
大会名 決勝記録一覧表
種目

100m 11.04 遠藤　泰司(2) 11.18 合田　尚平(4) 11.36 武部　正樹(2) 11.51 内記　拓哉(0)
-4.1 立命館大 龍谷大 龍谷大 栗東AC
400m 53.03 東　将大(2)

滋賀大
800m 1.55.61 三上　純 2.03.52 吉田　大介

滋賀陸協 滋賀陸協
110mH 14.54 加藤　慶彦 15.64 野村　賢也(4) 15.70 内田　有祐(2)

-0.1 立命館AC 龍谷大 滋賀大
5000mW 21.56.06 中川　岳士(4) 22.05.95 尻無浜　悠作(3) 23.56.56 山本　唯登(2)

北海道大 関西外国語大 滋賀大
走高跳

走幅跳 6.15 宇野　進二
+5.1 日本精工

円盤投 36.43 中村　佑晟(1)
びわこ学院大

やり投 45.32 増田　晶大(1)
びわこ学院大

100m 11.04 向山　理一朗(3) 11.23 古川　明世(2) 11.30 岡田　真拓(3) 11.34 中井　準登(3) 11.37 土手　幸星(3) 11.41 澤　大地(2) 11.51 鳥元　翔太(3) 11.58 成瀨　諒紘(3)
-3.6 膳所高 膳所高 高島高 石部高 光泉高 草津東高 水口高 玉川高
400m 50.05 藤井　大輔(3) 50.63 角田　叶(3) 51.17 橘　海(3) 51.24 井口　七海(3) 51.34 後藤　竜之介(3) 51.77 石岡　政宗(3) 52.16 安藤　瞭(3) 53.03 和田　真輝(3)

膳所高 近江高 近江高 近江高 彦根東高 水口高 近江高 水口高
5000m 15.52.78 松田　爽汰(2) 15.58.06 竹山　晃平(3) 16.00.61 善田　修平(2) 16.09.56 岩田　直人(2) 16.13.95 中井　悠斗(2) 16.15.00 小西　晃矢(3) 16.16.33 西川　遥稀(3) 16.30.38 平尾　壮太(2)

滋賀学園高 滋賀学園高 滋賀学園高 滋賀学園高 滋賀学園高 滋賀学園高 滋賀学園高
400mH 55.17 川瀬　陽日(3) 56.64 河野　匡紀(2) 57.17 米田　航大(3) 58.00 谷　慶悟(3) 58.45 周防　大樹(3) 1.00.03 竹中　友都(3) 1.00.05 松本　大輝(2) 1.00.35 三品　諒太(2)

草津東高 草津東高 膳所高 石山高 水口東高 近江高 立命館守山高 近江高
棒高跳 4.00 北尾　迅(2) 3.90 中瀬　龍希(2) 3.90 西谷　元希(3)

水口高 水口高
走幅跳 6.68 上田　成杜(3) 6.66 堀口　龍生(2) 6.50 近藤　鳳斗(3) 6.39 濱　圭吾(3) 6.24 髙田　翔真(2) 6.17 堀居　拓(2) 6.07 三木　龍弥(2) 5.97 園田　純也(3)

+4.3 立命館守山高 +2.3 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高 +2.8 長浜・長浜北・（新校）長浜北高 +4.5 膳所高 +3.9 草津東高 +2.1 草津東高 +4.0 東大津高 +5.8 東大津高
ﾊﾝﾏｰ投 47.67 土居　玲也(3) 46.07 北川　椋太(2) 44.95 安積　大(3) 44.90 川西　隼司(2) 40.68 平尾　響(2) 39.04 曳成　佑斗(2) 38.61 市川　翔稀(3)

滋賀学園高 東大津高 河瀬高 大津商高 東大津高 玉川高
やり投 52.82 池松　利哉(3) 52.49 高橋　秀徳(3) 52.00 川瀬　雄大(2) 47.63 泉　拓真(2) 47.06 今別府　蛍水(3) 44.17 柴田　健太郎(2) 43.10 野間　勇毅(3) 42.22 太田　啓司(2)

