
第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x100mR 予選 4/25 12:25 (5-1+3)
決勝 4/25 15:45 

滋賀県記録 39.99 荒木・吉岡・岡田・高知 びわスポ大 2019 西京極
39.87 須戸・小谷・中井・桐生 国体滋賀選抜 2017 ニンジニアスタジアム

滋賀県高校記録 40.77 丸山・西田・中村・河内 近江 2018 伊勢

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考

1
ヒエイザンコウエー

41.61
比叡山高A
[1] ツジドウ　ユウト [2] ヨコヤマ　ソラ

16 辻堂 悠斗(3) 17 横山 大空(3)

[3] モリモト　レン [4] ツジタ　コウキ

12 森本 錬(3) 15 辻田 幸輝(3)

2
ドウシシャダイ

42.09
同志社大
[1] ノザキ　タツミ [2] フカダ　タクミ

60410 野崎 龍海(1) 60405 深田 拓海(1)

[3] カミムラ　シュンスケ [4] イトウ　ヤマト

60390 上村 駿介(2) 60369 伊藤 大和(3)

3
ミナクチヒガシコウ

42.35
水口東高
[1] ヨシナガ　ヒロキ [2] シイノ　アツシ

195 吉長 央行(3) 198 椎野 敦士(3)

[3] ハヤシ　セラ [4] タカハシ　リョウマ

199 林 星空(3) 200 髙橋 遼馬(3)

4
イシベコウ

42.59
石部高
[1] シイノ　ショウタ [2] タナカ　ハヤテ

430 椎野 翔太(3) 425 田中 颯(3)

[3] イキ　ゲンタ [4] サカイ　ダイチ

437 壹岐 元太(3) 443 酒井 大智(2)

5
クサツヒガシコウ

43.14
草津東高
[1] シバタ　レイト [2] タニ　トモヤ

292 柴田 怜人(2) 297 谷 智也(2)

[3] マツダ　ユウト [4] マツナミ　イクミ

283 松田 侑士(2) 282 松波 育実(2)

6
ヒエイザンコウビー

43.19
比叡山高B
[1] モリ　ユウセイ [2] アオニシ　ユウキ

1013 森 宥誠(1) 24 青西 勇樹(2)

[3] テライ　ハクト [4] トミタ　ユウト

25 寺井 博冬(2) 19 冨田 悠斗(2)

7
オウミキョウダイシャコウ

43.39
近江兄弟社高
[1] ツジ　リュウキ [2] マルヤマ　ショウヤ

317 辻 隆暉(2) 312 丸山 将矢(3)

[3] ナカジマ　ユウト [4] ウスイ　ソウタ

318 中嶋 悠斗(2) 1039 臼井 創太(1)

タマガワコウ
DNS

玉川高
[1] アンドウ　コウセイ [2] ハヤシ　ユウト

124 安藤 幸政(3) 132 林 悠斗(2)

[3] アリジ　リオ [4] カワチ　アヤト

123 有路 凛勇(3) 134 川内 彩翔(2)

エイチエスティー
DNS

HST
[1] オシタニ　マリン [2] ナイキ　タクヤ

301 押谷 真鈴(-) 303 内記 拓哉(-)

[3] イシヅカ　ハルキ [4] マツムラ　ショウ

305 石塚 春輝(-) 300 松村 翔(-)

DNS:欠場  

リスト出力日時 2021/04/25 22:57:03



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x100mR 予選 4/25 12:25 (5-1+3)
決勝 4/25 15:45 

滋賀県記録 39.99 荒木・吉岡・岡田・高知 びわスポ大 2019 西京極
39.87 須戸・小谷・中井・桐生 国体滋賀選抜 2017 ニンジニアスタジアム

滋賀県高校記録 40.77 丸山・西田・中村・河内 近江 2018 伊勢

〈〈 予選 〉〉 (5-1+3)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ドウシシャダイ

Q 42.29 5
ヒコネヒガシコウ

45.09
同志社大 彦根東高
[1] ノザキ　タツミ [2] フカダ　タクミ [1] コイケ　テッセイ [2] ワキザカ　ケント

60410 野崎 龍海(1) 60405 深田 拓海(1) 332 小池 哲聖(3) 325 脇坂 献徒(3)

[3] カミムラ　シュンスケ [4] イトウ　ヤマト [3] オオマエ　アキラ [4] クドウ　ソウタ

60390 上村 駿介(2) 60369 伊藤 大和(3) 333 大前 彬(3) 324 工藤 颯太(3)

2
マイバラコウ

43.38 6
ヒコネコウコウ

45.24
米原高 彦根工高
[1] シミズ　ダイスケ [2] キムラ　カイ [1] オオニシ　ソラ [2] ニシムラ　リク

51 清水 大輔(2) 43 木村 快(2) 535 大西 颯來(3) 536 西村 理久(2)

[3] ウジハラ　ユウイ [4] オオノ　ヨウタロウ [3] ニシムラ　ユウセイ [4] キタガワ　コウキ

33 氏原 悠良(3) 29 大野 耀太郎(3) 532 西村 友星(3) 533 北川 倖基(3)

3
オウミコウ

43.67 7
キタオオツコウ

46.26
近江高 北大津高
[1] タキモト　ソウタ [2] モチダ　ヒロト [1] ハラ　ユウジン [2] ハナゾメ　ゲンタ

157 滝本 颯太(3) 165 望田 拓杜(3) 421 原 悠仁(3) 424 花染 元太(2)

[3] フクダ　タクマ [4] カンダ　リク [3] オオジ　ショウヤ [4] ナリタ　コウキ

159 福田 拓真(3) 163 神田 理来(3) 422 大路 翔也(3) 420 成田 光輝(3)

4
ナガハマキタコウ

44.87
長浜北高Ｂ
[1] フジイ　マサフミ [2] イノウエ　ショウヤ

67 藤居 真史(2) 74 井上 昇哉(2)

[3] カワゴエ　ショウタ [4] ミヤムラ　シュンスケ

68 川越 翔太(2) 75 宮村 駿輔(2)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
イシベコウ

Q 43.37 5
カワセコウ

45.46
石部高 河瀬高
[1] シイノ　ショウタ [2] タナカ　ハヤテ [1] キノ　ハヅキ [2] ミヤギ　カンタ

430 椎野 翔太(3) 425 田中 颯(3) 681 木野 羽月(3) 703 宮城 莞太(2)

[3] コウダ　トシヤ [4] サカイ　ダイチ [3] ハヤシダ　キョウタロウ [4] コバヤシ　アオイ

427 幸田 稔也(3) 443 酒井 大智(2) 701 林田 恭太郎(2) 705 小林 蒼生(2)

2
ヒコネショウセイカンコウ

43.76 6
ヒガシオオツコウ

45.78
彦根翔西館高 東大津高
[1] マルヤマ　タクミ [2] ヨコヤマ　フウト [1] アキモト　カズマ [2] タバタ　ゲンブ

113 丸山 拓洋(2) 80 横山 颯翼(3) 365 秋元 一磨(2) 346 田端 玄武(3)

[3] ノウカ　レオ [4] モリ　タイセイ [3] アサイ　マヒロ [4] サメシマ　リク

93 苗加 烈生(2) 1048 森 泰成(1) 357 浅井 真宙(3) 355 鮫島 陸来(3)

3
ゼゼコウエイ

44.15 7
ヨウカイチコウ

45.90
膳所高A 八日市高
[1] ヤマモト　タイヘイ [2] カタマタ　ダイスケ [1] スガヌマ　シュンセイ [2] イカゴ　カズキ

663 山本 泰平(2) 640 片又 大輔(3) 177 菅沼 舜生(2) 175 五十子 和樹(2)

[3] オクムラ　マコト [4] イワサキ　ヒナタ [3] タカシマ　ヒロト [4] ワカマツ　カイリ

650 奥村 誠(3) 649 岩﨑 陽(3) 171 髙島 拓人(3) 176 若松 海里(2)

4
チームアールシーケー

44.52 8
モリヤマコウビー

46.80
チームRCK 守山高B
[1] ナガサカ　ソウタ [2] ササキ　ヒロアキ [1] オクノ　ソウタ [2] イケダ　トモヤ

109 永阪 聡大(-) 108 佐々木 宏晃(-) 1037 奥野 創大(1) 635 池田 智哉(2)

[3] ナカガワ　ケン [4] ナカガワ　ヒロキ [3] フジイ　ヒロキ [4] ハシモト　エイスケ

110 中川 謙(-) 107 中川 裕基(-) 633 藤井 裕希(2) 1033 橋本 瑛介(1)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:31



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (5-1+3)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒエイザンコウエー

