
日付 種目

比叡山高A 41.61 同志社大 42.09 水口東高 42.35 石部高 42.59 草津東高 43.14 比叡山高B 43.19 近江兄弟社高 43.39

辻堂　悠斗(3) 野崎　龍海(1) 吉長　央行(3) 椎野　翔太(3) 柴田　怜人(2) 森　宥誠(1) 辻　隆暉(2)

横山　大空(3) 深田　拓海(1) 椎野　敦士(3) 田中　颯(3) 谷　智也(2) 青西　勇樹(2) 丸山　将矢(3)

森本　錬(3) 上村　駿介(2) 林　星空(3) 壹岐　元太(3) 松田　侑士(2) 寺井　博冬(2) 中嶋　悠斗(2)

辻田　幸輝(3) 伊藤　大和(3) 髙橋　遼馬(3) 酒井　大智(2) 松波　育実(2) 冨田　悠斗(2) 臼井　創太(1)

比叡山高 3:20.46 石部高 3:27.98 草津東高 3:28.98 水口東高 3:29.67 立命館守山高 3:30.62 膳所高A 3:30.66 長浜北高A 3:34.53

森田　匠(3) 内堀　尚斗(3) 松波　育実(2) 吉長　央行(3) 三永　大輔(2) SB-PB 髙橋　大河(3) 宮村　駿輔(2)

青西　勇樹(2) 糸数　たつのり(3) 松田　侑士(2) 林　星空(3) 堀　航太朗(2) 奥村　誠(3) 熊川　魁(3)

横山　大空(3) 今井　彩人(2) 吉留　利樹(2) 山本　竜也(2) 廣瀬　柊(2) 境　龍聖(3) 矢守　遼平(3)

森本　錬(3) 壹岐　元太(3) 谷　智也(2) 髙橋　遼馬(3) 東　誠樹(2) 髙井　創治(2) 世継　淳太(2)

日吉中 45.79 八幡中 46.57 打出中A 47.08 市立守山中 47.41 瀬田中A 48.01 南郷中 48.05 朝桜中B 48.81

河原　響希(2) 安居　琉珀(3) 池田　航生(3) 三品　空吾(3) 吉本　祐貴(3) 馬場　風美(3) 目片　亮(2)

伊藤　大翔(2) 髙阪　雅晃(3) 梅村　紫陽(3) 別府　哲雄(3) 石田　遥士(3) 横田　真人(3) 松村　悠志(2)

奥田　将生(3) 深井　優輔(3) 上川　達郎(3) 西明　大樹(3) 小山田　悠樹(3) 宝満　日路(3) 大森　凱斗(2)

古田　凌也(3) 桝田　蒼太(3) 杉本　涼(3) 石田　悠人(3) 池田　響(3) 中橋　知良(3) 大澤　葵(2)

びわこRUNNERSクラブ 5730 守山陸上教室 57.75 草津JAC 58.54 甲賀JAC 59.23 東近江陸上スポーツ少年団A 59.37 栗東陸上教室A 59.98 S.P Kimura走塾 1.01.98 東近江陸上スポーツ少年団B 1.02.00

槇尾　勇伸 石原　向規 山本　桔平 川口　蓮 大澤　樹 喜田　航生 野村　啓人 嵐　悠成

梶本　樹生 國井　颯眞 大槻　晃史 木村　勇歩 小島　輝久 松倉　元親 中村　良碧 谷口　颯

渡邊　平 芝田　悠真 大石　悠斗 江川　健太 田中　大己 武田　和孝 塚本　遥貴 大﨑　次朗

後藤　柚輝 木山　凌汰 山田　翔燿 寺村　陸 井上　雄斗 山村　明 中池　天之介 小島　蒼史

近江兄弟社高 47.75 近江高 48.18 彦根翔西館高 48.95 草津東高 49.21 立命館守山高 49.39 大津商高 50.28 彦根東高 53.21 虎姫高 55.29

甲斐　南乃美(3) 山口　陽(3) 山口　希咲(3) 中嶋　華代(3) 伊藤　真優(2) 山田　瑠捺(2) 三橋　奈歩(3) 野村　遥香(3)

大森　萌々子(3) 仁賀　結菜(2) 奥野　由萌(3) 尾賀　心葉(2) 北橋　穂波(2) 佐々木　美祐(2) 福原　恵実(2) 赤尾　友美佳(3)