国際情報高 彦根東高 東大津高 玉川高 水口高 草津東高 大津商高 玉川高
100m 11.94 河内　颯太(1) 12.10 山下　真翔(1) 12.10 上村　駿介(1) 12.13 則貞　秀(1) 12.19 柴谷　優輝(1) 12.21 長谷川　侑輝(1) 12.21 則貞　魁(1) 12.24 河原　秀弥(1)
-4.9 近江高 草津東高 比叡山高 比叡山高 比叡山高 石部高 石部高 比叡山高

3000m 9.14.54 安原　太陽(1) 9.18.82 居田　優太(1) 9.27.65 西田　歩(1) 9.28.97 韓　雄和(1) 9.30.00 中溝　大地(1) 9.43.25 菊地　正一朗(1) 9.49.43 北田　峻己(1) 10.00.91 西川　隼人(1)
滋賀学園高 草津東高 滋賀学園高 草津東高 水口東高 滋賀学園高 水口東高 滋賀学園高

走幅跳 6.17 松下　優羽(1) 5.97 岩井　星登(1) 5.90 木村　蒔月(1)
+6.4 石部高 +3.2 水口東高 +1.7 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

砲丸投 11.82 井上　夢大(1) 11.22 志智　南哉(1)
滋賀学園高 草津東高

800m 1.59.93 湊　優貴(2) 2.01.90 山本　龍平(2) 2.02.30 山岡　岳斗(3) 2.02.59 武居　翔(3) 2.03.92 辻川　侑馬(3) 2.09.23 前畑　奏吾(3) 2.12.03 宇都　洸輔(2) 2.12.76 西岡　祥(2)
守山高 大津商高 光泉高 草津東高 東大津高 光泉高 玉川高 膳所高

110mH 15.83 平塚　天馬(3) 17.14 花谷　瑞稀(2) 17.59 畑中　翔太(3)
-2.4 彦根東高 草津東高 甲西高

5000mW 22.45.45 滝口　輝一(2) 23.08.44 岡本　航輝(2) 23.34.29 山内　皓太(3) 23.43.71 片岡　龍也(2) 23.53.45 中澤　泰盛(2) 24.20.88 大治　雅弘(3) 24.24.31 北脇　惇之介(3) 24.42.68 森田　悠揮(3)
滋賀学園高 草津東高 草津東高 滋賀学園高 滋賀学園高 草津東高 滋賀学園高 滋賀学園高

走高跳 1.85 野村　優太(3) 1.75 西田　涼平(2) 1.75 上山　雄資(2)
東大津高 草津東高

三段跳 14.28 藤原　祥人(3) 13.91 森本　大貴(3) 13.49 下尾　青空(3) 13.38 笹岡　優也(2) 13.20 福田　龍太(2)

+2.6 石山高 +3.8 伊吹高 +4.3 大津商高 +6.4 石部高 +6.0 石部高
円盤投 45.95 飛川　龍雅(3) 41.76 東　直輝(3) 38.14 中村　涼汰(2) 31.93 安岡　大生(2) 31.39 上野　天詩(2) 30.92 木村　桜輝(1) 30.88 西村　啓利(3) 30.40 三田　真一郎(2)

滋賀学園高 河瀬高 草津東高 膳所高 滋賀学園高 大津商高

12:00現在 天候 気温 湿度 風向 風速 記録主任 浮　氣　　清　司 （トラック）　　　　　小　澤　　信　一

(4/30) 晴れ １８．５℃ 36% 南 3.4 m/s 総　　　務 澤　　知　寿 （フィールド）　　　安　福　　修

長浜・長浜北・（新校）長浜北高

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

出場者記録なし

審判長

少年Ｂ
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大会名 決勝記録一覧表
種目

800m 2.36.02 久木　梨瑚(3)
草津東高

5000mW 24.43.07 三木　彩夏(3) 26.06.76 小田　梨紗子(2) 28.49.85 田邉　麻衣(2)
草津東高 草津東高 草津東高

走高跳 1.65 時任　美保子(1) 1.45 竹川　万智(3) 1.45 木村　茉南(3)
甲南大 大津商高 玉川高

100m 12.57 前田　瞳(3) 12.69 原田　由貴(2) 12.90 古川　日菜(3) 13.01 藤野　友佳(3) 13.23 塚本　絢子(3) 13.37 高橋　沙緖里(2)
-1.5 石山高 玉川高 大津商高 大津高 大津商高 草津東高
400m 1.00.11 佐藤　更彩(2) 1.01.67 新海　杏実(2) 1.03.13 保田　美春(3) 1.04.53 樋口　実奈(2) 1.05.01 千代　華歩(3) 1.05.36 井上　佳奈(3) 1.05.69 木下　奈々帆(2) 1.07.68 大塚　悠夏(2)

