
２０１９年度(令和元年)栄章一覧 令和2年４月７日(火)変更

功労章
栄章名 名前 所属
地域役員功労章 奥村正則 大津市陸上競技協会
地域役員功労章 島孝志 栗東市陸上競技協会
地域役員功労章 柚口浩幸 甲賀市陸上競技協会
審判役員功労章 宇治橋智美 高体連指導者クラブ
審判役員功労章 高田毅 中体連指導者クラブ

優秀競技者章
栄章名 名前 所属
特別章 河内　光起 近畿大
最優秀競技者章 木村玲奈 近江高
各部門章－短距離 河内　光起 近畿大
各部門章－長距離 菊田　陽世 草津東高
各部門章－跳躍 瀬古　優斗 中京大
各部門章－投擲 佐伯　珠実 チャンピオン
各部門章－混成 河原　秀弥 比叡山高

全国大会入賞者 河内　光起 近畿大 日本選手権 男　４００ｍ 4 ４６”２６
全国大会入賞者 瀬古　優斗 中京大 日本選手権 男　走高跳 5 ２ｍ２０
全国大会入賞者 奥村　匡由 奥村造園 日本選手権 男　ﾊﾝﾏｰ投 5 ６２ｍ０４
全国大会入賞者 壹岐あいこ 立命館大 日本選手権 女　２００ｍ 6 ２４”４９(-0.4)
全国大会入賞者 佐伯　珠実 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 日本選手権 女　ﾊﾝﾏｰ投 3 ６０ｍ８７
全国大会入賞者 菊田　陽世 草津東高 全国高校選手権 女　５０００ｍＷ 2 ２3’07”11
全国大会入賞者 木村　玲奈 近江高 全国高校選手権 女 やり投 1 ５２ｍ８４
全国大会入賞者 伊藤　大翔 LAKES大津 全国小学生陸上 男　ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞA 6 ２２９７点
全国大会入賞者 市立守山中 全日本中学選手権 女4×１００ｍR 8 ４８”９２

　①河内七菜
　②内山菜乃葉
　③前田光希
　④西田有里

全国大会入賞者 河原　秀弥 比叡山高 全国高校選抜 男　五種競技 8 ３４０６点
全国大会入賞者 塩屋　　陸 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 日本学生対校 男　１００００ｍW 8 ４１’２４”９７
全国大会入賞者 杉本　　仁 中京大 日本学生対校 男　砲丸投 6 １５ｍ７１
全国大会入賞者 東　　直輝 大阪教育大 日本学生対校 男　円盤投 3 ４９ｍ４６
全国大会入賞者 壹岐いちこ 立命館大 日本学生対校 女　１００ｍ 7 １２”００(-0.7)
全国大会入賞者 吉田　紗弓 立命館大 日本学生対校 女　２００ｍ 8 ２４”96(-1.6)
全国大会入賞者 姫野万里乃 園田学園女子大 日本学生対校 女　４００ｍ 6 ５６”０８
全国大会入賞者 河原田　萌 京都教育大 日本学生対校 女　８００ｍ 8 ２’１３”２７
全国大会入賞者 南部　珠璃 中京大 日本学生対校 女　棒高跳 3 ３ｍ９０
全国大会入賞者 梅津　彩華 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 日本学生対校 女　三段跳 8 １２ｍ３９(+1.8)
全国大会入賞者 奥村　匡由 奥村造園 全日本実業団対抗 男　ﾊﾝﾏｰ投 6 ６2ｍ４８
全国大会入賞者 清水　麻衣 滋賀陸協 全日本実業団対抗 女　円盤投 5 ４４ｍ９５
全国大会入賞者 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 1 ６４ｍ４４
全国大会入賞者 齋藤　惠斗 甲西高 国民体育大会 少男共　８００ｍ 6 １’５１”６４
全国大会入賞者 瀬古　優斗 中京大 国民体育大会 成男　走高跳 3 ２ｍ１６
全国大会入賞者 木村玲奈 近江高 国民体育大会 少女共　やり投 5 ４８ｍ１８
全国大会入賞者 間渕　秀康 松原中 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ A男　２００ｍ 8 ２３”００（+1.4）
全国大会入賞者 山田　怜央 米原高 U18日本選手権 男　300ｍ 7 ３５”２８
全国大会入賞者 西村　晟太朗 彦根翔西館高 U18日本選手権 男　300ｍH 7 ３８”３９
全国大会入賞者 島田　歩果 彦根翔西館高 U18日本選手権 女　三段跳 2 １２ｍ１４(+0.2)
全国大会入賞者 伊藤　大和　 同志社大 U20日本選手権 男　100ｍ 7 １０”６６(-0.6)
全国大会入賞者 壹岐あいこ 立命館大 U20日本選手権 女　２００ｍ 3 2４”５０(+0.86)



２０１９年度(令和元年)栄章一覧 令和2年４月７日(火)変更

全国大会入賞者 木村　玲奈 近江高 U20日本選手権 女　やり投 4 ５1ｍ１６

国際大会出場者 河内　光起 近畿大 ｱｼﾞｱｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ４００ｍ　 2 ４６”２３
国際大会出場者 河内　光起 近畿大 ｱｼﾞｱｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ４００ｍ　 2 ４６”７８
国際大会出場者 河内　光起 近畿大 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ ４００ｍ　 6 ４６”６２
国際大会出場者 河内　光起 近畿大 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ ４×４００ｍR 4 ３’０４”３４

　滋賀県新記録
栄章名 名前 所属 記録
記録章 大島　実 岐阜協立大 男　８００m　１’４９”７５

記録章 柳原　隼 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　５０００mW　２０’０９”４８
記録章 杉本　　仁 中京大 男　砲丸投　１６ｍ０１ 6
記録章 梅津　彩華 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 女　三段跳　１２ｍ７３　(+1.4)

記録章 佐伯　珠実 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 女　ﾊﾝﾏｰ投　　　６４ｍ４４

記録章 中村　風馬 帝京大 男　１０ｋｍ　　２９’３９”

記録章 高畑　祐樹 立命館大 男　２０ｋｍ　　５９’４５”

記録章 塩屋　　陸 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 男　１０ｋmW　４０’３９”
記録章 棚池穂乃香 京都産業大 女　３０ｋm　１′４６’５７”

記録章 遠藤　泰司 立命館大 男　６０ｍ　６”７９　(室内)

記録章 びわこ成蹊スポーツ大チーム 男　４×１００ｍR   ３９”９９

　①荒木貴弘 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大

　②吉岡寛暁 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大

　③岡田真拓 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大

　④高知真吾 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大
記録章 立命館大チーム 女　４×１００ｍR   ４６”３１

　①南　千尋 立命館大

　②吉田紗弓 立命館大
　③壹岐あいこ 立命館大

　④壹岐いちこ 立命館大

他団体が贈与する栄章
栄章名 名前 所属
秩父宮章 奥村展三 滋賀陸上競技協会
高校優秀指導者章 廣瀬正和 伊吹高校
中学校優秀指導者章 億田明彦 米原中
高校生優秀競技者章     木村玲奈 近江高
中学生優秀競技者章 間渕　秀康 松原中
安藤百福賞 掛谷亨 守山アスリートクラブ
春日章 堀江広明 柏原中
春日章 三村誠一 大津商業高




