
日付 種目

同志社大 41.19 HST 41.42 比叡山高A 41.85 彦根翔西館高 42.68 膳所高A 42.73 草津東高 43.14 城西大 43.18 立命館守山高 50.08

上村　駿介(3) 押谷　真鈴 森　宥誠(2) 丸山　拓洋(3) 山本　泰平(3) 柴田　怜人(3) 辻堂　悠斗(1) 今岡　遥仁(3)

野﨑　龍海(2) 内記　拓哉 青西　勇樹(3) 平原　壮真(2) 小嶋　洸央(3) 松波　育実(3) 丸山　将矢(1) 堀　航太朗(3)

藤居　儀史(2) 石塚　春輝 冨田　悠斗(3) 森　泰成(2) 中川　朝陽(3) 畑中　悠希(2) 椎野　翔太(1) 今在家　直暉(3)

伊藤　大和(4) 松村　翔 井上　健士郎(2) 岸村　心渉(2) 小木曽　陽斗(3) 辻本　悠真(2) 椎野　隆介(3) 東　誠樹(3)

比叡山高A 3:21.92 立命館守山高 3:22.44 彦根翔西館高 3:25.71 膳所高A 3:27.80 石部高 3:28.28 草津東高 3:28.51 米原高 3:29.07 大津商高 3:29.14

保正　和希(2) 東　誠樹(3) 伊藤　創(2) 山本　泰平(3) 進藤　盛太(2) 松波　育実(3) 湯坐　賢太郎(3) 堀切　拓真(3)

井上　健士郎(2) 堀　航太朗(3) 大塚　耀斗(3) 髙井　創治(3) 井川　羽琉(2) 川路　竜平(3) 清水　大輔(3) 渡久地　來威(3)

冨田　悠斗(3) 佐野　優良(2) 平原　壮真(2) 小嶋　洸央(3) 東山　結心(3) 辻本　悠真(2) 近藤　颯太(3) 三塩　雄斗(3)

青西　勇樹(3) 今在家　直暉(3) 岸村　心渉(2) 中川　朝陽(3) 江川　翔也(3) 畑中　悠希(2) 渡邊　吉基(3) 中西　柊樹(2)

立命館守山高 48.13 草津東高A 49.00 彦根翔西館高 49.31 大津商高A 49.45 園田女子大 49.80 近江兄弟社高 50.71 草津東高B 51.46 石部高 52.79

伊藤　真優(3) 宮田　杏衣(3) 川瀬　希望(2) 鶴谷　凜(3) 福林　春香(4) 西田　深保(3) 山本　ほのか(2) 山本　琴花(3)

前田　光希(3) 岩岸　楓(2) 木下　凛(2) 佐々木　美祐(3) 大森　萌々子(1) 富澤　知咲(3) 石川　優空(2) 福林　愛理(3)

北橋　穂波(3) 野寄　七菜子(3) 羽渕　梨瑚(3) 西村　美波(2) 岸本　冬羽(1) 眞野　泉美(2) 尾賀　心葉(3) 寺田　真菜(2)

芦田　凜々子(3) 辻　杏樹(3) 安井　咲貴(2) 山田　瑠捺(3) 木村　こころ(3) 秋田　実怜(3) 西田　有里(2) 林　優里(2)

草津東高A 3:52.37 立命館守山高 3:55.85 彦根翔西館高 4:04.63 草津東高B 4:11.46 比叡山高 4:15.67 虎姫高 4:16.17 石部高 4:25.52

野寄　七菜子(3) GR 中島　咲弥花(3) 勝見　実久(3) 石川　優空(2) 森　咲楽(1) 作本　真里奈(3) 福林　愛理(3)

辻　杏樹(3) 北橋　穂波(3) 木下　凛(2) 山本　ほのか(2) 藪上　紗月(3) 千田　梨央(3) 髙井　瑞華(3)

西田　有里(2) 伊藤　真優(3) 川瀬　希望(2) 木村　結菜(3) 西田　咲心(1) 小林　千里(2) 寺田　真菜(2)

岩岸　楓(2) 前田　光希(3) 髙橋　優空(2) 尾賀　心葉(3) 山本　あやめ(3) 大谷　心優(2) 林　優里(2)

日吉中 44.57 信楽中 45.61 水口中 46.15 守山北中 46.56 瀬田北中 46.73 彦根中 47.30 瀬田中A 48.04 甲西中 49.33

林　碧海(3) 内田　裕斗(3) 平岡　侑大(3) 岡田　優飛(2) 伊東　侑良(3) 髙島　優仁(2) 青山　悠一(2) 小林　太志(2)

山本　悠一郎(3) 上嶋　煌心(3) 山根　仁嵐(3) 安藤　翔也(2) 坪内　佑醐(3) 石原　琉聖(2) 德田　隼秀(3) 向井　朋央(3)

河原　響希(3) 森川　瑛太(3) 竹山　湊(3) 窪田　友真(3) 勝見　武尊(3) 岡崎　輝(3) 大津　真之介(3) 田中　寛人(2)

伊藤　大翔(3) 川上　大智(3) 松本　大雅(3) 島田　絢都(3) 和多田　響(3) 大岡　颯祐(3) 西田　蒼真(3) 井之口　太一(3)

南郷中 52.91 日吉中 53.10 立命館守山中 53.26 高穂中 53.33 志賀中 53.83 守山北中 54.29 野洲中 54.61 打出中 55.30

駒村　優波(3) 岩坂　まひな(3) 小守　玲愛(2) 吉見　沙樹(3) 星野　ゆり(2) 成田　楓(2) 川崎　愛友(3) 片矢　結菜(3)

津本　瑛夏(3) 松井　咲歩(2) 岳山　由宇(3) 飛川　莉凜(2) 安藤　ひなた(3) 松本　栞那(2) 温井　歩実(3) 真田　佳奈(3)

上野　優実(2) 大澤　日愛(3) 前山　実歩(3) 村田　萌衣(3) 仁賀　柑奈(3) 北村　華穏(3) 大井　明音(3) 伊藤　妃莉(3)

松田　葵(2) 山田　莉子(3) 新　咲来(3) 中村　真希(2) 小谷　菜々(3) 中川　彩来(3) 矢野　あんず(3) 蒔田　涼風(2)

GR:大会記録  

中学生男子 4月24日 4x100mR

中学生女子 4月24日 4x100mR

選手権女子 4月24日 4x100mR

4月24日 4x400mR

7位 8位

選手権男子 4月24日 4x100mR

3位 4位 5位 6位

皇子山総合運動公園陸上競技場

4月24日 4x400mR

1位 2位

記録主任 松岡　遼
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競技会名
滋賀県リレーカーニバル
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