Q 41.22 5
コウセンカトリックコウ

44.08比叡山高A 光泉カトリック高
[1] ツジドウ　ユウト [2] ヨコヤマ　ソラ [1] タナカ　ジュンノスケ [2] ハス　ヒナタ

16 辻堂 悠斗(3) 17 横山 大空(3) 473 田中 惇之介(3) 475 蓮 陽向(3)
[3] モリモト　レン [4] ツジタ　コウキ [3] ナイトウ　ソラ [4] ヤマナダ　ソラ

12 森本 錬(3) 15 辻田 幸輝(3) 483 内藤 想(2) 472 山名田 蒼空(3)

2
ヒエイザンコウビー

q 42.56 6
ミナクチコウ

44.62比叡山高B 水口高A
[1] モリ　ユウセイ [2] アオニシ　ユウキ [1] タニイ　ヒカル [2] チャノ　ギンノスケ

1013 森 宥誠(1) 24 青西 勇樹(2) 246 谷井 輝星(2) 227 茶野 銀之介(3)
[3] テライ　ハクト [4] トミタ　ユウト [3] タカヤ　コウキ [4] ユルリ　アキト

25 寺井 博冬(2) 19 冨田 悠斗(2) 224 高谷 光希(3) 235 緩利 彬人(3)

3
タカシマコウ

43.65
コウセイコウ

DNS高島高 甲西高
[1] オガワ　ソウマ [2] フクシ　コウタ

185 小川 颯馬(3) 187 福士 晃太(3)
[3] ウチダ　ダイキ [4] マエガワ　ユウヒ

192 内田 大貴(2) 188 前川 優飛(3)

4
ナガハマキタコウ

43.79長浜北高A
[1] ヤモリ　リョウヘイ [2] ウエノ　リョウタ

61 矢守 遼平(3) 60 上野 良太(3)
[3] フルイケ　タイセイ [4] クマガワ　カイ

55 古池 太成(3) 53 熊川 魁(3)

4組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
エイチエスティー

Q 41.78 5
オオツショウコウ

44.65HST 大津商高
[1] オシタニ　マリン [2] ナイキ　タクヤ [1] オオザワ　ハヤテ [2] ミシオ　ユウト

301 押谷 真鈴(-) 303 内記 拓哉(-) 250 大澤 颯(3) 261 三塩 雄斗(2)
[3] イシヅカ　ハルキ [4] マツムラ　ショウ [3] トグチ　ライ [4] ノハラ　ソウタ

305 石塚 春輝(-) 300 松村 翔(-) 257 渡久地 來威(2) 265 野原 颯太(2)

2
クサツヒガシコウ

q 42.26 6
クサツコウ

45.35草津東高 草津高
[1] シバタ　レイト [2] タニ　トモヤ [1] タヤマ　シンノスケ [2] ウエノ　ユウタ

292 柴田 怜人(2) 297 谷 智也(2) 303 田山 真之介(3) 308 上野 結大(2)
[3] マツダ　ユウト [4] マツナミ　イクミ [3] スギヤマ　リュウキ [4] ゴシマ　ナオヤ

283 松田 侑士(2) 282 松波 育実(2) 304 杉山 龍騎(3) 311 五島 直哉(2)

3
オウミキョウダイシャコウ

q 42.58
イシヤマコウ

DQ近江兄弟社高 石山高A
[1] ツジ　リュウキ [2] マルヤマ　ショウヤ [1] フルカワ　イツキ [2] ヒグチ　マサハル

317 辻 隆暉(2) 312 丸山 将矢(3) 603 古川 一樹(3) 599 樋口 正治(3)
[3] ナカジマ　ユウト [4] シミズ　ダイチ [3] ナカオカ　トシキ [4] オクダ　サトキ

318 中嶋 悠斗(2) 314 清水 大地(3) 607 中岡 俊貴(3) 608 奥田 悟生(3)

4
タマガワコウ

qR 44.44
コクサイジョウホウコウ

DNS玉川高 国際情報高
[1] アンドウ　コウセイ [2] ハヤシ　ユウト

124 安藤 幸政(3) 132 林 悠斗(2)
[3] アリジ　リオ [4] カワチ　アヤト

123 有路 凛勇(3) 134 川内 彩翔(2)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:31



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (5-1+3)

5組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ミナクチヒガシコウ

Q 42.61 SB-PB 5
トラヒメコウ

45.07水口東高 虎姫高
[1] ヨシナガ　ヒロキ [2] シイノ　アツシ [1] フジタ　ユウキ [2] テラワキ　コウキ

195 吉長 央行(3) 198 椎野 敦士(3) 565 藤田 祐輝(3) 566 寺脇 洸生(3)
[3] ハヤシ　セラ [4] タカハシ　リョウマ [3] ヤマグチ　ソウジ [4] クサノ　マサキ

199 林 星空(3) 200 髙橋 遼馬(3) 561 山口 颯志(3) 568 草野 真輝(3)

2
リツメイカンモリヤマコウ

43.58 SB-PB 6
ゼゼコウビー

45.18立命館守山高 膳所高B
[1] イマオカ　ハルト [2] ホリ　コウタロウ [1] ナカガワ　アサヒ [2] タカハシ　タイガ

520 今岡 遥仁(2) 519 堀 航太朗(2) 668 中川 朝陽(2) 654 髙橋 大河(3)
[3] イマザイケ　ナオキ [4] ヒガシ　ナルキ [3] イズミ　タイチ [4] カワサキ　シンタロウ

512 今在家 直暉(2) 514 東 誠樹(2) 641 泉 太智(3) 646 河﨑 晨太郎(3)

3
モリヤマコウエー

43.72 7
オオツコウ

46.35守山高A 大津高
[1] イマガワ　ハルト [2] ホソミ　コウキ [1] ヤマモト　ジンシロウ [2] カワナミ　リュウセイ

624 今川 温都(3) 1031 細見 昂輝(1) 579 山本 仁之郎(3) 577 川波 龍征(3)
[3] カワジリ　ショウタ [4] イシハラ　カズマ [3] コテラ　ソウタ [4] イトウ　コウキ

634 川尻 章太(2) 629 石原 一真(3) 580 小寺 創大(2) 581 伊藤 晃輝(2)

4
イシヤマコウ

44.36 8
ミナクチコウ

46.59石山高B 水口高B
[1] ミウラ　カズマ [2] マハラ　リョウタ [1] ヤマキタ　ハクト [2] ツジワキ　アオイ

610 三浦 和馬(2) 609 馬原 怜大(2) 247 山北 珀仁(2) 243 辻脇 碧(2)
[3] サカイ　ショウタ [4] アサイ　リョウト [3] ワタナベ　タクミ [4] キダ　ハルト

611 酒井 翔太(2) 612 浅井 諒翔(2) 245 渡部 拓己(2) 240 木田 晴斗(2)

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  qR:審判長等の決定による通過者    DQ:失格  
リスト出力日時 2021/04/25 22:56:31



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x400mR 予選 4/25  9:45 (4-1+4)
決勝 4/25 16:45 

滋賀県記録 3:13.34 山下・河野・伊東・澤 草津東高 2018 皇子山
滋賀県高校記録 3:13.34 山下・河野・伊東・澤 草津東 2018 皇子山
大会記録 3:17.77 堀居・河野・山下・澤 草津東高 2018 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考

1
ヒエイザンコウ

3:20.46
比叡山高
[1] モリタ　タクミ [2] アオニシ　ユウキ

3 森田 匠(3) 24 青西 勇樹(2)

[3] ヨコヤマ　ソラ [4] モリモト　レン

17 横山 大空(3) 12 森本 錬(3)

2
イシベコウ

3:27.98
石部高
[1] ウチボリ　ナオト [2] イトカズ　タツノリ

431 内堀 尚斗(3) 441 糸数 たつのり(3)

[3] イマイ　アヤト [4] イキ　ゲンタ

446 今井 彩人(2) 437 壹岐 元太(3)

3
クサツヒガシコウ

3:28.98
草津東高
[1] マツナミ　イクミ [2] マツダ　ユウト

282 松波 育実(2) 283 松田 侑士(2)

[3] ヨシドメ　トシキ [4] タニ　トモヤ

286 吉留 利樹(2) 297 谷 智也(2)

4
ミナクチヒガシコウ

3:29.67
水口東高
[1] ヨシナガ　ヒロキ [2] ハヤシ　セラ

195 吉長 央行(3) 199 林 星空(3)

[3] ヤマモト　タツヤ [4] タカハシ　リョウマ

204 山本 竜也(2) 200 髙橋 遼馬(3)

5
リツメイカンモリヤマコウ

3:30.62 SB-PB
立命館守山高
[1] ミナガ　ダイスケ [2] ホリ　コウタロウ

524 三永 大輔(2) 519 堀 航太朗(2)

