
大会名 決勝記録一覧表 期日  2022年8月7日

29歳以下 10"53 寺岡　楓馬 10"61 内記　拓哉 10"66 伊藤　大和 10"80 飯野　友哉 10"95 花谷　瑞樹 10"96 上村　駿介 10"98 野崎　龍海 14"68 城野　有希
近江八幡 栗東 草津 大津 湖南 甲賀 甲賀 守山

30歳以上 11"61 金崎  広司 11"71 石川　貴規 11"95 一番ケ瀬　玲 12"12 田中　良和 12"27 山田　達也 12"39 梅木　康孝 12"52 花木　貴弘 13"59 中村　進平
守山 草津 大津 長浜 草津 湖南 東近江 甲賀

40歳以上 11"61 安井　章泰 11"85 種子田　諭 12"37 辻芝　悟 12"76 加藤　正幸 12"83 對島　宏受 12"92 宇野　進二 13"51 中村　忠
近江八幡 東近江 守山 東近江 大津 大津 長浜

50歳以上 12"11 横江　良浩 12"48 高見　豊 12"99 荒川　健 13"40 田中　宏明 13"46 西川　克己 13"68 井上　良一 14"57 伊藤　毅 14"74 稗　清孝
草津 大津 草津 甲賀 湖南 東近江 守山 野洲

400m 48"85 琴寄　春仁 50"48 山本　剛士 50"72 橘　周平 51"67 石塚　友貴 52"19 松村　翔 53"95 渡邉　有紀 55"83 三木　諭 1'04"28 稗　清孝
東近江 彦根 甲賀 近江八幡 近江八幡 東近江 甲賀 野洲

800m 2'02"65 小林　和輝 2'03"86 岩田　直人 2'06"30 松宮　賢人 2'06"96 伴　遼典 2'19"85 萬谷　彰文 2'20"32 苫本　博志
栗東 大津 東近江 甲賀 湖南 長浜

39歳以下 9'02"51 山本　采矢 9'03"00 中川　清矢 9'16"01 大辻　夏樹 9'19"84 岩田　直人 9'22"70 清水　良太 9'26"07 川村　好平 9'37"36 永田　祐樹 9'59"46 中森　智也
大津 長浜 近江八幡 大津 甲賀 長浜 彦根 甲賀

40歳以上 9'21"44 下村　悟 10'00"82 伊藤　博昭 10'02"82 黒木　慎吾 10'31"92 西村　孝義 10'36"57 木村　将弘 10'39"48 石山　典正 10'47"29 中島　洋 10'53"16 井上　努
近江八幡 栗東 湖南 守山 大津 東近江 大津 蒲生

年齢別 44"50 横江　弘貴 44"50 宇野　進平 46"30 河岸　優吾 46"85 芝辻　悟 50"90 苫本　博志 54"84 図子　浩次
横江　良浩 一番ケ瀬　玲 種子田　友哉 金崎　宏司 中村　忠 曽羽　道明
石川　貴規 對島　宏受 花木　貴弘 城野　有希 中川　清次 松尾　博幸
伊藤　大和 飯野　友哉 井上　悠斗 安岡　大生 田中　良和 北西　正樹

草津 大津 東近江 守山 長浜 蒲生
42"33 荻野　海翔 42"90 上村　駿介 43"36 石塚　春輝 43"81 松岡　浩光

堀口　龍生 野崎　龍海 寺岡　楓馬 山添　晴輝
西田　涼平 橘　周平 松村　翔 三野　瞳真
琴崎　晴仁 田中　颯 池上　英徳 尾崎　瞭

東近江 甲賀 近江八幡 大津
走高跳 2m05 荻野  海翔 2ｍ00 富田　惇史 1ｍ95 佐藤　龍一 1ｍ95 大川　海翔 1ｍ95 西田　涼平 1ｍ90 松平　佑介 1ｍ90 三野　瞳真 1ｍ85 佐藤　龍一

東近江 近江八幡 長浜 甲賀 東近江 彦根 大津 長浜
走幅跳 7m21 城野  有希 6ｍ62 堀口　龍生 6ｍ42 中西　漣 6ｍ41 森　善哉 6ｍ28 伊藤　大和 6ｍ18 上村　駿介 5ｍ59 岩崎　裕太 5ｍ52 宇野　進二

守山 東近江 東近江 長浜 草津 甲賀 野洲 大津
39歳以下 12m28 渋谷　航平 12ｍ17 湯上　善之 11ｍ64 井上　夢大 10ｍ89 藤嶋　尚生 9ｍ70 安在　森祐 8ｍ96 安岡　大生

彦根 長浜 近江八幡 東近江 甲賀 守山
40歳以上 10m20 長谷部慎吾 9ｍ92 谷口　弦太 9ｍ57 鶴山　泰典 8ｍ64 丸山　直輝　 8ｍ39 田中　剛彦 8ｍ35 加納　誠

大津 湖南 甲賀 東近江 東近江 守山
50歳以上 9ｍ81 中西　英揮 9ｍ15 荒川　健 9ｍ10 曽羽　道明 8ｍ99 築山　泰洋 8ｍ70 岡本　作重 8ｍ59 山田　直和 8ｍ48 疋田　淳二 8ｍ11 坂田　一保

近江八幡 草津 蒲生 湖南 大津 犬上 長浜 東近江
円盤投 40ｍ39 井上　夢大 34ｍ15 渋谷　航平 33ｍ76 安岡　大生 31ｍ48 湯上　善之 29ｍ33 長谷部　慎吾 29ｍ17 澤村　卓也 28ｍ50 谷口　弦太 28ｍ37 安在　森祐

近江八幡 彦江 守山 長浜 大津 東近江 湖南 甲賀

153点 大津 145点 東近江 113点 守山 83点 長浜 79点 近江八幡 75点 甲賀 51点 草津 45点 湖南

注：この大会は公認大会ではありません

天候 気温 湿度 風向 風速

晴 31℃ 62% 北西 1.5m/s
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