河内　七菜(2) 芝　千紗希(3) 岸本　萌香(2) 福谷　羽奏(3) 中島　咲弥花(2) 鶴谷　凜(2) 粕渕　日夏(3) 中村　陽(3)

勝嶌　笑夢(3) 治武　杏祈(3) 羽渕　梨瑚(2) 石田　知穂(3) 片桐　美波(3) 大橋　雪乃(2) 長沼　志帆(3) 綾部　仁子(3)

草津東高 3:57.52 立命館守山高 4:02.84 彦根翔西館高 4:04.96 彦根東高A 4:15.13 大津商高 4:15.32 虎姫高 4:21.39 八幡商高 4:26.06 石山高 4:26.51

中嶋　華代(3) 片桐　美波(3) 古野　うらら(3) 千田　真瑚(3) 佐々木　美祐(2) 中村　陽(3) 加納　吏紗(3) 三上　桃果(2)

西田　有里(1) 北橋　穂波(2) 吉田　空叶(3) 粕渕　日夏(3) 鶴谷　凜(2) 赤尾　友美佳(3) 河内　さくら(2) 川村　ひかる(3)

石田　知穂(3) 伊藤　真優(2) 勝見　実久(2) 三橋　奈歩(3) 井上　未来(2) 野村　遥香(3) 安齋　来花(2) 山中　彩花(3)

中江　莉子(3) 中島　咲弥花(2) 川﨑　彩葉(2) 中谷　心愛(3) 大橋　雪乃(2) 綾部　仁子(3) 小玉　果歩(2) 西田　千鶴(3)

高穂中 51.56 日吉中 51.79 南郷中 53.76 志賀中A 53.85 青山中 54.32 市立守山中 54.47 皇子山中 54.49 県守山中 55.35

村田　萌衣(2) 水口　奈美(3) 駒村　優波(2) 澤井　夏希(3) 多喜　暖菜(3) 梅景　愛琴(2) 田中　南実(3) 影井　菜桜(2)

楠　奈那(3) 德永　柊花(3) 津本　瑛夏(2) 小谷　菜々(2) 小原　香純(3) 德永　虹花(2) 高山　未優(2) 諸木　陽菜紗(2)

山中　真琴(3) 友田　一花(3) 濱田　夏凜(3) 井ノ口　らら(3) 浅田　乃唯(3) 佐伯　寧音(3) 松井　唯(3) 小野寺　桃子(3)

森井　彩月(3) 近藤　美優(3) 清水　由埜(3) 田邉　雪乃(3) 原　碧唯(3) 西田　咲心(3) 安田　芽唯(2) 齊内　愛音(2)

東近江陸上スポーツ少年団A 57.15 草津JAC 57.84 S.P Kimura走塾 59.98 栗東陸上教室A 1.00.30 東近江陸上スポーツ少年団B 1.00.43 守山陸上教室 1.00.72 甲賀JAC 1.02.07 栗東陸上教室B 1.03.74

飛田　柚葉 須田　夕琵 村西　由宇 田中　美紀 池田　怜未菜 星田　唯 宝本　紗空 三上　睦月

石山　ひより 薬師寺　愛葉 中村　向葵 瀬戸口　桜 澤田　音祈 江川　結愛 古荘　加花 橋本　ちひろ

向井　瑠海 川路　日奈子 松宮　凛乃 太田　三依菜 鳥塚　結羽菜 牧野　智彩 松下　愛芽 西田　悠那

田中　凜々夏 篠塚　沙玖 茶木　明華羽 島田　侑季 川上　稀明 植西　叶望 吉村　水優 今井　花

記録主任 浮氣　清司

主催団体名 滋賀陸上競技協会 陸協名 滋賀陸上競技協会

競技会名
第38回滋賀県リレーカーニバル 期日 2021/04/25 審判長 小澤　信一

競技場名 東近江市布引運動公園陸上競技場

選手権男子 4月25日 4x400mR

1位 2位 7位 8位

選手権男子 4月25日 4x100mR

3位 4位 5位 6位

4月25日 4x100mR

小学生男子 4月25日 4x100mR

小学生女子 4月25日 4x100mR

選手権女子 4月25日 4x400mR

中学生女子 4月25日 4x100mR

中学生男子 4月25日 4x100mR

選手権女子
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