[3] ヒロセ　シュウ [4] ヒガシ　ナルキ

525 廣瀬 柊(2) 514 東 誠樹(2)

6
ゼゼコウエイ

3:30.66
膳所高A
[1] タカハシ　タイガ [2] オクムラ　マコト

654 髙橋 大河(3) 650 奥村 誠(3)

[3] サカイ　タツマサ [4] タカイ　ソウジ

648 境 龍聖(3) 664 髙井 創治(2)

7
ナガハマキタコウ

3:34.53
長浜北高A
[1] ミヤムラ　シュンスケ [2] クマガワ　カイ

75 宮村 駿輔(2) 53 熊川 魁(3)

[3] ヤモリ　リョウヘイ [4] ヨツギ　ジュンタ

61 矢守 遼平(3) 64 世継 淳太(2)

オウミキョウダイシャコウ
DNS

近江兄弟社高
[1] クニフサ　ヨシヒロ [2] マルヤマ　ショウヤ

316 國房 義弘(2) 312 丸山 将矢(3)

[3] ツジ　リュウキ [4] ナカジマ　ユウト

317 辻 隆暉(2) 318 中嶋 悠斗(2)

DNS:欠場  

リスト出力日時 2021/04/25 22:57:14



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x400mR 予選 4/25  9:45 (4-1+4)
決勝 4/25 16:45 

滋賀県記録 3:13.34 山下・河野・伊東・澤 草津東高 2018 皇子山
滋賀県高校記録 3:13.34 山下・河野・伊東・澤 草津東 2018 皇子山
大会記録 3:17.77 堀居・河野・山下・澤 草津東高 2018 皇子山

〈〈 予選 〉〉 (4-1+4)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
クサツヒガシコウ

Q 3:21.98 5
イシヤマコウ

3:35.80
草津東高 石山高B
[1] マツナミ　イクミ [2] マツダ　ユウト [1] ノダ　カズキ [2] マハラ　リョウタ

282 松波 育実(2) 283 松田 侑士(2) 613 野田 和希(2) 609 馬原 怜大(2)

[3] ヨシドメ　トシキ [4] タニ　トモヤ [3] ミウラ　カズマ [4] アサイ　リョウト

286 吉留 利樹(2) 297 谷 智也(2) 610 三浦 和馬(2) 612 浅井 諒翔(2)

2
リツメイカンモリヤマコウ

q 3:23.50 6
ハチマンコウコウ

3:36.38
立命館守山高 八幡工高
[1] イマザイケ　ナオキ [2] ヒガシ　ナルキ [1] マツムラ　リョウタ [2] オオツキ　コウスケ

512 今在家 直暉(2) 514 東 誠樹(2) 409 松村 亮太(3) 401 大槻 晃資(3)

[3] ホリ　コウタロウ [4] ミナガ　ダイスケ [3] ヒラノ　タイガ [4] ムラタ　タツヤ

519 堀 航太朗(2) 524 三永 大輔(2) 407 平野 大雅(3) 408 村田 達哉(3)

3
オウミコウ

3:29.24
コクサイジョウホウコウエー

DNS
近江高 国際情報高Ａ
[1] フクオ　ケイスケ [2] ナカムラ　タケル

167 福尾 圭介(3) 158 中村 建(3)

[3] アサヌマ　トシキ [4] ワタリ　ユウキ

160 浅沼 紀貴(3) 164 渡 勇揮(3)

4
イシヤマコウ

3:31.34
シガタンダイフ

DNS
石山高A 滋賀短附高
[1] オクダ　サトキ [2] フルカワ　イツキ

608 奥田 悟生(3) 603 古川 一樹(3)

[3] ナカオカ　トシキ [4] フジイ　トウジュ

607 中岡 俊貴(3) 604 藤井 柊樹(3)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒエイザンコウ

Q 3:23.46 5
ナガハマキタコウ

3:42.07
比叡山高 長浜北高Ｂ
[1] モリタ　タクミ [2] アオニシ　ユウキ [1] ニシオ　ハルト [2] ウエノ　リョウタ

3 森田 匠(3) 24 青西 勇樹(2) 56 西尾 遥翔(3) 60 上野 良太(3)

[3] ヨコヤマ　ソラ [4] モリモト　レン [3] フルカワ　リクト [4] カワサキ　シュウ

17 横山 大空(3) 12 森本 錬(3) 54 古川 陸斗(3) 59 川﨑 柊(3)

2
ミナクチヒガシコウ

q 3:25.96 6
コウセンカトリックコウ

3:43.44
水口東高 光泉カトリック高
[1] ヨシナガ　ヒロキ [2] ハヤシ　セラ [1] タナカ　ジュンノスケ [2] ハス　ヒナタ

195 吉長 央行(3) 199 林 星空(3) 473 田中 惇之介(3) 475 蓮 陽向(3)

[3] シイノ　アツシ [4] ヤマモト　タツヤ [3] アズマ　ショウタ [4] オクヤマ　ショウタ

198 椎野 敦士(3) 204 山本 竜也(2) 471 東 将大(3) 474 奥山 翔太(3)

3
タカシマコウ

3:32.55 7
カワセコウ

3:57.10
高島高 河瀬高
[1] ウチダ　ダイキ [2] マエガワ　ユウヒ [1] キノ　ハヅキ [2] クボ　イツキ

192 内田 大貴(2) 188 前川 優飛(3) 681 木野 羽月(3) 684 久保 樹(3)

[3] サカモト　カズマ [4] オガワ　ソウマ [3] マルイチ　カイト [4] ハットリ　コタロウ

190 坂本 一真(2) 185 小川 颯馬(3) 693 丸一 魁飛(3) 695 服部 虎太朗(3)

4
トラヒメコウ

3:38.08
コクサイジョウホウコウビー

DNS
虎姫高 国際情報高B
[1] フジタ　ユウキ [2] テラワキ　コウキ

565 藤田 祐輝(3) 566 寺脇 洸生(3)

[3] ヤマグチ　ソウジ [4] アラキ　コウキ

561 山口 颯志(3) 562 荒木 厚紀(3)

リスト出力日時 2021/04/25 22:55:58



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権男子4x400mR
〈〈 予選 〉〉 (4-1+4)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
イシベコウ

Q 3:25.29 5
ヨウカイチコウ

3:32.85石部高 八日市高
[1] ウチボリ　ナオト [2] イキ　ゲンタ [1] イカゴ　カズキ [2] ワカマツ　カイリ

431 内堀 尚斗(3) 437 壹岐 元太(3) 175 五十子 和樹(2) 176 若松 海里(2)
[3] ナカムラ　アキナオ [4] イトカズ　タツノリ [3] タカシマ　ヒロト [4] イノウエ　カケル

444 中村 朗朴(2) 441 糸数 たつのり(3) 171 髙島 拓人(3) 174 井上 翔流(3)

2
ヒコネショウセイカンコウ

3:31.31 6
ハチマンコウ

3:33.53彦根翔西館高 八幡高
[1] ノウカ　レオ [2] ヨコヤマ　フウト [1] キタガワ　ユウスケ [2] オカダ　ヨウセイ

93 苗加 烈生(2) 80 横山 颯翼(3) 598 北川 雄介(2) 584 岡田 陽成(3)
[3] オオツカ　アキト [4] スチ　ナオキ [3] オクムラ　リョウスケ [4] ナカムラ　ジンヤ

112 大塚 耀斗(2) 89 須知 矢暉(3) 588 奥村 亮介(3) 591 中村 仁哉(3)

3
オオツショウコウ

3:31.67 7
ヒコネヒガシコウ

3:37.75大津商高 彦根東高
[1] ミシオ　ユウト [2] トグチ　ライ [1] カトウ　カイ [2] オガタ　トモユキ

261 三塩 雄斗(2) 257 渡久地 來威(2) 327 加藤 快(3) 326 緒方 智行(3)
[3] オオザワ　ハヤテ [4] オクムラ　コウヘイ [3] キタザワ　キョウイチロウ [4] ヤマグチ　シオリ

250 大澤 颯(3) 259 奥村 航平(2) 338 北澤 恭一郎(2) 341 山口 栞利(2)

4
ゼゼコウビー

3:32.55
モリヤマコウエー

DNS膳所高B 守山高A
[1] カタマタ　ダイスケ [2] カワサキ　シンタロウ

640 片又 大輔(3) 646 河﨑 晨太郎(3)
[3] カワセ　ショウタ [4] ウエサカ　タケヒロ

652 川瀬 翔大(3) 645 植坂 岳寛(3)

