
大会名 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
種目種目種目種目

800m 2.30.35 岩佐　優(3) 2.31.26 原田　カロリナ(2) 2.31.57 藤田　桃佳(3) 2.31.64 久木　梨瑚(2)
伊吹高 伊吹高 伊吹高 草津東高

5000mW 25.06.02 三木　彩夏(2) 26.40.66 佐野　爽帆(2) 29.43.40 飯谷　茜(3)
草津東高 草津東高 草津東高

走高跳 1.61 岡田　真帆(3) 1.55 伊吹　美奈(2)
草津東高 近江高

棒高跳

ﾊﾝﾏｰ投 52.75 佐伯　珠実
滋賀陸協

100m 12.23 中治　早貴(3) 12.26 橋本　綾菜(3) 12.38 西村　美穂(3) 12.39 水谷　陽子(2) 12.48 吉川　依里(3) 12.49 前田　瞳(2) 12.56 羽賀　麗奈(3) 12.71 平野　くるみ(3)
+3.1 石山高 大津商高 石山高 近江兄弟社高 近江高 石山高 大津商高 膳所高
400m 59.32 飯野　明花(3) 59.36 近藤　日和(3) 59.53 保田　美春(2) 59.63 堀内　真衣(3) 1.00.33 飯野　晴香(2) 1.02.32 千代　華歩(2) 1.09.46 河内　百華(2)

膳所高 草津東高 近江高 草津東高 比叡山高 膳所高 石部高
3000m 10.21.61 飯田　優月(3) 10.32.16 角田　菜々花(3) 10.39.29 西川　凜(2) 10.58.39 西澤　玲(2) 11.20.72 宇佐美　花(3) 11.37.51 三村　環奈(2)

滋賀学園高 東大津高 膳所高 草津東高 草津東高 草津東高
400mH 1.02.07 小﨑　遥(2) 1.08.27 齊藤　彩佳(3) 1.09.90 塩尻　紗都(2) 1.13.15 田中　美穂(2) 1.14.86 川島　七星(2) 1.14.91 西村　和花(3)

草津東高 高島高 草津東高 膳所高 玉川高 玉川高
走幅跳 5.23 福元　優梨(2) 5.11 西川　結奈(3) 5.10 小西　杏佳(3) 5.08 岡村　明莉(2) 5.00 川岸　汀(2) 4.98 善積　伶名(3) 4.82 大西　沙香(2) 4.55 中島　優衣(2)

+1.0 草津東高 +1.7 大津商高 +1.3 膳所高 +1.8 石部高 +1.8 石山高 +0.8 八幡商高 +1.7 八幡商高 +1.9 石山高
100m 12.80 下村　日向子(1) 12.86 黄瀬　蒼(1) 13.04 信太　弓茄(1) 13.17 新海　杏実(1) 13.56 森田　もえ(1)
+1.3 近江兄弟社高 近江兄弟社高 大津商高 草津東高 草津東高
800m 2.25.33 武田　愛生(1) 2.30.35 豊田　理瑚(1) 2.35.61 西田　優々花(1) 2.44.25 粟田　笑理(1) 2.51.64 黒岩　洸(1) 3.04.74 大治　真菜美(1)

草津東高 草津東高 草津東高 石部高 石部高 石部高
100mH 17.56 高橋　沙緖里(1) 17.81 饗場　奈々美(1) 18.38 渡邉　美空(1)

+1.3 草津東高 草津東高 草津東高

砲丸投 6.60
オリバレスヨシイ
マイアラ(1)

石部高
1500m 4.54.60 橋本　佳澄(3) 5.01.10 関部　紗矢佳(3) 5.06.25 茶谷　真衣(1) 5.22.66 宮澤　怜那(3) 5.27.60 石井　里空(2) 5.35.59 藤重　蓮(2) 5.37.52 北川　冬華(1) 5.37.71 田付　真望(3)

草津東高 草津東高 滋賀学園高 八幡商高 八幡商高 東大津高 滋賀学園高 八幡商高
棒高跳 2.60 竹辺　みちか(2)

近江高
三段跳 10.83 福元　優梨(2) 10.06 神谷　菜月(2) 10.06 田井中　彩咲(2)

+1.4 草津東高 +1.1 草津東高 +2.3 八幡商高
円盤投 36.64 西川　かのん(3) 36.52 古澤　実紗(2) 27.79 平尾　萌夏(2) 26.09 千綾　彩愛(2) 25.51 能勢　万穂(3) 21.73 辻　朝望(2) 18.67 小川　菫(2)

東大津高 滋賀学園高 草津東高 東大津高 長浜高 八幡商高 八幡商高
やり投 35.03 岡島　遥奈(3) 34.47 西村　芽依子(2) 34.19 小川　みゆき(3) 33.22 緒方　優佳(2) 31.68 東郷　伶香(2) 29.70 浅井　順妙(3) 29.54 中川　実南(3) 29.27 松本　咲耶(3)

石山高 玉川高 水口高 草津東高 東大津高 伊吹高 長浜北高 八幡商高
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