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2025滋賀国スポ陸上競技天皇杯入賞を目指して 

  一般財団法人滋賀陸上競技協会 

                              専務理事   坂   一 郎 

 

 「2022いちご一会とちぎ国体」天皇杯 9位、皇后杯6位という素晴らしい成績に対しまして関係各位のみなさ

ま、心からご苦労様でした。特に、強化に携わっていただいているコーチの皆様には、大変お世話になりありが

とうございました。成年女子４００ｍHの山本亜美選手・少年男子 Aやり投げの谷口大翔選手・少年女子 A８００

ｍの西田有里選手の優勝をはじめ滋賀県記録 4 種目の樹立という成績を残す結果となり、およそ 40 年前に開催

された「びわこ国体」以来の成績となりました。 

 さて、このうれしさも「2025滋賀国スポ」での活躍を考えると「やっとスタート地点に立った」ところと考え

ることが通常でしょう。 

 少年の部は2023年度県内高校 1年生が主役になります。高校の顧問の先生方には、インターハイ・国スポで活

躍できる生徒の輩出をお願いするところです。また、成年の部においては、2025滋賀国スポの競技種目の確認を

しながら、現有勢力の維持と更なる競技力の向上を求めていかなければなりません。 

 滋賀国スポで天皇杯入賞をめざす本協会としまして、人(選手)、人(指導者・コーチ)、金（強化費）の 3つが

作用すれば、目標に到達できると確信をしています。 

 陸上競技に関係するすべてのみなさまが「ベストを尽くす」ことを期待しています。 

 

【 強化委員会 】 

栃木国体を終えて  ―天皇杯 9位・皇后杯6位― 

まずは、コロナ禍により３年ぶりの開催となったが、今年度開催していただけたことに感謝します。 

３年ぶりの国体で、優勝３種目を含む入賞１３種目という結果を収めることができたのは、選手はもちろんのこ

と、スタッフの思いが繋がったからだと考えています。 

この勢いを継続し、2025年滋賀国民スポーツ大会でさらに飛躍できるよう強化を進めてまいります。応援いただ

き、ありがとうございました。 

強化委員長 村上拓 
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100m 遠藤　泰司 新日本住設 準決勝敗退

300m 野瀬　大輝 立命館大学 7位

3000mSC 佐竹　勇樹 大東文化大学 2位

10000mW 柳原　　隼 西川ローズ 11位

110mH 藤原　孝輝 DNS

走幅跳 藤原　孝輝 2位

やり投 山田　隼人 九州共立大学 10位

成少年共通 4×100mR 遠藤・林・山本・伊藤 準決勝敗退

100m 山本　麻斗 草津高校 予選敗退

300m 青西　勇樹 比叡山高校 予選敗退　自己新記録

5000m 安原　海晴 滋賀学園高校 15位

300mH 嶋渡　涼太 比叡山高校 予選敗退

ﾊﾝﾏｰ投 中林　朋大 滋賀学園高校 4位

やり投 谷口　大翔 彦根翔西館高校 優勝

少年Ｂ 100m 伊藤　大翔 日吉中学校 準決勝敗退

少年共通 800m 落合　　晃 滋賀学園高校 8位

100m 山中日菜美 滋賀陸協 5位

300m 安達　茉鈴 園田学園女子大学 予選敗退

5000m 下田平　渚 センコー 5位

400mH 山本　亜美 立命館大学 優勝

5000mW 石田さつき 大津商業高校 6位　県新記録

棒高跳 南部　珠璃 中京大学大学院 NM

やり投 木村　玲奈 新潟医療福祉大学 10位

成少年共通 4×100mR 山中・奥野・北橋・津本 3位　県新記録

100m 北橋　穂波 立命館守山高校 予選敗退

300m 岩岸　　楓 草津東高校 予選敗退　県新記録

800m 西田　有里 草津東高校 優勝　県新記録

100mH 準決勝敗退

300mH 3位　県新記録

少年Ｂ 100m 津本　瑛夏 南郷中学校 準決勝敗退

4×400mR 河内・安達・青西・岩岸 DQ
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西田有里選手 少年女子A 800m 優勝 

全国インターハイは2位で悔しい気持ちがあったので、今回の国体では、絶対

に優勝するという気持ちで挑みました。周りのサポートや応援に支えられて優勝

することができたこと、本当に嬉しいですし、感謝の気持ちでいっぱいです。 

これからも感謝の気持ちを忘れずに、日々、高い目標を持って頑張っていきま

す。 

 

 

 

谷口大翔選手 少年男子Aやり投 優勝 

もちろん嬉しさもありますが悔しさも残る大会でした。前日練習の調子が良か

っただけに、もっと投げられたと色んな思いが強く出ました。でも、この国体と

いう場で優勝できたことは、先生の支えや仲間たちの応援や流れを作ってくれた

お陰なので、感謝を忘れずにこれからも頑張っていきたいです。 

 

山本亜美選手 成年女子４００ｍH 優勝 

 滋賀県の為に優勝する事ができてすごく嬉しい気持ちでいっぱいです！ 

愛溢れるチーム滋賀でこれからも頑張りたいと思います！ 

 

 

 

 

 

 

佐竹勇樹選手 成年男子３０００ｍSC ２位 

 憧れの国体で入賞することができ、嬉しく思います。また滋賀県チームで戦うこと

ができ、少しでも貢献することができたのでよかったです。 

応援ありがとうございました。 



藤原孝輝選手 成年走幅跳 ２位 

まず、怪我を抱えた状態でチームに合流し、100mHは棄権と言う結果になってし

まったことを申し訳なく思っています。その中で、走幅跳は 2位に滑り込み、何

とかチームに貢献、流れを作れたことで、成年選手としての最低限の仕事は出来

たかと思い、安心しています。 

フィールド種目である走幅跳に多くの応援をしに来てもらい、滋賀県チームの団

結や思いを感じ取れた分、優勝できなかったことを悔しく思います。 

来年、選んでいただけたら、２種目戦える状態で戻ってきます！ 

 