4組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ゼゼコウエイ

Q 3:24.26 5
タマガワコウ

3:36.90膳所高A 玉川高
[1] タカハシ　タイガ [2] イワサキ　ヒナタ [1] アンドウ　コウセイ [2] アリジ　リオ

654 髙橋 大河(3) 649 岩﨑 陽(3) 124 安藤 幸政(3) 123 有路 凛勇(3)
[3] サカイ　タツマサ [4] オクムラ　マコト [3] カワチ　アヤト [4] ソノダ　カイ

648 境 龍聖(3) 650 奥村 誠(3) 134 川内 彩翔(2) 129 園田 魁(2)

2
オウミキョウダイシャコウ

q 3:24.94 6
モリヤマコウビー

3:46.08近江兄弟社高 守山高B
[1] クニフサ　ヨシヒロ [2] マルヤマ　ショウヤ [1] イケダ　トモヤ [2] ハシモト　エイスケ

316 國房 義弘(2) 312 丸山 将矢(3) 635 池田 智哉(2) 1033 橋本 瑛介(1)
[3] ツジ　リュウキ [4] ナカジマ　ユウト [3] イトウ　タクミ [4] オクノ　ソウタ

317 辻 隆暉(2) 318 中嶋 悠斗(2) 637 伊藤 匠(2) 1037 奥野 創大(1)

3
ナガハマキタコウ

q 3:26.59 7
ヒコネコウコウ

3:46.18長浜北高A 彦根工高
[1] ヤモリ　リョウヘイ [2] クマガワ　カイ [1] キタガワ　コウキ [2] ウジハラ　フウガ

61 矢守 遼平(3) 53 熊川 魁(3) 533 北川 倖基(3) 531 宇治原 風雅(3)
[3] ミヤムラ　シュンスケ [4] ヨツギ　ジュンタ [3] ニシムラ　ユウセイ [4] ニシムラ　ショウ

75 宮村 駿輔(2) 64 世継 淳太(2) 532 西村 友星(3) 543 西村 将(2)

4
マイバラコウ

3:26.77 8
ミナクチコウ

3:48.32米原高 水口高
[1] ナカガワ　リョウスケ [2] オオノ　ヨウタロウ [1] ユルリ　アキト [2] シミズ　ユウダイ

35 中川 涼介(3) 29 大野 耀太郎(3) 235 緩利 彬人(3) 233 清水 雄大(3)
[3] ウジハラ　ユウイ [4] シミズ　ダイスケ [3] チャノ　ギンノスケ [4] モチダ　ショウタ

33 氏原 悠良(3) 51 清水 大輔(2) 227 茶野 銀之介(3) 244 望田 昇太(2)

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/04/25 22:55:58



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

中学生男子4x100mR 予選 4/25 11:55 (3-2+2)
決勝 4/25 15:35 

滋賀県記録 39.99 荒木・吉岡・岡田・高知 びわスポ大 2019 西京極
39.87 須戸・小谷・中井・桐生 国体滋賀選抜 2017 ニンジニアスタジアム

滋賀県中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 双葉 2017 えがお熊本

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

45.79
日吉中
[1] カワハラ　ヒビキ [2] イトウ　ハルト

116 河原 響希(2) 115 伊藤 大翔(2)

[3] オクダ　ジョウ [4] フルタ　リョウヤ

110 奥田 将生(3) 105 古田 凌也(3)

2
ハチマンチュウ

46.57
八幡中
[1] ヤスイ　リハク [2] コウサカ　マサアキ

1532 安居 琉珀(3) 1534 髙阪 雅晃(3)

[3] フカイ　ユウスケ [4] マスダ　ソウタ

1540 深井 優輔(3) 1535 桝田 蒼太(3)

3
ウチデチュウエー

47.08 SB-PB
打出中A
[1] イケダ　コウ [2] ウメムラ　ショウ

301 池田 航生(3) 398 梅村 紫陽(3)

[3] カミカワ　タツロウ [4] スギモト　リョウ

302 上川 達郎(3) 313 杉本 涼(3)

4
イチリツモリヤマチュウ

47.41
市立守山中
[1] ミシナ　クウゴ [2] ベップ　テツオ

2840 三品 空吾(3) 2839 別府 哲雄(3)

[3] ニシアキ　ダイキ [4] イシダ　ユウト

2838 西明 大樹(3) 2832 石田 悠人(3)

5
セタチュウエー

48.01
瀬田中A
[1] ヨシモト　ユウキ [2] イシダ　ハルヒト

2568 吉本 祐貴(3) 2569 石田 遥士(3)

[3] コヤマダ　ユウキ [4] イケダ　ヒビキ

2552 小山田 悠樹(3) 2550 池田 響(3)

6
ナンゴウチュウ

48.05
南郷中
[1] ババ　フウマ [2] ヨコタ　マヒト

4352 馬場 風美(3) 4355 横田 真人(3)

[3] ホウマン　ヒロ [4] ナカハシ　チカラ

4354 宝満 日路(3) 4350 中橋 知良(3)

7
チョウオウチュウ

48.81
朝桜中B
[1] メカタ　リョウ [2] マツムラ　ヒサシ

4134 目片 亮(2) 4138 松村 悠志(2)

[3] オオモリ　ガイト [4] オオザワ　アオイ

4133 大森 凱斗(2) 4135 大澤 葵(2)

チュウズチュウ
DQ FS 

中主中
[1] サコダ　ワタル [2] ウカイ　リョウユウ

3210 迫田 航(2) 3209 鵜飼 良悠(2)

[3] タニザワ　カイト [4] タナカ　レント

3256 谷澤 海翔(3) 3250 田中 蓮仁(3)

DQ:失格  FS:不正スタート  

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:50



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

中学生男子4x100mR 予選 4/25 11:55 (3-2+2)
決勝 4/25 15:35 

滋賀県記録 39.99 荒木・吉岡・岡田・高知 びわスポ大 2019 西京極
39.87 須戸・小谷・中井・桐生 国体滋賀選抜 2017 ニンジニアスタジアム

滋賀県中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 双葉 2017 えがお熊本

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

Q 44.32 GR 6
コウセンカトリックチュウ

49.88 PB
日吉中 光泉カトリック中
[1] カワハラ　ヒビキ [2] イトウ　ハルト [1] ヤノ　タカノリ [2] マナベ　イツキ

116 河原 響希(2) 115 伊藤 大翔(2) 10120 矢野 貴教(3) 10122 眞部 樹(2)

[3] オクダ　ジョウ [4] フルタ　リョウヤ [3] ヒガシ　ソウア [4] クボ　アキラ

110 奥田 将生(3) 105 古田 凌也(3) 10118 東 颯蒼(3) 10119 久保 陽(3)

2
イチリツモリヤマチュウ

Q 47.06 7
リツメイカンモリヤマチュウ

54.60
市立守山中 立命館守山中
[1] ミシナ　クウゴ [2] ベップ　テツオ [1] マツナガ　シオン [2] ハシグチ　リョウタロウ

2840 三品 空吾(3) 2839 別府 哲雄(3) 11009 松永 獅恩(2) 11011 橋口 諒太郎(2)

[3] ニシアキ　ダイキ [4] イシダ　ユウト [3] ショウダ　タクロウ [4] アラホリ　ユウト

2838 西明 大樹(3) 2832 石田 悠人(3) 11013 荘田 拓郎(2) 11010 荒堀 悠斗(2)

3
チュウズチュウ

q 47.07
カタタチュウ

DQ
中主中 堅田中
[1] サコダ　ワタル [2] ウカイ　リョウユウ [1] タカハシ　ヤマト [2] オコシ　リュウヤ

3210 迫田 航(2) 3209 鵜飼 良悠(2) 2149 髙橋 大和(2) 2148 起 龍也(2)

[3] タニザワ　カイト [4] タナカ　レント [3] モリノ　ハルタ [4] コニシ　オウスケ

3256 谷澤 海翔(3) 3250 田中 蓮仁(3) 2120 森野 陽太(3) 2147 小西 欧介(2)

4
ナンゴウチュウ

q 47.54
セタキタチュウ

DNS
南郷中 瀬田北中B
[1] ババ　フウマ [2] ヨコタ　マヒト

4352 馬場 風美(3) 4355 横田 真人(3)

[3] ホウマン　ヒロ [4] ナカハシ　チカラ

4354 宝満 日路(3) 4350 中橋 知良(3)

5
チョウオウチュウ

48.24
朝桜中A
[1] タケダ　レオ [2] ノムラ　ショウノスケ

4127 竹田 伶王(3) 4124 野邑 匠之介(3)

[3] ヨコエ　マヒロ [4] オクムラ　コウキ

4126 横江 眞光(3) 4122 奥村 公貴(3)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:13