膳所高 草津東高 近江高 草津東高 膳所高 立命館守山高 大津商高 玉川高
3000m 11.52.82 茶谷　真衣(2) 12.29.38 藤重　蓮(3)

滋賀学園高 東大津高
400mH 1.03.07 小﨑　遥(3) 1.06.27 永田　佑希乃(2) 1.06.84 塩尻　紗都(3) 1.08.60 渡邊　美空(2) 1.10.80 田中　美穂(3)

草津東高 膳所高 草津東高 草津東高 膳所高
走幅跳 5.13 岡村　明莉(3) 4.74 饗庭　奈々美(2) 4.72 籏瀨　亜衣(3) 4.71 神谷　菜月(3) 4.62 山﨑　捺希(2) 4.44 植松　夏海(2) 4.21 望月　志穂(3) 3.90 矢後　結香(3)

+0.7 石部高 -1.7 草津東高 +6.1 大津商高 +6.7 草津東高 +2.1 長浜・長浜北・（新校）長浜北高 +3.9 東大津高 +2.5 甲西高 +3.7 大津商高
100m 13.62 川村　ひかる(1) 13.68 長谷　海音(1) 13.74 山本　瑞稀(1) 13.89 宮地　絵莉菜(1) 13.90 森若　元賀(1) 13.91 江原　朱里(1) 14.39 川那辺　野恵(1)
-2.3 草津東高 比叡山高 草津東高 草津東高 石部高 比叡山高 石部高
800m 2.32.35 山根　実那子(1) 2.35.34 谷口　莉奈(1) 2.37.58 中尾　紗英(1) 2.38.98 菊田　陽世(1) 2.46.98 渡邉　雪江(1)

草津東高 水口東高 草津東高 草津東高 石部高
100mYH

1500m 4.55.80 豊田　理瑚(2) 5.02.72 武田　愛生(2) 5.05.33 西田　優々花(2) 5.14.06 三村　環奈(3) 5.17.43 山中　ほの香(1) 5.22.61 吉田　美結(3) 5.24.46 宇野　友月花(1) 5.27.35 粟田　笑理(2)
草津東高 草津東高 草津東高 草津東高 滋賀学園高 大津高 滋賀学園高 石部高

棒高跳 3.00 竹辺　みちか(3)
近江高

三段跳 11.64 田中　陽菜(3) 11.06 川岸　汀(3) 10.71 福元　優梨(3) 10.63 矢田　瑛美菜(2) 10.37 田井中　彩咲(3) 10.25 中島　優衣(3)

+4.5 石山高 +2.0 石山高 +4.1 草津東高 +4.1 玉川高 +2.3 八幡商高 +4.2 石山高

円盤投 34.89 古澤　実紗(3) 33.77 池田　笑愛(2) 33.00 桝田　有羽(3) 31.84 垣立　麻帆(2) 29.19 平尾　萌夏(3) 28.20 千綾　彩愛(3) 26.82
オリバレスヨシイ
マイアラ(2)

26.50 中川　由唯(3)

滋賀学園高 滋賀学園高 八日市高 草津東高 東大津高 石部高
やり投 43.57 緒方　優佳(3) 42.66 桝田　有羽(3) 36.73 西村　芽依子(3) 34.29 岩間　美里(2) 31.67 重森　明日香(3) 30.16 東郷　伶香(3) 30.15 山根　詩乃(3) 27.57 岩井　ゆり奈(2)

草津東高 八日市高 玉川高 草津東高 東大津高 比叡山高 東大津高

記録主任 浮　氣　　清　司 （トラック）　　　　　小　澤　　信　一

総　　　務 澤　　知　寿 （フィールド）　　　安　福　　修

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館高

女子 第７２回国民体育大会選手選考会 期日  ２０１７年４月３０日

成年

場所  大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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一般財団法人滋賀陸上競技協会


