
スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

１年男子100m 決勝 7/3 13:45 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 1745
イチカワ　リョウ ハチマンニシチュウ

[13.72] 1 3511
コウノ　ユヅル シロヤマ

[14.15]
市川　凌(1) 八幡西中 河野　弓弦(1) 城山

2 3915
オクダ　アサヒ シガラキチュウ

[13.72] 2 2851
コモリ　ソウタ イチリツモリヤマチュウ

[14.13]
奥田　朝日(1) 信楽中 小森　創太(1) 市立守山中

3 1621
カワシマ　ホヅミ ハチマンヒガシチュウ

[13.68] 3 9608
サイトウ　コウセイ セタキタチュウ

[13.86]
川嶋　歩積(1) 八幡東中 斎藤　巧誠(1) 瀬田北中

4 9602
フジイ　コウタロウ セタキタチュウ

[13.59] 4 3214
イマイ　シオン チュウズチュウ

[13.72]
藤井　康太朗(1) 瀬田北中 今井　誌音(1) 中主中

5 8744
シミズ　リュウキ モリヤマミナミチュウ

[13.49] 5 3317
コバヤシ　タイジ コウセイチュウ

[13.85]
清水　隆希(1) 守山南中 小林　太志(1) 甲西中

6 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

[13.49] 6 209
ミナガワ　アオト オウジヤマチュウ

[13.83]
長坂　琉雅(1) 葉山中 皆川　蒼斗(1) 皇子山中

7 10816
ムラマツ　タクミ ミナクチヒガシチュウ

[13.71] 7 10818
ヤマネ　アツヤ ミナクチヒガシチュウ

[14.12]
村松　拓己(1) 水口東中 山根　篤也(1) 水口東中

8 9504
マツダ　ハヤト キタオオジチュウ

[13.69] 8 2124
モリノ　ユウト カタタチュウ

[13.87]
松田　隼(1) 北大路中 森野　友斗(1) 堅田中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 1738
オオハシ　トウマ ハチマンニシチュウ

[14.37] 2 11003
カワカミ　オウスケ リツメイカンモリヤマチュウ

[14.71]
大橋　寛真(1) 八幡西中 河上　桜輔(1) 立命館守山中

2 8604
イノダ　アキ キョウダイシャチュウ

[14.39] 3 412
フカダ　ユウト アワヅチュウ

[14.40]
猪田　晄生(1) 兄弟社中 深田　悠斗(1) 粟津中

3 9508
モリヤ　キイチ キタオオジチュウ

[14.26] 4 7816
トリイ　シュンマ イマヅ

[14.47]
守屋　希一(1) 北大路中 鳥居　駿真(1) 今津中

4 7817
フルタニ　アオイ イマヅ

[14.25] 5 8009
フクイ　ショウゴ アドガワチュウ

[14.45]
古谷　碧惟(1) 今津中 福井　翔梧(1) 安曇川中

5 218
ニシムラ　タカヒロ オウジヤマチュウ

[14.19] 6 3914
スズキ　ユタカ シガラキチュウ

[14.55]
西村　宇央(1) 皇子山中 鈴木　佑岳(1) 信楽中

6 203
オオエ　イズル オウジヤマチュウ

[14.15] 7 9506
シロノウチ　ケンシロウ キタオオジチュウ

[14.61]
大江　出(1) 皇子山中 城之内　賢士朗(1) 北大路中

7 9412
キタガワ　ソラ リットウニシチュウ

[14.35] 8 10812
アラキ　ムツキ ミナクチヒガシチュウ

[14.56]
北川　蒼空(1) 栗東西中 荒木　睦桔(1) 水口東中

8 9026
コカワ　カナト カラサキチュウ

[14.27]
粉川　奏音(1) 唐崎中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 1803
オクダオクダ　リョウタロウ フナオカチュウ

[15.31] 2 7701
カミガワ　コウスケ マキノチュウ

奥田　涼太郎(1) 船岡中 上川　光翼(1) マキノ中

3 2859
ノムラ　ヒダカ イチリツモリヤマチュウ

[15.00] 3 2122
ハシモト　ゲンヤ カタタチュウ

[16.56]
野村　陽高(1) 市立守山中 橋本　弦也(1) 堅田中

4 3044
イデ　ライキ イシベチュウ

[14.73] 4 9416
ヨシモト　オウスケ リットウニシチュウ

[15.74]
井出　来紀(1) 石部中 吉本　凰涼(1) 栗東西中

5 9285
ヤマダ　ケイタ オイカミチュウ

[14.98] 5 2860
フトウ　ハヤト イチリツモリヤマチュウ

[16.18]
山田　啓太(1) 老上中 不藤　颯人(1) 市立守山中

6 8902
キノシタ　アキト ヤスキタチュウ

[14.83] 6 9383
コニシ　ジン シンドウチュウ

[16.23]
木下　暁翔(1) 野洲北中 小西　迅(1) 新堂中

7 10622
タカイ　ヒトキ カワセチュウ

[15.14] 7 9924
シズメ　コウキ ハヤマチュウ

[16.62]
高居　秀時(1) 河瀬中 鎭目　康希(1) 葉山中

8 3917
ウエダ　アヤト シガラキチュウ

[15.01] 8 10352
カバヤマ　シュンタロウ タマガワチュウ

[17.01]
上田　彩斗(1) 信楽中 樺山　舜太朗(1) 玉川中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:44



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

１年男子100m
〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

7組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 8617
スズキ　エンジ キョウダイシャチュウ

鈴木　円二(1) 兄弟社中

3 10627
フジハラ　ユウガ カワセチュウ

藤原　悠雅(1) 河瀬中

4 3860
タカラモト　コウセイ コウナンチュウ

宝本　康誠(1) 甲南中

5 9033
タニグチ　タクミ カラサキチュウ

谷口　拓己(1) 唐崎中

6 2356
クリモト　オウジュ クサツチュウ

栗本　桜樹(1) 草津中

7 2362
ニシハラ　コウゼン クサツチュウ

西原　浩善(1) 草津中

8 802
ムラタ　ユイト ヒコネニシチュウ

村田　悠唯音(1) 彦根西中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:44



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２年男子100m 決勝 7/3 14:15 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

〈〈 決勝 〉〉 (8-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3206
ズシ　カエデ チュウズチュウ

[12.76] 1 3155
カシハラ　ソラ ヤスチュウ

[13.03]
図司　楓(2) 中主中 柏原　大空(2) 野洲中

2 10401
コニシ　チカラ オウギチュウ

[12.80] 2 3204
アメミヤ　カイリ チュウズチュウ

[13.04]
小西　力(2) 仰木中 雨宮　海利(2) 中主中

3 10202
ニシムラ　ジン アケトミチュウ

[12.56] 3 4514
キタガワ　シュンタ リュウオウチュウ

[12.90]
西村　仁(2) 明富中 北川　隼汰(2) 竜王中

4 3713
カシノ　ジョウジ コウカ

[12.66] 4 3723
フクイ　エイト コウカ

[12.86]
樫野　丈二(2) 甲賀中 福井　瑛翔(2) 甲賀中

5 771
オウルマ　カナメ ヒコネヒガシチュウ

[12.70] 5 4964
ヒロセ　ダイト ノトガワチュウ

[12.93]
小漆間　要(2) 彦根東中 廣瀬　大隼(2) 能登川中

6 7806
キョウタニ　ホマレ イマヅ

[12.70] 6 2612
マスイ　リュウマ タナカミチュウ

[12.89]
京谷　誉(2) 今津中 桝井　琉雅(2) 田上中

7 837
オオスミ　ハルキ ヒコネニシチュウ

[12.71] 7 3312
サヤマ　カツキ コウセイチュウ

[13.00]
大角　悠貴(2) 彦根西中 佐山　勝輝(2) 甲西中

8 2427
ヤマモト　カイト マツバラ

[12.70] 8 3148
コモリ　ユウキ ヤスチュウ

[13.03]
山元　魁人(2) 松原中 小森　勇紀(2) 野洲中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 8719
マスダ　シンジ モリヤマミナミチュウ

[13.14] 1 5828
オカザキ　ヒカル ヒコネチュウ

[13.31]
増田　慎仁(2) 守山南中 岡崎　輝(2) 彦根中

2 2203
ヤスダ　アサキ シガチュウ

[13.14] 2 11011
ハシグチ　リョウタロウ リツメイカンモリヤマチュウ

[13.29]
安田　旭希(2) 志賀中 橋口　諒太郎(2) 立命館守山中

3 4450
ユグチ　タク コウセイキタチュウ

[13.11] 3 1916
ハヤシ　リョウタ タマゾノチュウ

[13.17]
柚口　大空(2) 甲西北中 林　亮汰(2) 玉園中

4 5832
ワカバヤシ　セイハ ヒコネチュウ

[13.07] 4 9838
スギモト　ナツキ ヒコネチュウオウチュウ

[13.20]
若林　聖羽(2) 彦根中 杉本　夏輝(2) 彦根中央中

5 2710
スギヤマ　ミズキ リットウチュウ

[13.07] 5 8651
ミヤジマ　カンノスケ キョウダイシャチュウ

[13.20]
杉山　瑞騎(2) 栗東中 宮嶋　貫乃介(2) 兄弟社中

6 5821
オカダ　ユキト ヒコネチュウ

[13.05] 6 8223
クロサワ　ガク コセイチュウ

[13.16]
岡田　優希人(2) 彦根中 黒澤　楽(2) 湖西中

7 7594
ナカニシ　リョウマ タカホチュウ

[13.11] 7 2606
イチカワ　トモキ タナカミチュウ

[13.28]
中西　遼真(2) 高穂中 市川　智稀(2) 田上中

8 3563
アラキ　レイタ シロヤマ

[13.12] 8 9378
キノシタ　タクミ シンドウチュウ

[13.25]
荒木　麗太(2) 城山 木下　拓海(2) 新堂中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3040
ナカツカ　ケンタロウ イシベチュウ