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

中学生男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
セタチュウエー

Q 47.71 6
ケンモリヤマチュウ

52.97瀬田中A 県守山中
[1] ヨシモト　ユウキ [2] イシダ　ハルヒト [1] イトウ　ハルト [2] ニシムラ　ソウマ

2568 吉本 祐貴(3) 2569 石田 遥士(3) 10717 伊藤 大翔(2) 10720 西村 颯真(2)
[3] コヤマダ　ユウキ [4] イケダ　ヒビキ [3] リュウゴ　コウヘイ [4] ミヤゾエ　トモヤ

2552 小山田 悠樹(3) 2550 池田 響(3) 10725 龍後 昊平(3) 10727 宮副 智也(3)

2
チョウオウチュウ

Q 48.17
アオヤマチュウ

DQ朝桜中B 青山中
[1] メカタ　リョウ [2] マツムラ　ヒサシ [1] フルカワ　リク [2] ハセベ　ヒロト

4134 目片 亮(2) 4138 松村 悠志(2) 10592 古川 祈空(3) 10587 長谷部 湖人(3)
[3] オオモリ　ガイト [4] オオザワ　アオイ [3] ヤマモト　キョウショウ [4] ヤマモト　ユウキ

4133 大森 凱斗(2) 4135 大澤 葵(2) 10593 山元 教生(3) 10589 山本 友輝(3)

3
マノチュウ

50.01
セタキタチュウ

DNS真野中 瀬田北中A
[1] カワムラ　ダイチ [2] オクダ　ルキ

10020 河村 大地(3) 10037 奥田 琉希(2)
[3] ツバキ　レオ [4] イガキ　ハジメ

10035 椿 怜央(2) 10022 井垣 元(3)

4
セタチュウビー

50.05
マツバラ

DNS瀬田中B 松原中
[1] トクダ　ハヤヒデ [2] ニシダ　ソウマ

2525 德田 隼秀(2) 2515 西田 蒼真(2)
[3] ナカシマ　イッシン [4] オオツ　シンノスケ

2518 中嶋 壱仁(2) 2513 大津 真之介(2)

5
コセイチュウ

50.32湖西中A
[1] マルオカ　ヤクモ [2] バンバ　ショウキ

8249 丸岡 八雲(3) 8247 馬場 樟季(3)
[3] フクダ　シュウヘイ [4] イシグロ　タイチ

8248 福田 修平(3) 8241 石黑 泰地(3)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ハチマンチュウ

Q 46.68 5
シロヤマ

49.73八幡中 城山中
[1] ヤスイ　リハク [2] コウサカ　マサアキ [1] ニシダ　ダイチ [2] カタフチ　セイヤ

1532 安居 琉珀(3) 1534 髙阪 雅晃(3) 3566 西多 大地(2) 3505 片渕 聖哉(2)
[3] フカイ　ユウスケ [4] マスダ　ソウタ [3] アラキ　レイタ [4] イトウ　マサヒロ

1540 深井 優輔(3) 1535 桝田 蒼太(3) 3563 荒木 麗太(2) 3564 伊藤 大紘(2)

2
ウチデチュウエー

Q 47.19 SB-PB 6
ウチデチュウビー

49.77打出中A 打出中B
[1] イケダ　コウ [2] ウメムラ　ショウ [1] タニザワ　タダアキ [2] コウミツ　レイメイ

301 池田 航生(3) 398 梅村 紫陽(3) 395 谷澤 忠朗(3) 304 幸光 玲明(3)
[3] カミカワ　タツロウ [4] スギモト　リョウ [3] ニシカワ　ライサク [4] ナカムラ　カイト

302 上川 達郎(3) 313 杉本 涼(3) 306 西川 雷朔(3) 393 中村 魁人(3)

3
シガラキチュウ

47.95 7
シガチュウ

50.93信楽中 志賀中
[1] オグラ　レオン [2] ウエシマ　コウシン [1] ワタナベ　ナツヤ [2] ヤスダ　アサキ

3902 小倉 礼恩(3) 3911 上嶋 煌心(2) 2202 渡辺 夏和(2) 2203 安田 旭希(2)
[3] モリカワ　エイタ [4] カワカミ　ダイチ [3] イモリ　ユウシ [4] ヒラガ　リクト

3909 森川 瑛太(2) 3910 川上 大智(2) 2243 井森 優獅(3) 2244 平賀 椋斗(3)

4
オウギチュウ

48.88 8
コセイチュウ

52.71仰木中 湖西中B
[1] ナカムラ　カイル [2] オカモト　オウスケ [1] ナカダ　フウマ [2] クロサワ　ガク

10413 中村 魁昊(3) 10421 岡本 凰佑(3) 8208 中田 風優真(2) 8223 黒澤 楽(2)
[3] オクムラ　イッサ [4] ミツイ　アラタ [3] カワムラ　ヒロト [4] タカオカ　ソウ

10412 奥村 一颯(3) 10422 光井 新汰(3) 8218 川村 洋人(2) 8224 髙岡 蒼(2)

Q:順位による通過者    GR:大会記録  q:プラスによる進出    DQ:失格  DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/04/25 22:56:13



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権女子4x100mR 予選 4/25 12:10 (3-2+2)
決勝 4/25 15:40 

滋賀県記録 46.31 南・吉田・壹岐い・壹岐あ 立命館大 2019 皇子山
45.80 池松・下村・壹岐・山中 国体滋賀選抜 2018 福井県営(9.98)

滋賀県高校記録 46.65 杉江・下村・黄瀬・林 近江兄弟社 2018 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考

1
オウミキョウダイシャコウ

47.75
近江兄弟社高
[1] カイ　ナノミ [2] オオモリ　モモコ

162 甲斐 南乃美(3) 161 大森 萌々子(3)

[3] カワウチ　ナナ [4] カツシマ　エム

172 河内 七菜(2) 166 勝嶌 笑夢(3)

2
オウミコウ

48.18
近江高
[1] ヤマグチ　ヒナタ [2] ニガ　ユイナ

69 山口 陽(3) 75 仁賀 結菜(2)

[3] シバ　チサキ [4] ジブ　アズキ

68 芝 千紗希(3) 70 治武 杏祈(3)

3
ヒコネショウセイカンコウ

48.95
彦根翔西館高
[1] ヤマグチ　ミサキ [2] オクノ　ユメ

29 山口 希咲(3) 36 奥野 由萌(3)

[3] キシモト　モエカ [4] ハブチ　リコ

49 岸本 萌香(2) 45 羽渕 梨瑚(2)

4
クサツヒガシコウ

49.21
草津東高
[1] ナカジマ　ハナヨ [2] オガ　ココハ

136 中嶋 華代(3) 143 尾賀 心葉(2)

[3] フクタニ　ワカナ [4] イシダ　チホ

138 福谷 羽奏(3) 129 石田 知穂(3)

5
リツメイカンモリヤマコウ

49.39
立命館守山高
[1] イトウ　マユ [2] キタハシ　ホナミ

243 伊藤 真優(2) 251 北橋 穂波(2)

[3] ナカジマ　サヤカ [4] カタギリ　ミナミ

246 中島 咲弥花(2) 238 片桐 美波(3)

6
オオツショウコウ

50.28
大津商高
[1] ヤマダ　ルウナ [2] ササキ　ミュウ

122 山田 瑠捺(2) 118 佐々木 美祐(2)

[3] ツルヤ　リン [4] オオハシ　ユキノ

114 鶴谷 凜(2) 125 大橋 雪乃(2)

7
ヒコネヒガシコウ

53.21
彦根東高
[1] ミツハシ　ナホ [2] フクハラ　メグミ

176 三橋 奈歩(3) 180 福原 恵実(2)

[3] カスブチ　ヒナツ [4] ナガヌマ　シホ

177 粕渕 日夏(3) 173 長沼 志帆(3)

8
トラヒメコウ

55.29
虎姫高
[1] ノムラ　ハルカ [2] アカオ　ユミカ

257 野村 遥香(3) 258 赤尾 友美佳(3)

[3] ナカムラ　ミナミ [4] アヤベ　ニコ

259 中村 陽(3) 260 綾部 仁子(3)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:57



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権女子4x100mR 予選 4/25 12:10 (3-2+2)
決勝 4/25 15:40 

滋賀県記録 46.31 南・吉田・壹岐い・壹岐あ 立命館大 2019 皇子山
45.80 池松・下村・壹岐・山中 国体滋賀選抜 2018 福井県営(9.98)

滋賀県高校記録 46.65 杉江・下村・黄瀬・林 近江兄弟社 2018 皇子山

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
リツメイカンモリヤマコウ

Q 49.87 5
ナガハマキタコウ

54.00
立命館守山高 長浜北高
[1] イトウ　マユ [2] キタハシ　ホナミ [1] フジイ　ナナエ [2] ショウジ　サリナ

243 伊藤 真優(2) 251 北橋 穂波(2) 23 藤井 菜々恵(3) 20 小路 沙里菜(3)

