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功労章
栄章名 名前 所属
地域役員功労章 中川　邦宏 守山市陸上競技協会
地域役員功労章 黒川　康司 甲賀市陸上競技協会
地域役員功労章 饗場　伸一 長浜市陸上競技協会
審判役員功労章 橋口　純孝 蒲生郡ＡＣ
審判役員功労章 吉原　聖博 滋賀マスターズＡＣ

団体が贈与する栄章
栄章名 名前 所属
高校優秀指導者章 八木佐千男 彦根翔西館高校
中学校優秀指導者章 吉田　亨史 野洲中
高校生優秀競技者章     片岡　龍也
中学生優秀競技者章 治武　杏析
安藤百福賞 北村　正昭
春日章 長谷川　真一郎
春日章 億田明彦

優秀競技者章
栄章名 名前 所属 主な功績
最優秀競技者章 園田世玲奈 中京大 全日本50kmW　優勝　日本記録
各部門章－短距離 澤　大地 草津東高 男子２００ｍ　県高校新記録　２０”９６
各部門章－長距離 棚池穂乃香 京都産業大 女子１００００ｍ　県新　３２’４１”６７
各部門章－跳躍 南部　珠璃 中京大 女棒高跳　国体３位　４ｍ００
各部門章－投擲 佐伯　珠実 チャンピオン 女ﾊﾝﾏｰ　県新記録６２ｍ４５　全日本実業団優勝

　滋賀県新記録
栄章名 名前 所属 記録
記録章 小澤直人 早稲田大 男　２０ｋｍ　 　１′００’２０

記録章 岡本航輝 草津東高 男　１０ｋｍW　　　　４１’２４

記録章 大楽　享平 明治大 男　２０ｋｍW　　１′２３’４１
記録章 園田世玲奈 中京大 女　５０ｋmW　４′２９’４５

記録章 塩屋　陸 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　１００００mW　４０’３１”３１

記録章 遠藤泰司 立命館大 男　走幅跳　７ｍ８４　(0.0)
記録章 奥村　匡由 流通経済大 男　ハンマー投げ　６７ｍ８４

記録章 黒田　貴稔 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　十種　６８６４点
記録章 棚池穂乃香 京都産業大 女　１００００m　３２’４１”６７

記録章 園田世玲奈 中京大 女　５０００mW　２２’４５”１４
記録章 園田世玲奈 中京大 女　１００００mW　４５’５３”９８

記録章 佐伯珠実 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 女　ﾊﾝﾏｰ投　　　６２ｍ４５
記録章 木村玲奈 近江高 女　やり投　　　　５３ｍ８４

記録章 近江高チーム  ①丸山翔 ②西田竜也 ③中村恭輔 ④河内颯太

記録章 ①丸山翔 近江高 男　４×１００ｍR   ４０”７７
記録章 ②西田竜也 近江高 男　４×１００ｍR   ４０”７７
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記録章 ③中村恭輔 近江高 男　４×１００ｍR   ４０”７７

記録章 ④河内颯太 近江高 男　４×１００ｍR   ４０”７７

記録章 びわこ成蹊スポーツ大チーム  ①古谷一磨 ②吉岡寛暁 ③門田光希 ④高知真吾

記録章 ①古谷一磨 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　４×１００ｍR   ４０”６６

記録章 ②吉岡寛暁 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　４×１００ｍR   ４０”６６

記録章 ③門田光希 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　４×１００ｍR   ４０”６６

記録章 ④高知真吾 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　４×１００ｍR   ４０”６６

記録章 草津東高チーム  ①山下真翔 ②河野匡紀 ③伊東良祐 ④澤大地

記録章 ①山下真翔 草津東高 男　４×４００ｍR   ３’１３”３４

記録章 ②河野匡紀 草津東高 男　４×４００ｍR   ３’１３”３４

記録章 ③伊東良祐 草津東高 男　４×４００ｍR   ３’１３”３４

記録章 ④澤大地 草津東高 男　４×４００ｍR   ３’１３”３４

記録章 近江兄弟社高チーム  ①杉江美香 ②下村日向子 ③黄瀬　蒼 ④林　沙優

記録章 ①杉江美香 近江兄弟社高 女　４×１００ｍR   ４６”６５

記録章 ②下村日向子 近江兄弟社高 女　４×１００ｍR   ４６”６５

記録章 ③黄瀬　蒼 近江兄弟社高 女　４×１００ｍR   ４６”６５
記録章 ④林　沙優 近江兄弟社高 女　４×１００ｍR   ４６”６５

記録章 国体滋賀選抜チーム  ①池松杏香 ②下村日向子 ③壹岐いちこ ④山中日菜美

記録章 ①池松杏香 石部高 国体滋賀選抜 女　４×１００ｍR   ４５”８０

記録章 ②下村日向子 近江兄弟社高 国体滋賀選抜 女　４×１００ｍR   ４５”８０

記録章 ③壹岐いちこ 立命館大 国体滋賀選抜 女　４×１００ｍR   ４５”８０
記録章 ④山中日菜美 立命館大 国体滋賀選抜 女　４×１００ｍR   ４５”８０