[13.55] 1 7901
スギタ　タクト クツキチュウ

[13.96]
中塚　健太郎(2) 石部中 杉田　匠飛(2) 朽木中

2 10036
マエダ　ハルト マノチュウ

[13.54] 2 1707
ムカイ　ユウマ ハチマンニシチュウ

[13.89]
前田　陽登(2) 真野中 向井　優真(2) 八幡西中

3 4132
オオザキ　コウタロウ チョウオウチュウ

[13.42] 3 10722
コスギ　カイゴ ケンモリヤマチュウ

[13.60]
大﨑　幸太郎(2) 朝桜中 小杉　海吾(2) 県守山中

4 8002
ナカムラ　ユウト アドガワチュウ

[13.41] 4 8930
クズシタ　カズキ ヤスキタチュウ

[13.57]
中村　勇翔(2) 安曇川中 葛下　和輝(2) 野洲北中

5 433
マツセ　アイト アワヅチュウ

[13.44] 5 11010
アラホリ　ユウト リツメイカンモリヤマチュウ

[13.58]
松瀬　逢人(2) 粟津中 荒堀　悠斗(2) 立命館守山中

6 11202
カガ　ケイ コウフクカンサイチュウ

[13.34] 6 2045
ヤスハラ　リョウガ セイトク

[13.71]
加賀　桂(2) 幸福関西中 安原　怜雅(2) 聖徳中

7 10209
ナカエ　カイキ アケトミチュウ

[13.47] 7 3323
モリ　ハルキ コウセイチュウ

[13.82]
中江　海綺(2) 明富中 森　晴生(2) 甲西中

8 5655
マルヤマ　シュレン コウラチュウ

[13.48] 8 3114
オガタ　クウ ヤスチュウ

[13.72]
丸山　舜怜(2) 甲良中 緒方　玖優(2) 野洲中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:45:20



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２年男子100m
〈〈 決勝 〉〉 (8-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 2047
フジカワ　マナト セイトク

[15.41] 2 3428
トミダ　ヒナタ ミナクチチュウ

藤川　心翔(2) 聖徳中 富田　陽(2) 水口中

3 10901
フクニシ　ケンショウ シガガクエンチュウ

[14.16] 3 7916
フジワラ　ソウタ クツキチュウ

福西　顕正(2) 滋賀学園中 藤原　壮汰(2) 朽木中

4 3847
カワウチ　タクト コウナンチュウ

[14.13] 4 8231
イバ　ヒロミツ コセイチュウ

河内　拓人(2) 甲南中 伊庭　博光(2) 湖西中

5 10720
ニシムラ　ソウマ ケンモリヤマチュウ

[14.39] 5 3645
マエダ　カズキ ツチヤマチュウ

[15.49]
西村　颯真(2) 県守山中 前田　一樹(2) 土山中

6 11201
ムロタ　ヨシキ コウフクカンサイチュウ

[14.64] 6 7912
タナカ　ユウト クツキチュウ

室田　祥希(2) 幸福関西中 田中　勇人(2) 朽木中

7 435
ミウラ　シンノスケ アワヅチュウ

[14.85] 7 3861
タカハシ　ハクト コウナンチュウ

三浦　真之佑(2) 粟津中 髙橋　博斗(2) 甲南中

8 4517
コカブ　タカフミ リュウオウチュウ

[14.95] 8 8003
ナカムラ　タイスケ アドガワチュウ

古株　崇史(2) 竜王中 中村　泰輔(2) 安曇川中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:45:20



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

３年男子100m 決勝 7/3 14:50 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

〈〈 決勝 〉〉 (9-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 2602
イトウ　タクミ タナカミチュウ

[12.56] 1 8241
イシグロ　タイチ コセイチュウ

[12.64]
伊藤　拓海(3) 田上中 石黑　泰地(3) 湖西中

2 4126
ヨコエ　マヒロ チョウオウチュウ

[12.55] 2 1944
サヌキ　ソウタ タマゾノチュウ

[12.63]
横江　眞光(3) 朝桜中 讃岐　颯大(3) 玉園中

3 10226
ハヤセ　タツミ アケトミチュウ

[12.25] 3 2550
イケダ　ヒビキ セタチュウ

[12.56]
早瀬　竜海(3) 明富中 池田　響(3) 瀬田中

4 304
コウミツ　レイメイ ウチデチュウ

[12.50] 4 393
ナカムラ　カイト ウチデチュウ

[12.57]
幸光　玲明(3) 打出中 中村　魁人(3) 打出中

5 4267
イケモト　シンヤ ヒノチュウ

[12.45] 5 2417
ヤノ　ショウタ マツバラ

[12.56]
池元　新弥(3) 日野中 矢野　翔太(3) 松原中

6 7510
テラモト　コウ タカホチュウ

[12.51] 6 2120
モリノ　ハルタ カタタチュウ

[12.56]
寺本　倖(3) 高穂中 森野　陽太(3) 堅田中

7 3035
ヤスカワ　イオリ イシベチュウ

[12.52] 7 10340
ヤダ　タクヤ タマガワチュウ

[12.63]
安川　伊織(3) 石部中 矢田　拓也(3) 玉川中

8 743
スミダ　タイチ ヒコネヒガシチュウ

[12.54] 8 10421
オカモト　オウスケ オウギチュウ

[12.62]
角田　大知(3) 彦根東中 岡本　凰佑(3) 仰木中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 103
ワカノ　イッセイ ヒヨシチュウ

[12.73] 1 2743
タシロ　リク リットウチュウ

[12.90]
若野　壱星(3) 日吉中 田代　利玖(3) 栗東中

2 10604
スギモト　ココロ カワセチュウ

[12.74] 2 106
ヤマモト　ソウタ ヒヨシチュウ

[12.86]
杉本　真心(3) 河瀬中 山本　颯汰(3) 日吉中

3 2552
コヤマダ　ユウキ セタチュウ

[12.66] 3 3401
ハシモト　タツキ ミナクチチュウ

[12.79]
小山田　悠樹(3) 瀬田中 橋本　樹(3) 水口中

4 4352
ババ　フウマ ナンゴウチュウ

[12.64] 4 1612
チバナ　タダシ ハチマンヒガシチュウ

[12.74]
馬場　風美(3) 南郷中 知花　ただし(3) 八幡東中

5 737
ヒガ　セレン ヒコネヒガシチュウ

[12.67] 5 4941
キノシタ　コウスケ ノトガワチュウ

[12.74]
比嘉　聖憐(3) 彦根東中 木下　康輔(3) 能登川中

6 2244
ヒラガ　リクト シガチュウ

[12.68] 6 9244
フルイチ　イッサ オイカミチュウ

[12.75]
平賀　椋斗(3) 志賀中 古市　一颯(3) 老上中

7 9659
コクリョウ　ユラ セタキタチュウ

[12.72] 7 2704
ムラタ　ユウキ リットウチュウ

[12.83]
國領　夢来(3) 瀬田北中 村田　侑生(3) 栗東中

8 4125
マルヤマ　レオ チョウオウチュウ

[12.73] 8 1605
ナガオカ　トシヤ ハチマンヒガシチュウ

[12.80]
丸山　怜桜(3) 朝桜中 永岡　俊也(3) 八幡東中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 4945
フジタ　ユウヒ ノトガワチュウ

[13.05] 1 1941
サタ　ユウキ タマゾノチュウ

[13.25]
藤田　雄飛(3) 能登川中 佐多　優希(3) 玉園中

2 812
イチタニ　テンセイ ヒコネニシチュウ

[13.05] 2 4259
フクイ　コウダイ ヒノチュウ

[13.37]
一谷　天晴(3) 彦根西中 福井　滉大(3) 日野中

3 9804
タナカ　アオイ ヒコネチュウオウチュウ

[12.94] 3 10413
ナカムラ　カイル オウギチュウ

[13.09]
田中　歩生(3) 彦根中央中 中村　魁昊(3) 仰木中

4 10337
ナカガワ　ショウマ タマガワチュウ

[13.00] 4 3554
ミントク　コウタ シロヤマ

[13.12]
中川　翔稀(3) 玉川中 民徳　幸大(3) 城山

5 3631
ナカムラ　カズキ ツチヤマチュウ

[12.97] 5 4502
ニシボリ　ユウキ リュウオウチュウ

[13.05]
中村　和輝(3) 土山中 西堀　勇気(3) 竜王中

6 10725
リュウゴ　コウヘイ ケンモリヤマチュウ

[13.04] 6 2420
マエダ　ワセイ マツバラ

[13.11]
龍後　昊平(3) 県守山中 前田　環誠(3) 松原中

7 4442
オオタ　アヤト コウセイキタチュウ

[13.05] 7 4347
トミサカ　リョウスケ ナンゴウチュウ

[13.14]
太田　彩人(3) 甲西北中 富阪　亮介(3) 南郷中

8 2564
ハセガワ　ルイ セタチュウ

[13.05] 8 9362
ウメカゲ　オウタ シンドウチュウ

[13.21]
長谷川　琉偉(3) 瀬田中 梅影　桜太(3) 新堂中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:39:05



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

３年男子100m
〈〈 決勝 〉〉 (9-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 4346
コニシ　ユウタ ナンゴウチュウ