[3] ナカジマ　サヤカ [4] カタギリ　ミナミ [3] フクナガ　ユイ [4] クロキ　サヤカ

246 中島 咲弥花(2) 238 片桐 美波(3) 27 福永 柚依(2) 22 黒木 彩花(3)

2
オオツショウコウ

Q 50.86 6
クサツコウ

54.68
大津商高 草津高
[1] ヤマダ　ルウナ [2] ササキ　ミュウ [1] フジムラ　ナナミ [2] ミヤムラ　カホ

122 山田 瑠捺(2) 118 佐々木 美祐(2) 154 藤村 七海(2) 159 宮村 果歩(2)

[3] ツルヤ　リン [4] オオハシ　ユキノ [3] ミウラ　アイ [4] ヤマナカ　ユウミ

114 鶴谷 凜(2) 125 大橋 雪乃(2) 149 三浦 亜唯(3) 157 山中 優光(2)

3
コウセンカトリックコウ

52.30
イシヤマコウ

DNS
光泉カトリック高 石山高
[1] マスモト　リサ [2] オオニシ　リン [1] ニシカワ　メイカ [2] ミカミ　モモカ

227 増本 梨沙(2) 229 大西 凜(2) 277 西川 芽花(3) 292 三上 桃果(2)

[3] カワバタ　ノン [4] クラタ　レナ [3] イナバ　チナ [4] イシカワ　リンナ

226 川端 穏(2) 228 倉田 怜奈(2) 329 稲葉 千菜(2) 278 石川 鈴菜(3)

4
ヒエイザンコウ

52.91
比叡山高
[1] ヤブカミ　サツキ [2] ナカガワ　アユミ

13 藪上 紗月(2) 3 中川 歩実(3)

[3] ヤマモト　アヤメ [4] ヒカサ　ミズキ

11 山本 あやめ(2) 8 日笠 瑞希(3)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
オウミキョウダイシャコウ

Q 48.32 5
ミナクチコウ

53.05
近江兄弟社高 水口高
[1] カイ　ナノミ [2] オオモリ　モモコ [1] キタムラ　エレナ [2] ムラノ　スズハ

162 甲斐 南乃美(3) 161 大森 萌々子(3) 101 北村 笑叶(3) 1028 村野 涼葉(1)

[3] カワウチ　ナナ [4] カツシマ　エム [3] イセヤ　カナ [4] メカタ　ミチコ

172 河内 七菜(2) 166 勝嶌 笑夢(3) 100 伊勢谷 可奈(3) 105 目片 美知子(2)

2
クサツヒガシコウ

Q 50.05 6
コウセイコウ

55.63
草津東高 甲西高
[1] ナカジマ　ハナヨ [2] オガ　ココハ [1] ミヤジマ　ミライ [2] ヤマダ　マユカ

136 中嶋 華代(3) 143 尾賀 心葉(2) 222 宮島 未来(2) 224 山田 真有佳(2)

[3] フクタニ　ワカナ [4] イシダ　チホ [3] コバタ　ミユ [4] コヤマ　モモカ

138 福谷 羽奏(3) 129 石田 知穂(3) 219 木場田 美優(3) 220 小山 萌々香(3)

3
ヒコネヒガシコウ

q 50.32 7
オオツコウ

57.04
彦根東高 大津高
[1] ミツハシ　ナホ [2] センダ　マコ [1] オカダ　サクラ [2] オキ　チヒロ

176 三橋 奈歩(3) 174 千田 真瑚(3) 270 岡田 さくら(2) 268 沖 千裕(2)

[3] フクハラ　メグミ [4] ナカタニ　ココア [3] カトウ　アユ [4] ショウノ　フウカ

180 福原 恵実(2) 178 中谷 心愛(3) 265 加藤 愛結(3) 267 庄野 風佳(3)

4
トラヒメコウ

q 50.49 PB
虎姫高
[1] ノムラ　ハルカ [2] アカオ　ユミカ

257 野村 遥香(3) 258 赤尾 友美佳(3)

[3] ナカムラ　ミナミ [4] アヤベ　ニコ

259 中村 陽(3) 260 綾部 仁子(3)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:23



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権女子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
オウミコウ

Q 49.18 5
ヨウカイチコウ

55.72近江高 八日市高
[1] ニガ　ユイナ [2] ヤマグチ　ヒナタ [1] クリバヤシ　ユリ [2] ツジ　ユカリ

75 仁賀 結菜(2) 69 山口 陽(3) 83 栗林 佑里(2) 80 辻 由香理(3)
[3] シバ　チサキ [4] ジブ　アズキ [3] タガシラ　リサ [4] サナダ　モモカ

68 芝 千紗希(3) 70 治武 杏祈(3) 85 田頭 里紗(2) 77 眞田 桃花(3)

2
ヒコネショウセイカンコウ

Q 49.65
ミナクチヒガシコウ

DNS彦根翔西館高 水口東高
[1] ヤマグチ　ミサキ [2] オクノ　ユメ

29 山口 希咲(3) 36 奥野 由萌(3)
[3] キシモト　モエカ [4] ハブチ　リコ

49 岸本 萌香(2) 45 羽渕 梨瑚(2)

3
ハチマンショウコウ

53.22
イシベコウ

DNS八幡商高 石部高
[1] スギモト　コト [2] アンサイ　コノハ

323 杉本 心都(2) 317 安齋 来花(2)
[3] カノウ　リサ [4] ニシカワ　ミユ

314 加納 吏紗(3) 316 西川 美優(2)

4
モリヤマコウ

55.59守山高
[1] キノシタ　ヒナタ [2] ノムラ　クルミ

299 木下 ひなた(3) 302 野村 くるみ(2)
[3] シラハセ　ユキネ [4] キタガワ　ユツキ

298 白波瀬 優音(3) 300 北川 優月(3)

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/04/25 22:56:23



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権女子4x400mR 予選 4/25  9:30 (3-2+2)
決勝 4/25 16:35 

滋賀県記録 3:50.99 宮地・渡邉・山本・新海 草津東高 2018 皇子山
滋賀県高校記録 3:50.99 宮地・渡邉・山本・新海 草津東 2018 皇子山
大会記録 3:54.74 山本・渡邊・宮地・新海 草津東高 2018 皇子山

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考

1
クサツヒガシコウ

3:57.52
草津東高
[1] ナカジマ　ハナヨ [2] ニシダ　ユリ

136 中嶋 華代(3) 1012 西田 有里(1)

[3] イシダ　チホ [4] ナカエ　リコ

129 石田 知穂(3) 132 中江 莉子(3)

2
リツメイカンモリヤマコウ

4:02.84
立命館守山高
[1] カタギリ　ミナミ [2] キタハシ　ホナミ

238 片桐 美波(3) 251 北橋 穂波(2)

[3] イトウ　マユ [4] ナカジマ　サヤカ

243 伊藤 真優(2) 246 中島 咲弥花(2)

3
ヒコネショウセイカンコウ

4:04.96
彦根翔西館高
[1] フルノ　ウララ [2] ヨシダ　ソラカ

40 古野 うらら(3) 33 吉田 空叶(3)

[3] カツミ　ミク [4] カワサキ　イロハ

48 勝見 実久(2) 47 川﨑 彩葉(2)

4
ヒコネヒガシコウ

4:15.13
彦根東高A
[1] センダ　マコ [2] カスブチ　ヒナツ

174 千田 真瑚(3) 177 粕渕 日夏(3)

[3] ミツハシ　ナホ [4] ナカタニ　ココア

176 三橋 奈歩(3) 178 中谷 心愛(3)

5
オオツショウコウ

4:15.32
大津商高
[1] ササキ　ミュウ [2] ツルヤ　リン

118 佐々木 美祐(2) 114 鶴谷 凜(2)

[3] イノウエ　ミライ [4] オオハシ　ユキノ

123 井上 未来(2) 125 大橋 雪乃(2)

6
トラヒメコウ

4:21.39
虎姫高
[1] ナカムラ　ミナミ [2] アカオ　ユミカ

259 中村 陽(3) 258 赤尾 友美佳(3)

[3] ノムラ　ハルカ [4] アヤベ　ニコ

257 野村 遥香(3) 260 綾部 仁子(3)

7
ハチマンショウコウ

4:26.06
八幡商高
[1] カノウ　リサ [2] カワウチ　サクラ

314 加納 吏紗(3) 322 河内 さくら(2)

[3] アンサイ　コノハ [4] コダマ　カホ

317 安齋 来花(2) 320 小玉 果歩(2)

8
イシヤマコウ

4:26.51
石山高
[1] ミカミ　モモカ [2] カワムラ　ヒカル

292 三上 桃果(2) 282 川村 ひかる(3)