前田光希選手 少年女子A 300mH ３位 

300mHで 3位入賞できましたが、100mHの結果はすごく悔しかったので、もっと練

習を頑張りたいと思える大会でした。また国体に出場をして、次はもっと滋賀県チー

ムに貢献したいです！ 

 

 

 

成年少年共通4×100mR ３位 

１走 津本瑛夏選手 

国体という大舞台で、今回のリレーメンバーで３位入賞ができ

たことを嬉しく思います。応援ありがとうございました。 

２走 北橋穂波選手 

私も滋賀チームの一員として、結果でチームへ貢献できて良かっ

たです。私もサポートしてくれたたくさんの方々に感謝したいです。左から １走津本 ４走山中 ３走奥野 ２走北橋                       

３走 奥野由萌選手                      

率直にとても嬉しく、3 位に入れたことに加え県記録も出すことが出来て良かったです。今まで経験したこと

の無い、とても楽しい大会でした。 

４走 山中日菜美選手 

チーム一丸となっていたからこそとれた順位だと思います！次は優勝を目指して頑張ります！ 

 

 

 【 中体連 】 

 10月 21日～23日に愛媛県総合運動公園陸上競技場にて、第 53回 U16陸上競技大会が行われました。新たな

種目が設定されて２回目の大会となりました。今年度より県内の大会や記録会においても新たな種目を設定する

など、選手にとって取り組みやすいように実施してきました。 

男子100mに出場した伊藤大翔選手（日吉中・３年）が 11″07でA決勝８位、男子150mに出場した北村仁一朗

選手（双葉中・３年）が 16″80でA決勝８位、女子150mに出場した津本瑛夏選手（南郷中・３年）が 18″71で

B 決勝４位と３名の選手が決勝種目で入賞してくれました。また、男子 1000m に出場した伊勢村羚太選手（明富

中・３年）も予選を通過し、決勝へと駒を進めてくれました。 

昨年度は入賞が１名でしたが、少しずつ決勝進出や入賞する選手が増えてきました。現在の中学２年生や１年

生の中にも有望な選手がいます。次年度の大会で活躍してくれることを期待しています。 



【 高体連 】 

 今年のU18陸上競技大会は10月21日～10月23日の日程で愛媛県総合運動公園陸上競技場にて行われました。

主な結果としては、U18男子110mHにおいて嶋渡涼太選手(比叡山)が13秒81の滋賀県高校新記録で優勝、U18男

子やり投において谷口大翔選手(彦根翔西館)が大会新記録＆滋賀県高校新記録の68m55で優勝、U18女子800mに

おいては西田有里選手(草津東)が 2分 07秒 05で優勝、U18女子三段跳において安井咲貴選手(彦根翔西館)は滋

賀県高校新記録の 12m25で2位でした。また、U18女子300mに出場した岩岸楓選手(草津東)も滋賀県高校新記録

となる 39秒50という素晴らしい記録でした。 

今回のU18/U16陸上競技大会をはじめ、8月に行われた全国インターハイ、10月に行われた国体でも多くの選

手が全国入賞や滋賀県高校新記録をだすことができました。これも高体連を支え応援してくださる皆様のおかげ

です。ありがとうございました。新型コロナウイルスの影響でまだまだ満足な活動ができないことも多々ありま

すが、できる限りの取り組みをしていきたい所存です。今後とも高体連の活動への応援、サポートよろしくお願

いします。 

 

 

 

嶋渡涼太選手 U18男子110ｍＨ 優勝 

インターハイも国体もあまり良い結果ではなかったので、U18大会で絶対に優勝

するという気持ちをもってこの大会に臨んだので優勝できて非常に良かった。世

界大会を経験してみたいので、まずは出場することを目標にやっていきたい。 

(日本陸上競技連盟公式サイト 優勝者コメントより一部抜粋) 

 

谷口大翔選手 Ｕ18男子やり投 優勝 

国体の悔しさをU18大会ではらせて良かったと思う。助走を長くして投げられ

たというのと自分がしてきたことがやっと形になったと思う。投げた時に自信が

あった。何よりも全国という場で、平均を上げることができたのは今後の自信に

なった。   (日本陸上競技連盟公式サイト 優勝者コメントより一部抜粋) 

110ｍＨ優勝の嶋渡選手 

 

西田有里選手 Ｕ18女子800ｍ 優勝 

今シーズンラストの800mのレースだったので、優勝して締めくくりたいという思いで挑みました。優勝でき

て嬉しかったです。ただ、大会新記録を狙っていたので出せなかったのは少し悔しかったです。来年はもっと速

く強い選手になれるように冬季練習頑張ります。たくさんの応援とサポートありがとうございました。 

 

第16回U18陸上競技大会　入賞者一覧

種目 名前 所属 記録 順位 備考

U18男子110mH 嶋渡　涼太 比叡山 13.81 1位 滋賀県高校新記録（110mJH）

谷口　大翔 彦根翔西館 68m55 1位 大会新記録　滋賀県高校新記録
渡辺　宙 草津東 61m64 5位

U18女子800m 西田　有里 草津東 2.07.05 1位
U18女子三段跳 安井　咲貴 彦根翔西館 12m25 2位 滋賀県高校新記録

U18男子やり投