[13.73] 2 2243
イモリ　ユウシ シガチュウ

小西　悠太(3) 南郷中 井森　優獅(3) 志賀中

3 933
オザキ　リュウノスケ ヒコネミナミチュウ

[13.60] 3 926
ナカガワ　イブキ ヒコネミナミチュウ

[14.13]
尾﨑　立之介(3) 彦根南中 中川　意蕗(3) 彦根南中

4 8703
ハマグチ　リュウノスケ モリヤマミナミチュウ

[13.48] 4 9805
ナリタ　ジョウ ヒコネチュウオウチュウ

[14.18]
濱口　龍之介(3) 守山南中 成田　捷(3) 彦根中央中

5 9238
タナカ　ダイチ オイカミチュウ

[13.56] 5 2330
ヨネムラ　キュウタク クサツチュウ

[14.30]
田中　大馳(3) 老上中 米村　赳拓(3) 草津中

6 3636
オサガワ　レン ツチヤマチュウ

[13.38] 6 102
ナカノ　リョウタ ヒヨシチュウ

[13.96]
長川　蓮(3) 土山中 中野　凉汰(3) 日吉中

7 9447
ゴタン　コウエイ リットウニシチュウ

[13.70] 7 935
キタガワ　シュンヤ ヒコネミナミチュウ

[14.37]
五端　幸栄(3) 栗東西中 北川　俊哉(3) 彦根南中

8 10028
カワタ　ミキト マノチュウ

[13.73] 8 9017
タナカ　ケイタロウ カラサキチュウ

[17.78]
河田　樹人(3) 真野中 田中　奎太朗(3) 唐崎中

9組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 3728
タムラ　タクミ コウカ

田村　拓巳(3) 甲賀中

3 354
マエカワ　ヒロキ ウチデチュウ

前川　浩輝(3) 打出中

4 7511
ナガモト　ハルタ タカホチュウ

永元　悠汰(3) 高穂中

5 3498
シンダテ　ユウト ミナクチチュウ

新立　祐斗(3) 水口中

6 4268
カワグチ　アユム ヒノチュウ

川口　歩夢(3) 日野中

7 10020
カワムラ　ダイチ マノチュウ

河村　大地(3) 真野中

8 2030
ズシ　フウラ セイトク

図司　颯音(3) 聖徳中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:39:05



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子200m 決勝 7/3 12:05 

滋賀県中学記録 21.61 桐生　祥秀 彦根南 2010 鳥取コカコーラ
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 寝屋川四・大阪 1988 郡山
滋賀県記録 20.67 林　直也 大体大 2002 西京極

〈〈 決勝 〉〉 (12-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10222
タカダ　ユウト アケトミチュウ

[25.75] 1 8247
バンバ　ショウキ コセイチュウ

[26.30]
高田　優斗(3) 明富中 馬場　樟季(3) 湖西中

2 3210
サコダ　ワタル チュウズチュウ

[25.71] 2 2025
コモリ　マサト セイトク

[26.13]
迫田　航(2) 中主中 小森　雅人(3) 聖徳中

3 3410
ヤマナカ　ハルキ ミナクチチュウ

[25.24] 3 9664
カタヤマ　ユウキ セタキタチュウ

[25.91]
山中　陽生(3) 水口中 片山　勇樹(3) 瀬田北中

4 2702
コムラ　カイト リットウチュウ

[25.36] 4 5637
ツジ　ナオヤ コウラチュウ

[25.87]
小村　海斗(3) 栗東中 辻　尚也(3) 甲良中

5 2119
フジイ　リン カタタチュウ

[25.40] 5 10811
ホリ　リュウセイ ミナクチヒガシチュウ

[25.93]
藤井　凛(3) 堅田中 堀　琉星(3) 水口東中

6 1608
コカジ　ユウセイ ハチマンヒガシチュウ

[25.20] 6 4252
ツツミ　コタロウ ヒノチュウ

[25.85]
小梶　祐惺(3) 八幡東中 堤　琥太郎(3) 日野中

7 4443
ナカムラ　コウキ コウセイキタチュウ

[25.65] 7 3566
ニシダ　ダイチ シロヤマ

[26.08]
中村　光希(3) 甲西北中 西多　大地(2) 城山

8 3731
モリチ　ユウタ コウカ

[25.54] 8 5636
オサキ　コウショウ コウラチュウ

[26.06]
森地　宥太(3) 甲賀中 尾﨑　光照(3) 甲良中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 1814
カワグチ　ショウゴ フナオカチュウ

[26.71] 1 4262
ワカマツ　コウキ ヒノチュウ

[27.33]
川口　翔瑚(3) 船岡中 若松　航輝(3) 日野中

2 2562
フクダ　ハルト セタチュウ

[26.73] 2 3649
マエノ　ハルキ ツチヤマチュウ

[27.30]
福田　陽仁(3) 瀬田中 前野　晴輝(2) 土山中

3 4508
タムラ　ユウスケ リュウオウチュウ

[26.36] 3 10022
イガキ　ハジメ マノチュウ

[27.08]
田村　祐介(3) 竜王中 井垣　元(3) 真野中

4 8248
フクダ　シュウヘイ コセイチュウ

[26.66] 4 3212
ヤマダ　ユウガ チュウズチュウ

[26.80]
福田　修平(3) 湖西中 山田　悠翔(2) 中主中

5 824
マツウラ　アオ ヒコネニシチュウ

[26.30] 5 436
ムラオカ　カツミ アワヅチュウ

[26.99]
松浦　碧音(2) 彦根西中 村岡　克海(2) 粟津中

6 939
ミヤザキ　ジン ヒコネミナミチュウ

[26.46] 6 1708
アビコ　ユウト ハチマンニシチュウ

[27.00]
宮崎　仁(3) 彦根南中 我孫子　悠人(2) 八幡西中

7 2567
ニシオカ　ショウタロウ セタチュウ

[26.70] 7 4454
オオシマ　トオイ コウセイキタチュウ

[27.11]
西岡　翔太朗(3) 瀬田中 大島　登生(2) 甲西北中

8 9547
マツシマ　イクト キタオオジチュウ

[26.67] 8 2707
カツキ　カナト リットウチュウ

[27.08]
松島　郁斗(2) 北大路中 香月　奏翔(3) 栗東中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9802
テラムラ　タクミ ヒコネチュウオウチュウ

[28.08] 1 2424
シオツキ　ユウキ マツバラ

[29.15]
寺村　匠(3) 彦根中央中 塩月　湧喜(2) 松原中

2 10347
ノダ　リョウセイ タマガワチュウ

[28.00] 2 9369
フクシマ　モトキ シンドウチュウ

[29.73]
野田　陵生(2) 玉川中 福嶋　志暉(3) 新堂中

3 7915
ウジオウ　ハルト クツキチュウ

[27.81] 3 4305
アイバ　マサト ナンゴウチュウ

[28.78]
氏王　春翔(2) 朽木中 饗場　雅人(1) 南郷中

4 9227
オガワ　ヒロト オイカミチュウ

[27.47] 4 2201
ツバキノ　トモキ シガチュウ

[28.98]
小川　弘翔(3) 老上中 椿野　共生(2) 志賀中

5 9836
ハギワラ　ケンシン ヒコネチュウオウチュウ

[27.33] 5 10424
マツキ　ダイキ オウギチュウ

[28.55]
萩原　健心(2) 彦根中央中 松木　大輝(1) 仰木中

6 3648
カワシマ　テッショウ ツチヤマチュウ

[27.53] 6 4302
タチキ　ヨウスケ ナンゴウチュウ

[28.43]
川嶋　鉄将(2) 土山中 立木　庸介(2) 南郷中

7 7811
ヨシザト　オオセ イマヅ

[27.96] 7 7549
アズマ　ユウヘイ タカホチュウ

[29.34]
吉里　大瀬(2) 今津中 東　侑平(2) 高穂中

8 2202
ワタナベ　ナツヤ シガチュウ

[27.83] 8 2430
ヨシダ　ライト マツバラ

[29.32]
渡辺　夏和(2) 志賀中 吉田　來斗(2) 松原中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:10



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子200m
〈〈 決勝 〉〉 (12-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10012
マツダ　ハヤト マノチュウ

[34.48] 2 2123
フルカワ　リク カタタチュウ

松田　颯斗(1) 真野中 古川　凌空(1) 堅田中

2 8735
スギモト　ナオキ モリヤマミナミチュウ

[34.13] 3 10402
スガハラ　ヒロト オウギチュウ

杉本　直樹(1) 守山南中 菅原　大翔(2) 仰木中

3 3158
コバヤシ　アイト ヤスチュウ

[30.48] 4 701
スギモト　ゲン ヒコネヒガシチュウ

小林　愛翔(1) 野洲中 杉本　源(2) 彦根東中

4 7818
フルタニ　ヤマト イマヅ

[30.87] 5 2858
ノゾエ　ジュンペイ イチリツモリヤマチュウ

[35.00]
古谷　大和(1) 今津中 野添　純平(1) 市立守山中

5 5815
ヒラノ　タイカ ヒコネチュウ

[30.79] 6 10353
ナカムラ　ユウガ タマガワチュウ

[35.00]
平野　大夏(3) 彦根中 中村　悠雅(1) 玉川中

6 9936
カマクラ　コウ ハヤマチュウ

[30.85] 7 10711
アダチ　アツキ ケンモリヤマチュウ

鎌倉　航(1) 葉山中 足立　淳樹(1) 県守山中

7 3319
タナカ　ヒロト コウセイチュウ

[31.81] 8 704
オオニシ　ユウ ヒコネヒガシチュウ

田中　寛人(1) 甲西中 大西　祐有(2) 彦根東中

8 9921
ヤマモト　レン ハヤマチュウ

[31.28]
山本　廉(1) 葉山中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 10628
ヤマシタ　リンタロウ カワセチュウ