[3] ヤマナカ　アヤカ [4] ニシダ　チヅル

280 山中 彩花(3) 283 西田 千鶴(3)

リスト出力日時 2021/04/25 22:57:09



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権女子4x400mR 予選 4/25  9:30 (3-2+2)
決勝 4/25 16:35 

滋賀県記録 3:50.99 宮地・渡邉・山本・新海 草津東高 2018 皇子山
滋賀県高校記録 3:50.99 宮地・渡邉・山本・新海 草津東 2018 皇子山
大会記録 3:54.74 山本・渡邊・宮地・新海 草津東高 2018 皇子山

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
クサツヒガシコウ

Q 4:02.00 5
ナガハマキタコウ

4:39.65
草津東高 長浜北高
[1] ノヨリ　ナナコ [2] ニシダ　ユリ [1] クロキ　サヤカ [2] フジイ　ナナエ

146 野寄 七菜子(2) 1012 西田 有里(1) 22 黒木 彩花(3) 23 藤井 菜々恵(3)

[3] イシダ　チホ [4] ナカエ　リコ [3] キタムラ　ヒカル [4] ハシモト　マコ

129 石田 知穂(3) 132 中江 莉子(3) 24 北村 日香留(3) 21 橋本 愛子(3)

2
ヒコネヒガシコウ

Q 4:13.93 6
ミナクチコウ

4:42.79
彦根東高A 水口高
[1] ミツハシ　ナホ [2] カスブチ　ヒナツ [1] キタムラ　エレナ [2] ニワ　エリカ

176 三橋 奈歩(3) 177 粕渕 日夏(3) 101 北村 笑叶(3) 102 丹羽 恵利花(3)

[3] センダ　マコ [4] カワカミ　モエ [3] アカザワ　ナオ [4] メカタ　ミチコ

174 千田 真瑚(3) 183 川上 萌愛(2) 106 赤澤 七緒(2) 105 目片 美知子(2)

3
オウミキョウダイシャコウ

4:26.08
ミナクチヒガシコウ

DNS
近江兄弟社高 水口東高
[1] アキタ　ミレイ [2] オオモリ　ナナコ

169 秋田 実怜(2) 160 大森 菜々子(3)

[3] トミザワ　チサキ [4] モリモト　アンリ

171 富澤 知咲(2) 163 森本 杏麗(3)

4
アドガワコウ

4:27.12
安曇川高
[1] ミタニ　ユズハ [2] サカオ　アリサ

195 三谷 柚葉(2) 197 坂尾 有咲(2)

[3] アオイ　ミク [4] カナタニ　アユミ

194 青井 未来(2) 196 金谷 歩美(2)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
リツメイカンモリヤマコウ

Q 4:15.56 5
モリヤマコウ

4:27.39
立命館守山高 守山高
[1] イトウ　マユ [2] ナカジマ　サヤカ [1] キノシタ　ヒナタ [2] ニシダ　ミユ

243 伊藤 真優(2) 246 中島 咲弥花(2) 299 木下 ひなた(3) 297 西田 深結(3)

[3] キタハシ　ホナミ [4] ナカモト　ユヅキ [3] オグラ　ユウ [4] コイ　ミナミ

251 北橋 穂波(2) 248 中本 結月(2) 303 小倉 優羽(2) 305 小井 みなみ(2)

2
イシヤマコウ

Q 4:21.76 6
オオツコウ

4:43.94
石山高 大津高
[1] ミカミ　モモカ [2] カワムラ　ヒカル [1] オカダ　サクラ [2] ショウノ　フウカ

292 三上 桃果(2) 282 川村 ひかる(3) 270 岡田 さくら(2) 267 庄野 風佳(3)

[3] ヤマナカ　アヤカ [4] ニシダ　チヅル [3] カマダ　ナホ [4] カトウ　アユ

280 山中 彩花(3) 283 西田 千鶴(3) 269 鎌田 南帆(2) 265 加藤 愛結(3)

3
ハチマンショウコウ

q 4:23.16
イシベコウ

DNS
八幡商高 石部高
[1] カノウ　リサ [2] カワウチ　サクラ

314 加納 吏紗(3) 322 河内 さくら(2)

[3] アンサイ　コノハ [4] コダマ　カホ

317 安齋 来花(2) 320 小玉 果歩(2)

4
ヒエイザンコウ

4:25.21
比叡山高
[1] ナカガワ　アユミ [2] ヒカサ　ミズキ

3 中川 歩実(3) 8 日笠 瑞希(3)

[3] ヤマモト　アヤメ [4] ヤブカミ　サツキ

11 山本 あやめ(2) 13 藪上 紗月(2)

リスト出力日時 2021/04/25 22:55:49



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

選手権女子4x400mR
〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒコネショウセイカンコウ

Q 4:09.86 4
ヒコネヒガシコウ

4:29.62彦根翔西館高 彦根東高B
[1] フルノ　ウララ [2] カツミ　ミク [1] フクハラ　メグミ [2] スズキ　リオ

40 古野 うらら(3) 48 勝見 実久(2) 180 福原 恵実(2) 181 鈴木 理央(2)
[3] カワサキ　イロハ [4] ハブチ　リコ [3] ホリベ　ハルカ [4] ナガヌマ　シホ

47 川﨑 彩葉(2) 45 羽渕 梨瑚(2) 182 堀部 遥香(2) 173 長沼 志帆(3)

2
オオツショウコウ

Q 4:09.97 5
ヨウカイチコウ

4:36.51大津商高 八日市高
[1] ササキ　ミュウ [2] ツルヤ　リン [1] タガシラ　リサ [2] サナダ　モモカ

118 佐々木 美祐(2) 114 鶴谷 凜(2) 85 田頭 里紗(2) 77 眞田 桃花(3)
[3] オオハシ　ユキノ [4] イノウエ　ミライ [3] ツジ　ユカリ [4] クリバヤシ　ユリ

125 大橋 雪乃(2) 123 井上 未来(2) 80 辻 由香理(3) 83 栗林 佑里(2)

3
トラヒメコウ

q 4:19.12
ハチマンコウ

DNS虎姫高 八幡高
[1] ナカムラ　ミナミ [2] アカオ　ユミカ

259 中村 陽(3) 258 赤尾 友美佳(3)
[3] ノムラ　ハルカ [4] アヤベ　ニコ

257 野村 遥香(3) 260 綾部 仁子(3)

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/04/25 22:55:49



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

中学生女子4x100mR 予選 4/25 11:40 (3-2+2)
決勝 4/25 15:30 

滋賀県記録 46.31 南・吉田・壹岐い・壹岐あ 立命館大 2019 皇子山
45.80 池松・下村・壹岐・山中 国体滋賀選抜 2018 福井県営(9.98)

滋賀県中学記録 47.69 福林・壹岐・阪田・前田 南郷 2014 丸亀

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考

1
タカホチュウ

51.56 PB
高穂中
[1] ムラタ　メイ [2] クスノキ　ナナ

7551 村田 萌衣(2) 7536 楠 奈那(3)

[3] ヤマナカ　マコト [4] モリイ　サツキ

7537 山中 真琴(3) 7532 森井 彩月(3)

2
ヒヨシチュウ

51.79
日吉中
[1] ミナグチ　ナミ [2] トクナガ　シュウカ

120 水口 奈美(3) 123 德永 柊花(3)

[3] トモダ　ヒトカ [4] コンドウ　ミユ

124 友田 一花(3) 121 近藤 美優(3)

3
ナンゴウチュウ

53.76
南郷中
[1] コマムラ　ユウナ [2] ツモト　エイカ

4301 駒村 優波(2) 4303 津本 瑛夏(2)

[3] ハマダ　カリン [4] シミズ　ユノ

4357 濱田 夏凜(3) 4355 清水 由埜(3)

4
シガチュウエー

53.85
志賀中A
[1] サワイ　ナツキ [2] コタニ　ナナ

2248 澤井 夏希(3) 2201 小谷 菜々(2)

[3] イノグチ　ララ [4] タナベ　ユキノ

2250 井ノ口 らら(3) 2245 田邉 雪乃(3)

5
アオヤマチュウ

54.32
青山中
[1] タキ　ハルナ [2] コハラ　カスミ

10566 多喜 暖菜(3) 10565 小原 香純(3)

[3] アサダ　ノイ [4] ハラ　アオイ

10567 浅田 乃唯(3) 10572 原 碧唯(3)

6
イチリツモリヤマチュウ

54.47
市立守山中
[1] ウメカゲ　マコト [2] トクナガ　ニイナ

2817 梅景 愛琴(2) 2818 德永 虹花(2)

