
NO 種別 種別 種目 選　手 所　属 学年 ＳＢ(2016) 備考(全国ランキング・成績等)

1 １００ｍ 小谷 優介 住友電工 10"63 日本選手権出場

2 ４００ｍ 河内 光起 近畿大学 1 47"23
3 １００００mW 菅浪 裕也 びわこ成蹊スポーツ大学 3 20'47"26
4 走高跳 荻野 海翔 びわこ学院大学 2 2ｍ12
5 走幅跳 山川 夏輝 日本大学 3 8ｍ00 日本ﾗﾝｷﾝｸﾞ２位

6 ４*１００ｍＲ 桐生 祥秀 東洋大学 3 10"01 リオオリンピック日本代表

7 １００ｍ 向山 理一朗 膳所高校 2 10"79 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

8 ４００ｍ 橋本 晃甫 比叡山高校 3 47"89
9 ５０００ｍ 千葉 直輝 滋賀学園高校 3 14'21"30 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

10 棒高跳 福永 凌太 彦根翔陽高 3 4ｍ80 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

11 走幅跳 松井 湊 高島高校 3 7ｍ16
12 やり投 神原 翼 大津商業高校 3 65ｍ23 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ６位

13 少年B １００ｍ 橋本 浩志 日吉中学校 3 10"83 全日本中学出場

14 ５０００ｍW 川田 敦斗 滋賀学園高校 3 21'18"26
15 走高跳 寺沢 凌 大津商業高校 3 2ｍ03
16 円盤投 飛川 龍雅 滋賀学園高校 2 47ｍ59

17 １００ｍ 壹岐 いちこ 立命館大学 1 12"05
18 ４００ｍ 津曲 温子 龍谷大学 3 55"69
19 ５０００ｍ 桑原 彩 積水化学 15'44"99 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ６位

20 ◎５０００mW 園田 世玲奈 中京大学 2 23'20"73
21 ◎走高跳 時任 美保子 高島高校 3 1ｍ70 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

22 棒高跳 我孫子 智美 滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ 4ｍ33 日本ﾗﾝｷﾝｸﾞ１位

23 三段跳 萬 玲奈 京都教育大学 Ｍ2 12ｍ50
24 ハンマー投 佐伯 珠実 チャンピオン 57ｍ30 日本選手権６位

25 ４*１００ｍＲ 山中 日菜美 立命館大学 2 12"04
26 １００ｍ 橋本 綾菜 大津商業高校 3 12"22

４００ｍ 57"55
４００ｍＨ 59"94

28 少年B １００ｍ 下村 日向子 近江兄弟社高校 1 12"26
29 少年共通 棒高跳 南部 珠璃 近江高校 3 3ｍ50

NO 氏名 所　属 備考

1 村上　拓 彦根翔陽高校 公認コーチ

2 林　正晴 大津商業高校 公認コーチ

3 山川　弘一 石部高校

4 東　大輔 石部高校 公認コーチ

5 安井　章泰 近江兄弟社高校 公認コーチ

6 川那辺　享一 南郷中学校

7 武田　健太 比叡山高校 公認コーチ

8 小川　侑也 北大津高校 公認コーチ

9 藤田　武志 水口東高校 公認コーチ

10 上田　勝也 愛知高校 公認コーチ

11 近藤　高代 近江高校 公認コーチ

12 杉本　武康 高島高校

13 石橋　麻子 伊吹高校

14 小林　弘幸 彦根西高校 公認コーチ

15 藤居　久智 東大津高校

16 八木　佐知男 彦根西高校

17 雲晴　光弘 さんと治療院

役　職

3

滋賀陸上競技協会投擲コーチ
滋賀陸上競技協会医事委員会(トレーナー)トレーナー

庶務・総務 滋賀陸上競技協会事務局(強化担当)

コーチ

短距離

中長距離
競歩

跳躍

投擲

総監督

監　督

滋賀陸上競技協会投擲ヘッドコーチ

滋賀陸上競技協会投擲コーチ

【スタッフ】

少年共通

少年A

少年A
27

成年

加藤 真央 守山高校 全国ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

男子

【選手】

滋賀陸上競技協会跳躍コーチ

滋賀陸上競技協会中長距離ヘッドコーチ

滋賀陸上競技協会中長距離コーチ

滋賀陸上競技協会競歩コーチ

第７１回　岩手国体選手団・スタッフ団名簿
一般財団法人　滋賀陸上競技協会

成年

滋賀陸上競技協会短距離ヘッドコーチ

桐生祥秀、小谷優介、向山理一郎、橋本浩志

女子　４＊１００ｍR 壹岐いちこ、山中日菜美、橋本綾菜、下村日向子

種別

女子

男子　４＊１００ｍR

滋賀陸上競技協会　強化委員長

高体連専門部　強化委員長

滋賀陸上競技協会短距離コーチ

滋賀陸上競技協会短距離コーチ

滋賀陸上競技協会短距離コーチ

滋賀陸上競技協会跳躍ヘッドコーチ

滋賀陸上競技協会跳躍コーチ