2 834
マエガワ　コウタ ヒコネニシチュウ

山下　凜大郎(1) 河瀬中 前川　倖汰(2) 彦根西中

3 9601
カノ　ユウト セタキタチュウ

3 3849
ワタナベ　クウマ コウナンチュウ

狩野　友飛(1) 瀬田北中 渡辺　空馬(2) 甲南中

4 5814
ワカバヤシ　ショウタ ヒコネチュウ

4 10623
ナムラ　エイタ カワセチュウ

若林　将汰(3) 彦根中 苗村　瑛太(1) 河瀬中

5 3140
セキ　リクト ヤスチュウ

5 929
キタムラ　リョウ ヒコネミナミチュウ

関　陸人(3) 野洲中 北村　凌央(3) 彦根南中

6 3572
ウカイ　ハルト シロヤマ

6 3854
クボタ　サヤト コウナンチュウ

鵜飼　陽登(2) 城山 久保田　清大(2) 甲南中

7 4102
キシムラ　カズハ チョウオウチュウ

7 7548
フクナガ　シオン タカホチュウ

岸村　和琶(1) 朝桜中 福永　獅恩(2) 高穂中

8 1943
クボタ　ハルト タマゾノチュウ

8 2363
ニシムラ　ショウマ クサツチュウ

久保田　脩太(3) 玉園中 西村　尚真(1) 草津中

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 3436
ヒラオカ　ユウタ ミナクチチュウ

2 11001
イガラシ　ジン リツメイカンモリヤマチュウ

平岡　侑大(2) 水口中 五十嵐　仁人(1) 立命館守山中

3 8643
タイナカ　リク キョウダイシャチュウ

3 128
オザワ　トシキ ヒヨシチュウ

田井中　理駈(3) 兄弟社中 小澤　利樹(1) 日吉中

4 2329
イシダ　アツキ クサツチュウ

4 3706
シミズ　ジュンヤ コウカ

石田　敦己(3) 草津中 清水　純弥(2) 甲賀中

5 8644
バンドウ　ケント キョウダイシャチュウ

5 3320
ナサカ　ヒナタ コウセイチュウ

阪東　憲門(3) 兄弟社中 名坂　ひなた(1) 甲西中

6 10261
ヤマダ　ノリヒロ アケトミチュウ

6 101
オカモト　ハヤテ ヒヨシチュウ

山田　宜広(1) 明富中 岡本　隼颯(3) 日吉中

7 2044
ヨシイ　ハヤト セイトク

7 8931
シマムラ　フウガ ヤスキタチュウ

好井　隼人(2) 聖徳中 島村　風駈(2) 野洲北中

8 4512
ナカムラ　カイセイ リュウオウチュウ

8 8728
カタオカ　タダヒロ モリヤマミナミチュウ

中村　成(3) 竜王中 片岡　忠大(2) 守山南中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:10



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子400m 決勝 7/3 11:45 

滋賀県中学記録 49.36 加藤　義孝 聖徳 1990 鳴門
48.9 加藤　義孝 聖徳 1990 皇子山

近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 東香芝・奈良 2014 丸亀

〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 1815
イノウエ　キラト フナオカチュウ

[1:01.70] 1 2149
タカハシ　ヤマト カタタチュウ

[1:04.94]
井上　煌仁(3) 船岡中 髙橋　大和(2) 堅田中

2 3308
イノグチ　タイチ コウセイチュウ

[1:01.69] 2 9667
キハラ　コウタ セタキタチュウ

[1:03.96]
井之口　太一(2) 甲西中 木原　康太(3) 瀬田北中

3 1724
テラダ　リュウジ ハチマンニシチュウ

[59.47] 3 10240
キタムラ　ヒロキ アケトミチュウ

[1:03.26]
寺田　竜志(3) 八幡西中 北村　優貴(3) 明富中

4 3437
ヤマネ　ジラン ミナクチチュウ

[59.08] 4 9543
サダクニ　ヒロスケ キタオオジチュウ

[1:02.49]
山根　仁嵐(2) 水口中 定国　広佑(3) 北大路中

5 1602
キタギシ　コウジ ハチマンヒガシチュウ

[58.78] 5 2043
カジツカ　ソウム セイトク

[1:02.77]
北岸　功至(3) 八幡東中 梶塚　創夢(2) 聖徳中

6 315
ニシダ　トモヤ ウチデチュウ

[59.11] 6 2739
タムラ　ヤマト リットウチュウ

[1:02.32]
西田　智哉(3) 打出中 田村　大和(3) 栗東中

7 4359
ハマモト　コウ ナンゴウチュウ

[59.66] 7 8646
スミイ　ヒデタカ キョウダイシャチュウ

[1:03.37]
濱本　晃佑(3) 南郷中 住井　英剛(3) 兄弟社中

8 4446
オオカワラ　タクト コウセイキタチュウ

[59.67] 8 8720
ミドロ　エイタ モリヤマミナミチュウ

[1:03.28]
大川原　拓飛(3) 甲西北中 美土路　瑛太(2) 守山南中

3組 4組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 5645
マツミヤ　コウキ コウラチュウ

1 8208
ナカダ　フウマ コセイチュウ

松宮　幸輝(2) 甲良中 中田　風優真(2) 湖西中

2 10407
フジワラ　トモキ オウギチュウ

2 3736
モリチ　シュンヤ コウカ

藤原　智紀(1) 仰木中 森地　隼也(1) 甲賀中

3 108
ナガノ　シュンスケ ヒヨシチュウ

[1:06.13] 3 4253
サカグチ　ソウタ ヒノチュウ

永野　俊祐(3) 日吉中 坂口　颯太(3) 日野中

4 845
シバタ　シュウセイ ヒコネニシチュウ

[1:06.40] 4 912
エバタ　カズヤ ヒコネミナミチュウ

柴田　柊星(2) 彦根西中 江畑　和哉(1) 彦根南中

5 10035
ツバキ　レオ マノチュウ

[1:06.10] 5 4101
ナミカワ　ソウタ チョウオウチュウ

椿　怜央(2) 真野中 並川　颯太(1) 朝桜中

6 9380
ヒガミ　ケンシン シンドウチュウ

[1:05.13] 6 9837
ヤスイ　コウタロウ ヒコネチュウオウチュウ

樋上　謙心(2) 新堂中 安井　孝太郎(2) 彦根中央中

7 8001
ミチマエ　ケイイチ アドガワチュウ

[1:08.70] 7 7815
サカキバラ　シュウト イマヅ

道前　慧一(2) 安曇川中 榊原　嵩人(1) 今津中

8 3110
イシイ　タイヨウ ヤスチュウ

[1:06.41] 8 5825
ツカモト　レン ヒコネチュウ

石井　大陽(2) 野洲中 塚本　蓮(2) 彦根中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:00



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子800m 決勝 7/3 11:05 

滋賀県中学記録 1:56.95 久保　雄平 朝桜 1998 横浜国際
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 柏原・兵庫 1990 博多の森
滋賀県記録 1:49.75 大島　実 岐阜協立大 2019 等々力