[3] サエキ　ネネ [4] ニシダ　サコ

2813 佐伯 寧音(3) 2815 西田 咲心(3)

7
オウジヤマチュウ

54.49
皇子山中
[1] タナカ　ミナミ [2] タカヤマ　ミユ

245 田中 南実(3) 257 高山 未優(2)

[3] マツイ　ユイ [4] ヤスダ　メイ

253 松井 唯(3) 258 安田 芽唯(2)

8
ケンモリヤマチュウ

55.35
県守山中
[1] カゲイ　ナオ [2] モロキ　ヒナタ

10709 影井 菜桜(2) 10712 諸木 陽菜紗(2)

[3] オノデラ　モモコ [4] サイウチ　ノノ

10706 小野寺 桃子(3) 10710 齊内 愛音(2)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:45



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

中学生女子4x100mR 予選 4/25 11:40 (3-2+2)
決勝 4/25 15:30 

滋賀県記録 46.31 南・吉田・壹岐い・壹岐あ 立命館大 2019 皇子山
45.80 池松・下村・壹岐・山中 国体滋賀選抜 2018 福井県営(9.98)

滋賀県中学記録 47.69 福林・壹岐・阪田・前田 南郷 2014 丸亀

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ナンゴウチュウ

Q 53.67 5
セタチュウビー

54.40
南郷中 瀬田中B
[1] コマムラ　ユウナ [2] ツモト　エイカ [1] ナカニシ　メグミ [2] コマツ　マユ

4301 駒村 優波(2) 4303 津本 瑛夏(2) 2529 中西 萌望(2) 2519 小松 真優(2)

[3] ハマダ　カリン [4] シミズ　ユノ [3] ウエノ　ヒナタ [4] トヤオ　カナデ

4357 濱田 夏凜(3) 4355 清水 由埜(3) 2515 上野 陽葵(2) 2521 鳥屋尾 奏(2)

2
イチリツモリヤマチュウ

Q 54.26 6
カラサキチュウビイ

55.61
市立守山中 唐崎中B
[1] ウメカゲ　マコト [2] トクナガ　ニイナ [1] ヤマダ　カリノ [2] ムカイ　サキノ

2817 梅景 愛琴(2) 2818 德永 虹花(2) 9015 山田 カリノ(2) 9014 向井 咲乃(2)

[3] サエキ　ネネ [4] ニシダ　サコ [3] コトウゲ　ミサキ [4] ワタナベ　ハナ

2813 佐伯 寧音(3) 2815 西田 咲心(3) 9013 小峠 美彩紀(2) 9012 渡邉 花(2)

3
オウジヤマチュウ

q 54.30 7
シガチュウビー

56.45
皇子山中 志賀中B
[1] タナカ　ミナミ [2] タカヤマ　ミユ [1] アンドウ　ヒナタ [2] キノシタ　チサ

245 田中 南実(3) 257 高山 未優(2) 2208 安藤 ひなた(2) 2260 木下 千彩(3)

[3] マツイ　ユイ [4] ヤスダ　メイ [3] ミナミ　キワ [4] イノウエ　トモ

253 松井 唯(3) 258 安田 芽唯(2) 2255 南 希和(3) 2204 井上 朋(2)

4
チュウズチュウ

54.38 8
カラサキチュウエイ

59.73
中主中 唐崎中A
[1] タナカ　ミク [2] ヤマモト　ウタ [1] タカダ　アカリ [2] カラカワ　ハルカ

3241 田中 美空(3) 3243 山本 詩(3) 9010 髙田 あかり(3) 9009 辛川 はるか(3)

[3] オクムラ　ユウリ [4] タナカ　ヒサキ [3] カマダ　ハルノ [4] イケバタ　ユウカ

3240 奥村 友莉(3) 3244 田中 百咲(3) 9011 鎌田 暖乃(3) 9008 池端 優香(3)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
タカホチュウ

Q 51.37 6
コセイチュウ

57.89
高穂中 湖西中
[1] ムラタ　メイ [2] クスノキ　ナナ [1] タカギ　エリコ [2] アダチ　カホ

7551 村田 萌衣(2) 7536 楠 奈那(3) 8230 高木 笑梨子(2) 8217 足立 花帆(2)

[3] ヤマナカ　マコト [4] モリイ　サツキ [3] カミジョウ　ユウカ [4] オオクボ　ミナ

7537 山中 真琴(3) 7532 森井 彩月(3) 8223 上條 優花(2) 8218 大久保 美奈(2)

2
ヒヨシチュウ

Q 51.90 7
ハチマンチュウ

57.95
日吉中 八幡中
[1] ミナグチ　ナミ [2] トクナガ　シュウカ [1] コニシ　ユヅキ [2] ダケヤ　ユリ

120 水口 奈美(3) 123 德永 柊花(3) 1531 小西 優月(3) 1533 嵩谷 友里(3)

[3] トモダ　ヒトカ [4] コンドウ　ミユ [3] ニシカワ　ミク [4] マンノ　ミサト

124 友田 一花(3) 121 近藤 美優(3) 1532 西川 未来(3) 1509 万野 心聖(2)

3
アオヤマチュウ

q 54.06
セタキタチュウ

DNS
青山中 瀬田北中A
[1] アゴウ　コハク [2] コハラ　カスミ

10570 吾郷 湖珀(3) 10565 小原 香純(3)

[3] アサダ　ノイ [4] ハラ　アオイ

10567 浅田 乃唯(3) 10572 原 碧唯(3)

4
アオヤマチュウ

55.12
オウギチュウ

DNS
青山中 仰木中
[1] イシイ　サキノ [2] ナカハラ　モモコ

10576 石井 咲乃(2) 10580 中原 桃子(2)

[3] マツヤマ　シュリ [4] キムラ　マオ

10582 松山 珠里(2) 10578 木村 真緒(2)

5
ハチマンニシチュウ

55.53
八幡西中
[1] ナカニシ　ユナ [2] サイトウ　モモカ

1717 中西 結菜(3) 1719 齋藤 百夏(3)

[3] シンドウ　リン [4] ミサキ　カノン

1716 進藤 凛(3) 1718 三﨑 叶夢(3)

リスト出力日時 2021/04/25 22:56:05



第38回滋賀県リレーカーニバル[21250001]
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040]

中学生女子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
シガチュウエー

Q 53.07 6
ウチデチュウビー

57.25志賀中A 打出中B
[1] サワイ　ナツキ [2] コタニ　ナナ [1] カワサキ　マイ [2] サナダ　カナ

2248 澤井 夏希(3) 2201 小谷 菜々(2) 328 川嵜 真衣(2) 323 真田 佳奈(2)
[3] イノグチ　ララ [4] タナベ　ユキノ [3] イトウ　リンカ [4] マツカワ　ハルナ

2250 井ノ口 らら(3) 2245 田邉 雪乃(3) 331 伊東 鈴華(2) 321 松川 暖奈(2)

2
ケンモリヤマチュウ

Q 54.94
リツメイカンモリヤマチュウ

DNF県守山中 立命館守山中
[1] カゲイ　ナオ [2] モロキ　ヒナタ [1] マエヤマ　ミホ [2] オカヤマ　ユウ

10709 影井 菜桜(2) 10712 諸木 陽菜紗(2) 11012 前山 実歩(2) 11011 岳山 由宇(2)
[3] オノデラ　モモコ [4] サイウチ　ノノ [3] マツウラ　イマリ [4] タナカ　ミホ

10706 小野寺 桃子(3) 10710 齊内 愛音(2) 11008 松浦 衣茉莉(3) 11007 田中 美帆(3)

3
ウチデチュウエー

55.07 SB-PB
セタキタチュウ

DNS打出中A 瀬田北中B
[1] トオヤマ　シオリ [2] カタヤ　ユイナ

315 遠山 詩織(3) 325 片矢 結菜(2)
[3] イトウ　ヒマリ [4] ミヤオ　アイリ

327 伊藤 妃莉(2) 316 宮尾 愛里(3)

4
セタチュウエー

55.46
マツバラ

DNS瀬田中A 松原中
[1] ヒゴ　イロハ [2] ホリウチ　リサ

2503 肥後 彩羽(3) 2512 堀内 莉咲(3)
[3] テライ　スミカ [4] マツモト　ノゾミ

2510 寺井 澄夏(3) 2507 松本 望美(3)

5
シロヤマ

56.72城山中
[1] ヤマグチ　ヒヨリ [2] タニグチ　ユズナ

3541 山口 ひより(3) 3539 谷口 柚奈(3)
[3] ナカガワ　レナ [4] ホリ　ミサト

3546 中川 麗菜(2) 3548 堀 美聖(2)

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  DNF:途中棄権  
リスト出力日時 2021/04/25 22:56:05
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