校
高校生優秀競技者章 石田さつき 大津商業高校
中学生優秀競技者章 森谷心美 立命館守山中学校
安藤百福章 多賀輝美 浅井陸上クラブ
春日章 梅津正文 県教育委員会
春日章 中野一郎 双葉中学校

優秀競技者章
栄章名

最優秀競技者章 山本亜美 立命館大学
各部門章-短距離 山本亜美 立命館大学
各部門章-長距離 石田さつき 大津商業高校
各部門章-跳躍 瀬古優斗 滋賀レイクスターズ
各部門章-投擲 清水麻衣 アサイ

名前 所属

２０２１年度（令和３年度）栄章一覧

名前 所属

名前 所属



優秀競技者章（全国大会入賞）
名前 順位

瀬古優斗 滋賀レイクスターズ 日本選手権 男　走高跳 5 ２ｍ２４
全日本実業団対抗 男　走高跳 8 ２ｍ１０

飛川龍雅 東海大学 日本選手権 男　円盤投 8 ５２ｍ５１
全日本学生対校 男　円盤投 2 ５１ｍ９８

壹岐あいこ 立命館大学 日本選手権 女　１００ｍ 2 １１”６４
日本選手権 女　２００ｍ 4 ２３”７９
全日本学生対校 女　１００ｍ 2 １１”６７
全日本学生対校 女　２００ｍ 2 ２３”８１

山本亜美 立命館大学 日本選手権 女　４００ｍH 1 ５７”３０
南部珠璃 中京大学 日本選手権 女　棒高跳 6 ４ｍ００

全日本学生対校 女　棒高跳 6 ３ｍ８０
清水麻衣 アサイ 日本選手権 女　円盤投 7 ４９ｍ０５

全日本実業団対抗 女　円盤投 2 ４９ｍ４６
森本錬 比叡山高校 日本選手権U20 男　４００m 3 ４７”７６
太田彪真 びわこ成蹊スポーツ大学日本選手権U20 男　１１０mH 8 １４”０８
西藤我空 びわこ成蹊スポーツ大学日本選手権U20 男　三段跳 8 １４ｍ５４
山田隼人 九州共立大学 日本選手権U20 男　やり投 3 ６６ｍ１８
福田海斗 日本大学 日本選手権U20 男　十種競技 3 ６４５１点
杉野樹里海 明治国際医療大学 日本選手権U20 女　ハンマー投 5 ５３ｍ２３
横山大空 比叡山高校 全国高校陸上 男　２００m 7 ２１”０１
吉岡暉人 滋賀学園高校 全国高校陸上 男　ハンマー投 8 ５８ｍ８４
出路仁斗 八幡高校 全国高校陸上 男　やり投 5 ６２ｍ４４
奥野由萌 彦根翔西館高校 全国高校陸上 女　１００m 6 １１”８５
石田さつき 大津商業高校 全国高校陸上 女　５０００ｍW 2 ２３’１２”９６

U18全国陸上 女　３０００ｍW 2 １３’４２”７５
青谷紗希 守山高校 全国高校陸上 女　５０００ｍW 8 ２３’４９”０４
森谷心美 立命館守山中学校 全日本中学生陸上 女　１５００ｍ 4 ４’２８”７１
林拓優 日本体育大学 全日本学生対校 男　１００ｍ 8 １０”６７
武村知浩 龍谷大学 全日本学生対校 男　１５００ｍ 6 ３’４６”８３
柳原隼 びわこ成蹊スポーツ大学全日本学生対校 男　１００００mW 5 ４１’２９”５７
安達茉鈴 園田学園女子大学 全日本学生対校 女　２００ｍ 7 ２４”５３
飛田凜香 立命館大学 全日本学生対校 女　１００００ｍ 2 ３２’５６”７１
薬師寺愛葉 草津JAC 6年女　１００ｍ 3 １３”０１
奥村匡由 奥村造園 全日本実業団対抗 男　ハンマー投 8 ６１ｍ１０
河原田萌 全日本実業団対抗 女　８００ｍ 8 ２’１１”６７
落合晃 今津中学校 U16全国陸上 男　１０００ｍ 4 ２’３２”１５
中林朋大 滋賀学園高校 U18全国陸上 男　ハンマー投 6 ５４ｍ６４
西田有里 草津東高校 U18全国陸上 女　８００ｍ 3 ２’１０”４７
前田光希 立命館守山高校 U18全国陸上 女　１１０mH 5 １３”６９

記録章

野瀬大輝 立命館大学 男　３００ｍ ３３”０９
居田優太 中央大学 男　３０００m ８’０４”１０
柳原　隼 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 男　５０００mW １９’５２”１７
比叡山高チーム 男　４×４００mR ３’１１”９１
　　森田匠・青西勇輝・横山大空・森本錬
瀬古優斗 滋賀レイクスターズ 男　走高跳 ２ｍ２７

男　走高跳　（室内） ２ｍ１８
壹岐あいこ 立命館大学 女　１００ｍ １１”５９ （-0.9）

女　２００ｍ ２３”７１ （+0.2）
山本亜美 立命館大学 女　３００ｍ ３８”８９

女　４００ｍH ５７”０４
宮田杏衣 草津東高校 女　３００ｍH ４４”２７
立命館守山高チーム 女　４×４００ｍR ３’４８”３２
　　中島咲弥花・前田光希・伊藤真優・片桐美波

名前 所属 種目 記録

所属 大会 種目 記録

全国小学生交流大会

鳥居本養護学校教員