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3903
アオキ　ガク シガラキチュウ

[2:23.11] 1 2848
ムラカミ　ゴウ イチリツモリヤマチュウ

[2:28.45]
青木　樂来(3) 信楽中 村上　豪(2) 市立守山中

2 7907
オオツカ　タツキ クツキチュウ

[2:18.05] 2 10032
サトウ　タクミ マノチュウ

[2:29.07]
大塚　龍生(3) 朽木中 佐藤　拓実(2) 真野中

3 395
タニザワ　タダアキ ウチデチュウ

[2:22.19] 3 5638
ノセ　ハルト コウラチュウ

[2:40.66]
谷澤　忠朗(3) 打出中 野瀬　晴飛(3) 甲良中

4 4269
ヒサノ　ケンシン ヒノチュウ

[2:17.75] 4 8933
フクシマ　ユウヤ ヤスキタチュウ

[2:24.41]
久野　拳慎(3) 日野中 福島　佑弥(2) 野洲北中

5 821
オクムラ　アオイ ヒコネニシチュウ

[2:21.62] 5 2419
ヨコエ　ソウマ マツバラ

[2:39.82]
奥村　碧(3) 彦根西中 横江　颯葵(3) 松原中

6 10727
ミヤゾエ　トモヤ ケンモリヤマチュウ

[2:16.03] 6 2051
ワタナベ　アキモリ セイトク

[2:29.87]
宮副　智也(3) 県守山中 渡邊　亮守(2) 聖徳中

7 925
コバヤシ　ナオキ ヒコネミナミチュウ

[2:14.75] 7 2414
タケガワ　ショウタ マツバラ

[2:24.12]
小林　直輝(3) 彦根南中 竹川　昇汰(3) 松原中

8 7532
キムラ　ソウタ タカホチュウ

[2:17.41] 8 9677
マツダ　リュウジ セタキタチュウ

[2:26.61]
木村　颯汰(2) 高穂中 松田　龍治(2) 瀬田北中

9 9668
キヤマ　ダイチ セタキタチュウ

[2:18.40] 9 4909
ノムラ　ジント ノトガワチュウ

[2:25.67]
木山　大地(3) 瀬田北中 野村　仁人(2) 能登川中

10 3641
オグラ　テンリ ツチヤマチュウ

[2:23.67] 10 9379
タキモト　ヒロヤ シンドウチュウ

[2:29.01]
小倉　天璃(2) 土山中 滝本　泰也(2) 新堂中

11 10801
ニシノ　ユウヒ ミナクチヒガシチュウ

[2:16.53] 11 10211
サカイ　ユウタ アケトミチュウ

[2:26.85]
西野　佑飛(2) 水口東中 酒井　悠汰(2) 明富中

12 2034
イシバシ　タケチ セイトク

[2:20.00] 12 8242
イバ　タケツグ コセイチュウ

[2:24.42]
石橋　高市(2) 聖徳中 伊庭　建継(3) 湖西中

13 1710
ツジモト　ミオ ハチマンニシチュウ

[2:19.74] 13 1917
ヤマモト　ユウセイ タマゾノチュウ

[2:24.64]
辻本　未央(2) 八幡西中 山本　悠聖(2) 玉園中

14 3205
ウカイ　リョウケイ チュウズチュウ

[2:19.10] 14 310
ツルタ　ケンスケ ウチデチュウ

[2:26.94]
鵜飼　良慶(2) 中主中 鶴田　健介(3) 打出中

15 3112
ワダ　ナオト ヤスチュウ

[2:21.39] 15 3318
タケノシタ　セナ コウセイチュウ

[2:42.01]
和田　直人(2) 野洲中 竹之下　世名(1) 甲西中

16 8724
サギ　アツシ モリヤマミナミチュウ

[2:22.51] 16 3144
ヨシダ　ソウ ヤスチュウ

[2:25.43]
鷺　敦司(2) 守山南中 吉田　空央(2) 野洲中

17 9542
マエハラ　マヒロ キタオオジチュウ

[2:15.13] 17 8222
カネコ　アサヒ コセイチュウ

[2:33.47]
前原　真宙(3) 北大路中 兼子　朝陽(2) 湖西中

18 3259
ツノダ　ユウダイ チュウズチュウ

[2:14.46] 18 9015
アキヒサ　キョウ カラサキチュウ

[2:40.48]
角田　侑大(3) 中主中 秋久　響(3) 唐崎中

19 3701
イノウエ　コウスケ コウカ

[2:22.58] 19 2836
タケザワ　ソウタ イチリツモリヤマチュウ

[2:28.53]
井上　功介(2) 甲賀中 竹澤　奏太(3) 市立守山中

20 4453
タケウチ　リュウノシン コウセイキタチュウ

[2:19.95] 20 9248
ミホ　ソウイチロウ オイカミチュウ

[2:34.57]
竹内　龍ノ心(2) 甲西北中 見保　颯一朗(3) 老上中

21 4353
ハヤカワ　タキト ナンゴウチュウ

[2:15.04] 21 2608
タケイ　ユウゴ タナカミチュウ

[2:33.60]
早川　滝登(3) 南郷中 武井　悠悟(2) 田上中

22 3412
イシカワ　カイキ ミナクチチュウ

[2:21.93] 22 8729
カワグチ　ユウキ モリヤマミナミチュウ

[2:40.03]
石川　海輝(2) 水口中 川口　裕暉(2) 守山南中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:36



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子800m
〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10009
ニシムラ　ハル マノチュウ

西村　羽流(1) 真野中

2 9819
ミハラ　コウセイ ヒコネチュウオウチュウ

三原　康誠(1) 彦根中央中

3 11204
サワダ　ジュンイチ コウフクカンサイチュウ

澤田　潤一(3) 幸福関西中

4 4916
コジマ　アユム ノトガワチュウ

[2:45.79]
小島　歩(2) 能登川中

5 9815
モリモト　マナト ヒコネチュウオウチュウ

森本　愛都(1) 彦根中央中

6 3310
クロキ　レン コウセイチュウ

[2:43.09]
黒木　錬(2) 甲西中

7 403
サワダ　リク アワヅチュウ

澤田　凌空(1) 粟津中

8 10712
イシハラ　ソウタ ケンモリヤマチュウ

石原　聡太(1) 県守山中

9 1744
ノムラ　シュウジ ハチマンニシチュウ

[2:58.58]
野村　柊仁(1) 八幡西中

10 10239
ギオン　リュウノスケ アケトミチュウ

祇園　龍之介(3) 明富中

11 911
ウエカワ　ミズキ ヒコネミナミチュウ

上川　瑞稀(1) 彦根南中

12 2530
シミズ　ユウト セタチュウ

清水　雄斗(1) 瀬田中

13 4311
ヨコヤマ　カズキ ナンゴウチュウ

横山　和輝(1) 南郷中

14 2714
フミゾノ　カイジ リットウチュウ

[2:53.41]
文園　凱士(2) 栗東中

15 2613
ヒラタ　オオキ タナカミチュウ

平田　大稀(1) 田上中

16 8645
オクノ　ハルト キョウダイシャチュウ

奥野　悠斗(3) 兄弟社中

17 4456
オクダ　ユキト コウセイキタチュウ

奥田　倖登(1) 甲西北中

18 9922
オオスミ　サクタロウ ハヤマチュウ

[2:55.00]
大角　咲太朗(1) 葉山中

19 828
イチカワ　ショウケン ヒコネニシチュウ

市川　翔健(1) 彦根西中

20 3402
タニガワ　ジュンセイ ミナクチチュウ

谷川　絢晟(3) 水口中

21 4217
マエダ　ヒロマサ ヒノチュウ

前田　紘直(2) 日野中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:36



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

１年男子1500m 決勝 7/3 10:00 

滋賀県中学記録 3:59.08 山﨑　成人 水口 1993 神戸ユニバー
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 加古川

滋賀県記録 3:44.27 花田　勝彦 早稲田大 1992 国立

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 347
ハタ　トウマ ウチデチュウ

[5:20.13] 1 2361
イマイ　マヒロ クサツチュウ

[5:50.25]
秦　斗真(1) 打出中 今井　真敬(1) 草津中

2 3157
カワバタ　タケハル ヤスチュウ

[5:23.36] 2 2849
オオハシ　カイリ イチリツモリヤマチュウ

[6:11.90]
川端　大晴(1) 野洲中 大橋　海碧(1) 市立守山中

3 722
ワタナベ　ハルヒト ヒコネヒガシチュウ

[5:23.1] 3 5846
フジハラ　トモキ ヒコネチュウ

渡邉　陽仁(1) 彦根東中 富士原　知軌(1) 彦根中

4 3918
ナカノ　ヨイチ シガラキチュウ

[5:15.75] 4 4310
ナカムラ　コウタ ナンゴウチュウ

[5:53.30]
中野　誉一(1) 信楽中 中村　浩太(1) 南郷中

5 10814
オクダ　リンタロウ ミナクチヒガシチュウ

[5:13.75] 5 9382
シゲナガ　エイタ シンドウチュウ

[6:07.90]
奥田　凛太郎(1) 水口東中 重永　瑛太(1) 新堂中

6 7813
オオタ　ケンゴ イマヅ

[5:28.38] 6 5847
ホシヤ　リク ヒコネチュウ

太田　建悟(1) 今津中 星谷　莉空(1) 彦根中

7 9937
オオクボ　トモキ ハヤマチュウ

[5:21.42] 7 10625
ハヤシザキ　コウタ カワセチュウ

[5:54.20]
大久保　知輝(1) 葉山中 林﨑　幸太(1) 河瀬中

8 11006
フジタ　レオ リツメイカンモリヤマチュウ

[5:16.02] 8 3052
ハセガワ　シオン イシベチュウ

[5:39.07]
藤田　礼央(1) 立命館守山中 長谷川　志音(1) 石部中

9 2531
スエノブ　サクタロウ セタチュウ

[5:37.68] 9 8631
フクツカ　ハルヒ キョウダイシャチュウ

[6:25.47]
末信　朔太郎(1) 瀬田中 福塚　日陽(1) 兄弟社中

10 10713
ナオキ　テンマ ケンモリヤマチュウ

[5:14.42] 10 8901
イワサキ　リヒト ヤスキタチュウ

[6:26.82]
直木　天磨(1) 県守山中 岩嵜　璃人(1) 野洲北中

11 2533
ワダ　ユウガ セタチュウ

[5:36.16] 11 11205
オオタ　ハルキ コウフクカンサイチュウ

[6:26.64]
和田　悠冴(1) 瀬田中 太田　晴稀(1) 幸福関西中

12 3050
タノウエ　コウタ イシベチュウ

[5:19.05] 12 1740
フジムラ　カイト ハチマンニシチュウ

[5:45.14]
田之上　航汰(1) 石部中 藤村　魁人(1) 八幡西中

13 2227
マツイ　ショウタ シガチュウ

[5:37.26] 13 9028
ヤマモト　カンタ カラサキチュウ

松井　翔大(1) 志賀中 山本　寛大(1) 唐崎中

14 2723
カワシマ　イブキ リットウチュウ

[5:24.35] 14 3734
フクイ　シオン コウカ

[5:41.10]
河島　伊吹(1) 栗東中 福井　心温(1) 甲賀中

15 4973
シミズ　タクマ ノトガワチュウ

[5:32.38] 15 5630
バンドウ　カエデ コウラチュウ

清水　拓真(1) 能登川中 阪東　楓(1) 甲良中

16 9920
ヤマモト　アツハル ハヤマチュウ

[5:16.47] 16 141
カワカミ　コウタ ヒヨシチュウ

[5:53.57]
山本　篤治(1) 葉山中 川上　皓太(1) 日吉中

17 2857
ノセ　リョウケン イチリツモリヤマチュウ

[5:30.05] 17 2861
モリカワ　ユウタ イチリツモリヤマチュウ

[5:42.30]
能瀬　亮賢(1) 市立守山中 森川　雄太(1) 市立守山中

18 11207
ヨシモト　コウタ コウフクカンサイチュウ

[5:28.07] 18 9022
サカイ　シュン カラサキチュウ

[5:43.18]
吉本　光汰(1) 幸福関西中 坂井　竣(1) 唐崎中

19 10406
ナイトウ　コウヨウ オウギチュウ

[5:37.14]
内藤　航洋(1) 仰木中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:12



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２・３年男子1500m 決勝 7/3 10:15 

滋賀県中学記録 3:59.08 山﨑　成人 水口 1993 神戸ユニバー
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 加古川