記録章 草津東高チーム  ①宮地絵莉菜 ②渡邉美空 ③山本瑞稀 ④新海杏実

記録章 ①宮地絵莉菜 草津東高 女 ４×１００ｍR   ３’５０”９９

記録章 ②渡邉美空 草津東高 女 ４×１００ｍR   ３’５０”９９
記録章 ③山本瑞稀 草津東高 女 ４×１００ｍR   ３’５０”９９

記録章 ④新海杏実 草津東高 女 ４×１００ｍR   ３’５０”９９
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優秀競技章-全国大会入賞者
優秀競技者章 東　直樹 大阪教育大 U20日本選手権 男円盤投(1.75K) 6 ５０ｍ３８
優秀競技者章 犬井　亮介 つくばﾂｲﾝﾋﾟｰｸｽ 国民体育大会 成男　　三段跳 7 １５ｍ９８(+2.3)
優秀競技者章 遠藤　泰司 立命館大 日本選手権 男　走幅跳 5 ７ｍ８４
優秀競技者章 遠藤　泰司 立命館大 日本学生対校 男　走幅跳 2 ７ｍ８４(+5.9)
優秀競技者章 奥村　匡由 流通経済大 日本選手権 男　ﾊﾝﾏｰ投 4 ６７ｍ７５
優秀競技者章 奥村　匡由 流通経済大 日本学生対校 男　ﾊﾝﾏｰ投 2 ６６ｍ１０
優秀競技者章 片岡　龍也 滋賀学園高 全国高校選手権 男　５０００ｍＷ 2 ２１’１２”８３
優秀競技者章 河内　光起 近畿大 日本学生対校 男　４００ｍ 3 ４５”９６
優秀競技者章 木村玲奈 近江高 国民体育大会 少女共　やり投 5 ４８ｍ０５
優秀競技者章 木村玲奈 近江高 U18日本選手権 女 やり投 3 ４９ｍ４１
優秀競技者章 佐伯　珠実 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 日本選手権 女　ﾊﾝﾏｰ投 3 ６２ｍ１５
優秀競技者章 佐伯　珠実 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 全日本実業団対抗 女　ﾊﾝﾏｰ投 2 ６２ｍ４５
優秀競技者章 澤　　大地 草津東高校 全国高校選手権 男　２００ｍ 6 ２１”４５(-1.6)
優秀競技者章 澤　　大地 草津東高校 国民体育大会 少男A　４００ｍ 5 ４８”１７
優秀競技者章 治武　杏析 城山中 全日本中学選手権 女　２００ｍ 3 ２５”１５(-1.0)
優秀競技者章 治武　杏析 城山中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女A　２００ｍ 3 ２５”１９(+1.0)
優秀競技者章 瀬古　優斗 中京大 日本学生対校 男　走高跳 5 ２ｍ１０
優秀競技者章 園田世玲奈 中京大 日本学生対校 女　１００００ｍＷ 2 ４７’４０”７８
優秀競技者章 園田世玲奈 中京大 国民体育大会 成女　５０００ｍW 6 ２２’４５”１４
優秀競技者章 棚池　穂乃香 京都産業大 世界大学ｸﾛｶﾝ 15 ３６’１８”８
優秀競技者章 溜池一太 野洲北中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男A　３０００ｍ 7 ８’３７”４６
優秀競技者章 飛川　龍雅 東海大 U20日本選手権 男円盤投(1.75K) 2 ５４ｍ２２
優秀競技者章 飛田　凛香 比叡山高 国民体育大会 少女A　３０００ｍ 8 ９’２１”３９
優秀競技者章 南部　珠璃 中京大 日本選手権 女　棒高跳 1 ４ｍ０９
優秀競技者章 南部　珠璃 中京大 日本学生対校 女　棒高跳 5 ３ｍ７０
優秀競技者章 南部　珠璃 中京大 国民体育大会 成女　棒高跳 3 ４ｍ００
優秀競技者章 山中　日菜美 立命館大 日本学生対校 女　１００ｍ 2 １１”８８(-2.1)
優秀競技者章 山中　日菜美 立命館大 日本学生対校 女　２００ｍ 3 ２４”６９(-3.1)
優秀競技者章 山中　日菜美 立命館大 国民体育大会 成女　　１００ｍ 4 １２ｍ２８(-2.8)
優秀競技者章 山本　雄大 滋賀学園高 U18日本選手権 男　ﾊﾝﾏｰ投　６ｋ 8 ５６ｍ２６
優秀競技者章 河原田　萌 京都教育大 日本学生対校 女　８００ｍ 8 ２’１６”９６
優秀競技者章 河内　光起 近畿大 国民体育大会 成男　　４００ｍ 1 ４６”４３
優秀競技者章 清水　麻衣 びわこ学院大 日本学生対校 女　円盤投 6 ４６ｍ１７
優秀競技者章 清水　麻衣 びわこ学院大 国民体育大会 成女　円盤投 5 ４７ｍ５５
優秀競技者章 壹岐いちこ 立命館大 日本学生対校 女　１００ｍ 5 １１”９７(-2.1)

優秀競技者章 長浜市陸上教室チーム①北川裕基②阿辻雅生③手﨑真志④松居慶眞
優秀競技者章 ①北川裕基 長浜市陸上教室 全国小学生陸上 4×１００ｍR 5 ５１”６５
優秀競技者章 ②阿辻雅生 長浜市陸上教室 全国小学生陸上 4×１００ｍR 5 ５１”６５
優秀競技者章 ③手﨑真志 長浜市陸上教室 全国小学生陸上 4×１００ｍR 5 ５１”６５
優秀競技者章 ④松居慶眞 長浜市陸上教室 全国小学生陸上 4×１００ｍR 5 ５１”６５