滋賀県記録 3:44.27 花田　勝彦 早稲田大 1992 国立

〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3135
チョウ　リュウゴ ヤスチュウ

[4:48.18] 1 9902
コゼキ　リュウセイ ハヤマチュウ

[5:01.14]
長　龍悟(3) 野洲中 小関　琉誠(3) 葉山中

2 309
タケウチ　セイジ ウチデチュウ

[4:44.86] 2 3839
ウチバヤシ　カズキ コウナンチュウ

[4:59.14]
武内　誠治(3) 打出中 内林　和暉(3) 甲南中

3 3404
タナカ　リョウジ ミナクチチュウ

[4:44.85] 3 308
クイダ　タイチ ウチデチュウ

[4:58.10]
田中　良治(3) 水口中 杭田　太一(3) 打出中

4 4341
アネガワ　ナオヤ ナンゴウチュウ

[4:52.00] 4 3556
アダチ　カズヒ シロヤマ

[5:02.52]
姉川　直哉(3) 南郷中 安逹　和陽(3) 城山

5 5635
ウカイ　カズヒロ コウラチュウ

[4:50.57] 5 7597
ナガタ　ユイト タカホチュウ

[5:01.93]
鵜飼　一展(3) 甲良中 永田　唯人(2) 高穂中

6 10414
ヤマシタ　ショウイチ オウギチュウ

[4:48.52] 6 9654
ヤマシロ　ツカサ セタキタチュウ

[4:58.66]
山下　翔一(3) 仰木中 山城　宰(3) 瀬田北中

7 3411
ナカジマ　タイヨウ ミナクチチュウ

[4:42.76] 7 710
タナカ　アヤト ヒコネヒガシチュウ

[4:55.0]
中島　太洋(3) 水口中 田中　彩翔(2) 彦根東中

8 4801
ナカムラ　カズハ ゴカショウチュウ

[4:42.37] 8 942
イワサキ　リク ヒコネミナミチュウ

[5:00.00]
中村　和羽(2) 五個荘中 岩﨑　陸(3) 彦根南中

9 3639
マツモト　ヒュウガ ツチヤマチュウ

[4:51.93] 9 1811
ホンドウ　エイタ フナオカチュウ

[5:00.66]
松本　飛雅(3) 土山中 本道　瑛太(3) 船岡中

10 9406
ハママツ　トウマ リットウニシチュウ

[4:50.96] 10 9660
サカキ　トワ セタキタチュウ

[4:58.06]
浜松　透希(2) 栗東西中 榊　永遠(3) 瀬田北中

11 8704
オオハシ　セイキ モリヤマミナミチュウ

[4:53.80] 11 3632
ナカムラ　カナト ツチヤマチュウ

[4:58.85]
大橋　世暉(3) 守山南中 中村　奏音(3) 土山中

12 3041
ハセガワ　リュウト イシベチュウ

[4:52.42] 12 9249
ミヤモト　リョウヘイ オイカミチュウ

[4:58.64]
長谷川　流斗(2) 石部中 宮本　涼平(3) 老上中

13 3702
オオジ　サクト コウカ

[4:49.86] 13 3408
ニシザワ　タカノリ ミナクチチュウ

[5:02.51]
大治　咲仁(2) 甲賀中 西澤　孝紀(3) 水口中

14 10334
マスヤマ　ソウマ タマガワチュウ

[4:50.20] 14 3557
フジバヤシ　ゲン シロヤマ

[4:58.61]
増山　崇馬(3) 玉川中 藤林　玄(3) 城山

15 4507
タニグチ　ケイト リュウオウチュウ

[4:48.23] 15 843
カンダ　コウガ ヒコネニシチュウ

[5:02.13]
谷口　慧敏(3) 竜王中 神田　幸芽(3) 彦根西中

16 2418
ユウキ　リオ マツバラ

[4:48.60] 16 3263
ニシムラ　リュウセイ チュウズチュウ

[5:00.24]
結城　璃乙(3) 松原中 西村　龍晟(3) 中主中

17 9454
ナカイ　ユウダイ リットウニシチュウ

[4:43.4] 17 3201
ウエダ　ライア チュウズチュウ

[5:02.66]
中井　夢大(3) 栗東西中 上田　來空(2) 中主中

18 10237
ミノベ　マナト アケトミチュウ

[4:43.24] 18 3905
ヤマダ　コタロウ シガラキチュウ

[4:59.97]
美濃部　真音(3) 明富中 山田　胡太朗(3) 信楽中

19 3908
イチタニ　ユウキ シガラキチュウ

[4:44.51] 19 1701
ワカバヤシ　カズキ ハチマンニシチュウ

[4:55.54]
一谷　優希(2) 信楽中 若林　航希(2) 八幡西中

20 427
イワオ　ソウシ アワヅチュウ

[4:50.59] 20 9541
コニシ　カイト キタオオジチュウ

[4:58.47]
巖　壮至(2) 粟津中 小西　海人(3) 北大路中

21 437
ムラタ　タクマ アワヅチュウ

[4:50.47] 21 8725
ハラダ　ユウタ モリヤマミナミチュウ

[4:54.04]
村田　拓磨(2) 粟津中 原田　雄太(2) 守山南中

22 9808
オオハシ　ヒョウガ ヒコネチュウオウチュウ

[4:46.91] 22 2026
ミズタニ　コウキ セイトク

[4:54.06]
大橋　氷河(3) 彦根中央中 水谷　光希(3) 聖徳中

23 10831
ツツミ　カナタ ミナクチヒガシチュウ

[4:49.57] 23 927
オオサワ　ヒロト ヒコネミナミチュウ

[4:55.44]
堤　叶大(3) 水口東中 大澤　啓人(3) 彦根南中

24 3836
キムラ　ソウマ コウナンチュウ

[4:48.92]
木村　聡真(3) 甲南中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:20



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２・３年男子1500m
〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3202
タナカ　リュウ チュウズチュウ

[5:18.10] 1 11012
ウエキ　イッシン リツメイカンモリヤマチュウ

田中　颯(2) 中主中 植木　一心(2) 立命館守山中

2 2422
オオニシ　タカヒコ マツバラ

[5:16.98] 2 7908
マツナガ　トシユキ クツキチュウ

[5:23.93]
大西　孝彦(2) 松原中 松永　寿之(3) 朽木中

3 9549
ナカスミ　ハヤテ キタオオジチュウ

[5:06.98] 3 5839
ヌノベ　ユウセイ ヒコネチュウ

[5:23.11]
中住　颯(2) 北大路中 布部　悠成(2) 彦根中

4 1940
オオウラ　イッケイ タマゾノチュウ

[5:10.96] 4 8923
ゴトウ　ショウゴ ヤスキタチュウ

[5:27.71]
大浦　一慶(3) 玉園中 後藤　匠吾(3) 野洲北中

5 10207
マツイ　エイキ アケトミチュウ

[5:18.08] 5 10726
ヤマモト　ハルキ ケンモリヤマチュウ

[5:34.14]
松井　瑛稀(2) 明富中 山本　温暉(3) 県守山中

6 8705
ヤマモト　シュンペイ モリヤマミナミチュウ

[5:17.67] 6 819
マエガワ　コウタ ヒコネニシチュウ

[6:31.14]
山本　俊平(3) 守山南中 前川　煌太(3) 彦根西中

7 2609
タナカ　ユウタ タナカミチュウ

[5:03.81] 7 4946
イハラダ　フウト ノトガワチュウ

[5:24.75]
田中　勇太(2) 田上中 居原田　楓音(3) 能登川中

8 9376
クロギ　レント シンドウチュウ

[5:04.28] 8 2527
シマダ　タツマ セタチュウ

[5:28.05]
黒木　怜斗(2) 新堂中 島田　辰真(2) 瀬田中

9 3724
ツクダ　タクマ コウカ

[5:03.01] 9 7911
タニ　カズヒデ クツキチュウ

佃　拓磨(2) 甲賀中 谷　春秀(3) 朽木中

10 10351
スギトウ　リキ タマガワチュウ

[5:02.69] 10 3113
ナガタ　モトキ ヤスチュウ

[5:46.82]
杉藤　立基(2) 玉川中 永田　元輝(2) 野洲中

11 750
フジタ　カイト ヒコネヒガシチュウ

[5:05.7] 11 2031
ムコウ　アツキ セイトク

藤田　海斗(3) 彦根東中 向　蒼月(3) 聖徳中

12 818
オクムラ　アキヒ ヒコネニシチュウ

[5:14.73] 12 9242
ニシカワ　シュウキ オイカミチュウ

[5:23.8]
奥村　彰陽(3) 彦根西中 西川　脩希(3) 老上中

13 10227
ヤマザキ　ユウリ アケトミチュウ

[5:14.86] 13 8929
カトウ　ナルフミ ヤスキタチュウ

[6:00.78]
山崎　優哩(3) 明富中 加藤　成文(2) 野洲北中

14 430
ヒョウエ　ヒロナオ アワヅチュウ

[5:11.15] 14 4940
エンリン　ユウト ノトガワチュウ

[5:36.29]
兵惠　浩直(2) 粟津中 圓林　優翔(3) 能登川中

15 4261
ミゾエ　ヒカル ヒノチュウ

[5:03.88] 15 4263
タカハシ　レオ ヒノチュウ

[5:37.47]
三添　飛翔(3) 日野中 髙橋　零生(3) 日野中

16 2332
カツメ　リュウキ クサツチュウ

[5:15.97] 16 10642
カワバタ　タクト カワセチュウ

[5:33.40]
勝目　竜輝(3) 草津中 川畑　拓聖(2) 河瀬中

17 10718
サクマ　ロクロウ ケンモリヤマチュウ

[5:21.57] 17 4232
コバヤシ　ダイスケ ヒノチュウ

佐久間　禄朗(2) 県守山中 小林　大輔(2) 日野中

18 3647
ヨシダ　クラ ツチヤマチュウ

[5:20.49] 18 8005
ヤスハラ　コウキ アドガワチュウ

[5:46.50]
吉田　椋(2) 土山中 安原　煌貴(2) 安曇川中

19 9241
ナガモト　トキヤ オイカミチュウ

[5:08.20] 19 9539
タニ　ダイチ キタオオジチュウ

[5:23.59]
永元　翔輝也(3) 老上中 谷　太智(3) 北大路中

20 117
ムネ　ショウタロウ ヒヨシチュウ

[5:07.97] 20 137
オクムラ　ハルオ ヒヨシチュウ

[5:24.63]
宗　頌太郎(2) 日吉中 奥村　春郎(2) 日吉中

21 10033
ハヤセ　リョウタ マノチュウ

[5:20.70] 21 7913
ヒガシムラ　ショウマ クツキチュウ

[6:02.29]
隼瀬　良太(2) 真野中 東村　奨真(2) 朽木中

22 8226
バンバ　アツキ コセイチュウ

[5:12.11] 22 2049
カトウ　マサヤス セイトク

馬場　温己(2) 湖西中 加藤　正康(2) 聖徳中

23 8642
オガワ　シュント キョウダイシャチュウ

[5:14.04] 23 9658
ツクオ　リヒト セタキタチュウ

[5:23.85]
小川　隼和(3) 兄弟社中 踞尾　理史(3) 瀬田北中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:20



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子3000m 決勝 7/3  9:30 

滋賀県中学記録 8:30.70 山﨑　成人 水口 1993 鳴門
近畿中学記録 8:21.22 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 尼崎
滋賀県記録 8:04.75 岩本　照暢 積水化学 1998 尼崎

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9546
カマタニ　シュンゴ キタオオジチュウ

[10:32.82] 1 9247
マツモト　ケンセイ オイカミチュウ

釜谷　駿吾(2) 北大路中 松本　健誠(3) 老上中

2 3651
クサナ　ミライ ツチヤマチュウ

[10:37.27] 2 907
モロフジ　レオ ヒコネミナミチュウ

草名　海徠(2) 土山中 諸藤　羚旺(1) 彦根南中

3 10341
ツカダ　タイガ タマガワチュウ

[10:43.47] 3 2327
フジイ　ユウタ クサツチュウ

塚田　大凱(3) 玉川中 藤井　雄大(3) 草津中

4 4448
アシダ　タイシ コウセイキタチュウ

[10:24.00] 4 10225
サカネ　トモキ アケトミチュウ

[11:39.90]

芦田　大志(3) 甲西北中 坂根　友輝(3) 明富中

5 4452
コバヤシ　リュウト コウセイキタチュウ

[10:16.90] 5 9027
ヤマダ　キッペイ カラサキチュウ

[12:57.28]

小林　琉斗(2) 甲西北中 山田　桔平(1) 唐崎中

6 10833
ナカムラ　アオイ ミナクチヒガシチュウ

[10:32.71] 6 9662
タカヒラ　コジロウ セタキタチュウ

[11:06.44]

中村　碧(3) 水口東中 高平　瑚二朗(3) 瀬田北中

7 1810
カワシマ　リュウセイ フナオカチュウ

[10:26.14] 7 902
クノ　ユウマ ヒコネミナミチュウ

川島　琉生(3) 船岡中 久野　優真(1) 彦根南中

8 827
オオタニ　マサタケ ヒコネニシチュウ

[10:36.86] 8 3434
ソガワ　マナト ミナクチチュウ

大谷　将武(2) 彦根西中 曽川　愛翔(2) 水口中

9 2048
ワカサ　ソウタ セイトク

[10:25.32] 9 4504
タカミ　マサト リュウオウチュウ

[11:06.16]

若狭　奏汰(2) 聖徳中 高見　聖(3) 竜王中

10 10721
モリ　カズト ケンモリヤマチュウ

[10:45.97] 10 10715
ホリウチ　アサト ケンモリヤマチュウ

森　一翔(2) 県守山中 堀内　朝斗(1) 県守山中

11 9673
カツミ　タケル セタキタチュウ

[10:22.05] 11 4962
イワイ　ユウト ノトガワチュウ

[11:17.30]

勝見　武尊(2) 瀬田北中 岩井　優虎(2) 能登川中

12 431
フジタ　カンタ アワヅチュウ

[10:55.03] 12 8932
スズムラ　ヤマト ヤスキタチュウ

[11:33.85]

藤田　勘太(2) 粟津中 鈴村　大翔(2) 野洲北中

13 10417
キタムラ　クウタ オウギチュウ

[10:45.68] 13 4236
ミズモト　リンタロウ ヒノチュウ

[11:55.73]

北村　空大(3) 仰木中 水本　凛太郎(2) 日野中

14 9246
マツムラ　ユウタロウ オイカミチュウ

[10:51.70] 14 844
カンバヤシ　コウタ ヒコネニシチュウ

[11:06.24]

松村　優太朗(3) 老上中 上林　航大(2) 彦根西中

15 2841
ヤマモト　ユウト イチリツモリヤマチュウ

[10:53.17] 15 2835
コクバ　カイシン イチリツモリヤマチュウ

[11:17.00]

山本　悠人(3) 市立守山中 國場　海心(3) 市立守山中

16 10223
テラタニ　コウタロウ アケトミチュウ

[10:11.41] 16 4515
コカブ　キョウ リュウオウチュウ

[10:59.89]

寺谷　孝太朗(3) 明富中 古株　響(2) 竜王中

17 4235
キシムラ　ユウシ ヒノチュウ

[10:24.78] 17 5659
コジマ　カイセイ コウラチュウ

[11:18.59]

岸村　優心(2) 日野中 小島　快晟(2) 甲良中

18 3433
タナカ　アサヒ ミナクチチュウ

[10:43.13] 18 7909
ミヤザワ　シュウタロウ クツキチュウ

[12:00.30]

田中　旦陽(2) 水口中 宮澤　修太朗(3) 朽木中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:36:46



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子110mH [91.4cm] 決勝 7/3 13:15 

滋賀県中学記録 14.16 藤原　孝輝 高穂 2017 えがお熊本
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 平城京・奈良  長居

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 3209
ウカイ　リョウユウ チュウズチュウ

[19.76] 2 3853
ニシキノ　リク コウナンチュウ

[20.45]
鵜飼　良悠(2) 中主中 錦野　利玖(2) 甲南中

3 4355
ヨコタ　マヒト ナンゴウチュウ

[18.84] 3 846
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ

[20.27]
横田　真人(3) 南郷中 中谷　将大(2) 彦根西中

4 2837
タナカ　ハルト イチリツモリヤマチュウ

[18.43] 4 8249
マルオカ　ヤクモ コセイチュウ

[20.07]
田中　晴大(3) 市立守山中 丸岡　八雲(3) 湖西中

5 3635
イナガキ　テッペイ ツチヤマチュウ

[18.45] 5 8649
ハヤシ　ショウタロウ キョウダイシャチュウ

[19.79]
稲垣　徹平(3) 土山中 林　樟太朗(2) 兄弟社中

6 8021
クマガイ　ヒロユキ アドガワチュウ

[18.51] 6 7808
ヒヅメ　ショウキ イマヅ

[19.92]
熊谷　啓行(3) 安曇川中 日爪　翔希(2) 今津中

7 4509
テラシマ　カナト リュウオウチュウ

[19.65] 7 10643
コニシ　カズキ カワセチュウ

[20.40]
寺島　叶翔(3) 竜王中 小西　一暉(2) 河瀬中

8 734
ウエノ　ハルト ヒコネヒガシチュウ

[19.51] 8 3409
ハットリ　ツバサ ミナクチチュウ

[20.40]
上野　波人(3) 彦根東中 服部　翼(3) 水口中

3組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 284
ノグチ　ハルキ オウジヤマチュウ

野口　晴基(2) 皇子山中

3 3569
ムラタ　カケル シロヤマ

[21.57]
村田　翔(2) 城山

4 4258
フジタ　シュウユ ヒノチュウ

[20.54]
藤田　周優(3) 日野中

5 4968
ノゾキ　ユウト ノトガワチュウ

[21.31]
及位　優音(2) 能登川中

6 3912
ウチダ　ユウト シガラキチュウ

[20.80]
内田　裕斗(2) 信楽中

7 2610
ノノヤマ　ユウシン タナカミチュウ

野々山　優心(2) 田上中

8 10262
ヤマモト　コタロウ アケトミチュウ

[21.71]
山本　琥太郎(1) 明富中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:26



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 大前　智也

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子走高跳 決勝 7/3 13:15 

滋賀県中学記録 2.00 古川　浩司 米原 1992 紀三井寺
近畿中学記録 2.06 松井　紀之 田原本・奈良 1986 橿原公苑
滋賀県記録 2.27 瀬古　優斗 滋賀レイクスターズ 2021 エコパ

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3421
モリチ　アヤト ミナクチチュウ

[1.45] 19 2852
サカグチ　ハルト イチリツモリヤマチュウ

森地　彩斗(2) 水口中 阪口　陽人(1) 市立守山中

2 4911
オオスガ　ルイ ノトガワチュウ

[1.55] 20 9373
サカグチ　ユウキ シンドウチュウ

[1.40]
大菅　瑠伊(3) 能登川中 阪口　勇貴(3) 新堂中

3 2853
テラハタ　ユウイチロウ イチリツモリヤマチュウ

21 7504
コスギ　コウヘイ タカホチュウ

[1.55]
寺畑　裕一朗(1) 市立守山中 小杉　航平(3) 高穂中

4 278
ヒラオカ　ケント オウジヤマチュウ

[1.55] 22 4241
ノスギ　リント ヒノチュウ

平岡　健斗(2) 皇子山中 野杉　琳音(2) 日野中

5 3111
コジマ　ツムギ ヤスチュウ

[1.45] 23 2037
ハシモト　コウキ セイトク

小嶋　紡生(2) 野洲中 橋本　悟宜(2) 聖徳中

6 914
コザイ　コウ ヒコネミナミチュウ

24 7533
ニシワキ　ダイチ タカホチュウ

[1.35]
小財　煌(1) 彦根南中 西脇　大智(2) 高穂中

7 817
オオツカ　リュウキ ヒコネニシチュウ

25 2038
ヨコヤマ　ダイキ セイトク

[1.55]
大塚　竜輝(3) 彦根西中 横山　大希(2) 聖徳中

8 119
ナカムラ　ハルト ヒヨシチュウ

[1.40] 26 9672
キタムラ　ケンスケ セタキタチュウ

[1.40]
中村　陽音(2) 日吉中 北村　健祐(2) 瀬田北中

9 5818
コヤマ　アオト ヒコネチュウ

[1.40] 27 706
スミ　コウタロウ ヒコネヒガシチュウ

[1.55]
小山　蒼仁(3) 彦根中 角　晃太朗(2) 彦根東中

10 3429
ミカジリ　ナオキ ミナクチチュウ

[1.40] 28 10210
モリザワ　アイガ アケトミチュウ

[1.55]
三ヶ尻　直樹(2) 水口中 森澤　和雅(2) 明富中

11 3506
カワセ　サナト シロヤマ

[1.35] 29 3261
マツウチ　ジアン チュウズチュウ

[1.45]
河瀬　真知(2) 城山 松内　慈杏(3) 中主中

12 10336
カネダ　キョウシロウ タマガワチュウ

[1.30] 30 2428
ヨコエ　ケンタ マツバラ

[1.30]
金田　響志郎(3) 玉川中 横江　賢太(2) 松原中

13 3252
フセ　キョウゴ チュウズチュウ

[1.45] 31 9441
オオタ　ユウセイ リットウニシチュウ

[1.50]
布施　侠吾(3) 中主中 太田　悠晴(3) 栗東西中

14 5816
マルヤマ　ユウキ ヒコネチュウ

[1.50] 32 122
シミズ　コウヘイ ヒヨシチュウ

[1.20]
丸山　勇気(3) 彦根中 清水　康平(2) 日吉中

15 4513
トミタ　ユウセイ リュウオウチュウ

33 4238
カワハラ　トモチカ ヒノチュウ

富田　悠生(2) 竜王中 川原　知真(2) 日野中

16 438
ヨネヤマ　サトリ アワヅチュウ

[1.25] 34 8717
ナカダ　シュウジ モリヤマミナミチュウ

[1.40]
米山　怜里(2) 粟津中 中田　修司(2) 守山南中

17 3730
ヤマシタ　シュウタ コウカ

35 9651
アンドウ　ソウタ セタキタチュウ

[1.50]
山下　脩太(1) 甲賀中 安藤　聡汰(3) 瀬田北中

18 8726
キノシタ　キリガ モリヤマミナミチュウ

36 913
ハットリ　アキラ ヒコネミナミチュウ

木下　桐雅(2) 守山南中 服部　彪(1) 彦根南中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:30



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 大前　智也

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子棒高跳 決勝 7/3 10:15 

滋賀県中学記録 4.50 滝井　哲 水口 1990 国立
近畿中学記録 4.90 浅野　喜洋 広陵・兵庫 2001 鴻ノ池
滋賀県記録 5.40 寺田　博 中京大 1991 瑞穂

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9914
タナカ　カイト ハヤマチュウ

[2.40]
田中　海翔(2) 葉山中

2 9918
タナベ　ユウタ ハヤマチュウ

[2.40]
田辺　悠太(2) 葉山中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:17



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 大前　智也

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子走幅跳 決勝 7/3 12:00 

滋賀県中学記録 6.89 山川　夏輝 能登川 2010 鳥取コカコーラ
近畿中学記録 7.40 和田　晃輝 楠葉西・大阪 2016 枚方
滋賀県記録 7.84 遠藤　泰司 立命館大 2018 維新百年記念

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10606
ミヤモト　シュンスケ カワセチュウ

[4.79] 1 9381
イノウエ　リュウノスケ シンドウチュウ

宮本　隼佑(3) 河瀬中 井上　颯之介(1) 新堂中

2 4120
ヤマグチ　タツキ チョウオウチュウ

[4.57] 2 3637
コアミ　アスト ツチヤマチュウ

[4.55]
山口　龍輝(2) 朝桜中 小網　明日翔(3) 土山中

3 2757
ホウライ　ミツトモ リットウチュウ

[5.04] 3 1747
キムラ　シュンイチ ハチマンニシチュウ

宝来　光倫(3) 栗東中 木村　駿壱(1) 八幡西中

4 4264
テラモト　ハルト ヒノチュウ

[5.15] 4 7522
オガタ　ヤスノリ タカホチュウ

[4.57]
寺本　陽翔(3) 日野中 尾形　泰規(2) 高穂中

5 813
オオサワ　ユウト ヒコネニシチュウ

[4.70] 5 1609
オダ　ムサシ ハチマンヒガシチュウ

[4.32]
大澤　勇翔(3) 彦根西中 小田　武蔵(3) 八幡東中

6 3311
ゴトウ　コウジロウ コウセイチュウ

[4.76] 6 140
ワダ　ヒカル ヒヨシチュウ

後藤　孝次郎(2) 甲西中 和田　輝(1) 日吉中

7 429
ナミカワ　イオリ アワヅチュウ

[4.68] 7 4344
カワグチ　ハルト ナンゴウチュウ

[4.46]
並川　伊織(2) 粟津中 川口　陽永(3) 南郷中

8 2050
ニシボリ　リュウノスケ セイトク

[4.83] 8 10206
オオザワ　ルイ アケトミチュウ

[4.30]
西堀　竜之介(2) 聖徳中 大澤　琉生(2) 明富中

9 5817
カワカミ　ユウ ヒコネチュウ

[4.80] 9 8934
フジモト　マオト ヤスキタチュウ

[3.08]
川上　侑(3) 彦根中 藤本　真音(2) 野洲北中

10 8722
ニシモト　マヒロ モリヤマミナミチュウ

[5.37] 10 3208
イモト　マヒロ チュウズチュウ

[4.45]
西本　大宙(2) 守山南中 井元　聖陽(2) 中主中

11 2410
オクムラ　コウダイ マツバラ

[5.11] 11 2850
オクノ　ハルト イチリツモリヤマチュウ

[3.90]
奥村　倖大(3) 松原中 奥野　陽翔(1) 市立守山中

12 928
イシノ　リク ヒコネミナミチュウ

[4.84] 12 4505
ナカムラ　ユウセイ リュウオウチュウ

[4.26]
石野　稜空(3) 彦根南中 中村　勇晴(3) 竜王中

13 9550
バンバ　リュウノスケ キタオオジチュウ

[4.88] 13 3137
オカダ　アユム ヤスチュウ

[4.24]
馬場　琉乃介(2) 北大路中 岡田　歩(3) 野洲中

14 1946
タカダ　ルイセイ タマゾノチュウ

[5.05] 14 736
テラムラ　ショウ ヒコネヒガシチュウ

[4.45]
高田　琉成(3) 玉園中 寺村　翔(3) 彦根東中

15 306
ニシカワ　ライサク ウチデチュウ

[4.64] 15 10717
イトウ　ハルト ケンモリヤマチュウ

[4.03]
西川　雷朔(3) 打出中 伊藤　大翔(2) 県守山中

16 9252
ヤマモト　ワタル オイカミチュウ

[4.75] 16 9835
オクタニ　ハルヒト ヒコネチュウオウチュウ

[3.55]
山本　渉琉(3) 老上中 奥谷　春仁(2) 彦根中央中

17 10422
ミツイ　アラタ オウギチュウ

[5.23] 17 7702
ババ　アツヒロ マキノチュウ

光井　新汰(3) 仰木中 馬場　敦広(1) マキノ中

18 3911
ウエシマ　コウシン シガラキチュウ

[5.26] 18 8652
ワキサカ　トウマ キョウダイシャチュウ

[2.92]
上嶋　煌心(2) 信楽中 脇坂　斗馬(2) 兄弟社中

19 9410
タバタ　ショウヤ リットウニシチュウ

[4.88] 19 3567
ナカガミ　ユウキ シロヤマ

[4.09]
田畑　翔矢(2) 栗東西中 仲上　勇希(2) 城山

20 9661
イソガキ　トモヤ セタキタチュウ

[4.74] 20 7812
イシダ　ケイジ イマヅ

[3.61]
磯垣　友哉(3) 瀬田北中 石田　慶次(1) 今津中

21 3407
ハヤシ　リツキ ミナクチチュウ

[5.34] 21 2147
コニシ　オウスケ カタタチュウ

[4.24]
林　律輝(3) 水口中 小西　欧介(2) 堅田中

22 8245
カネダ　レオ コセイチュウ

[5.06] 22 2607
カワイ　タカラ タナカミチュウ

[4.44]
兼田　怜央(3) 湖西中 河合　空楽(2) 田上中

23 4918
フクサカ　エイジュン ノトガワチュウ

[4.93]
福坂　瑛隼(2) 能登川中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:05



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 大前　智也

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子三段跳 決勝 7/3 14:35 

滋賀県中学記録 13.92 犬井　亮介 竜王 2010 紀三井寺
近畿中学記録 14.54 澤　 秀典 樫原・京都 1998 山城
滋賀県記録 16.04 藤林　献明 びわこ成蹊AC 2016 水戸

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3129
タバタ　ソワ ヤスチュウ

[10.07]
田端　奏和(2) 野洲中

2 2328
ミヤタ　ハルヤ クサツチュウ

宮田　遥也(3) 草津中

3 4501
ツジサワ　ヤマト リュウオウチュウ

[10.43]
辻澤　大和(3) 竜王中

4 4216
オオツカ　トウマ ヒノチュウ

大塚　斗誠(2) 日野中

5 735
タナカ　ケイ ヒコネヒガシチュウ

田中　圭(3) 彦根東中

6 9656
オガワ　ミライ セタキタチュウ

[11.10]
小川　瑞礼(3) 瀬田北中

7 3644
ヒデクマ　リク ツチヤマチュウ

[10.04]
秀熊　稜久(2) 土山中

8 742
イベ　ハルキ ヒコネヒガシチュウ

井邊　晴樹(3) 彦根東中

9 3405
マエシマ　カナメ ミナクチチュウ

[10.52]
前島　要(3) 水口中

10 3642
カミハタ　トモキ ツチヤマチュウ

上畠　大輝(2) 土山中

11 5820
ツツイ　ショウタ ヒコネチュウ

筒井　翔太(3) 彦根中

12 9450
セガワ　タイセイ リットウニシチュウ

[11.13]
瀬川　泰成(3) 栗東西中

13 4122
オクムラ　コウキ チョウオウチュウ

[10.03]
奥村　公貴(3) 朝桜中

14 4237
シマムラ　シン ヒノチュウ

嶋村　芯(2) 日野中

15 842
ヤマウチ　ヨウタ ヒコネニシチュウ

[11.04]
山内　陽太(3) 彦根西中

16 3427
キダ　ハヤト ミナクチチュウ

城多　駿斗(2) 水口中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:56



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 西藤　高志

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子砲丸投 [5kg] 決勝 7/3 10:00 

滋賀県中学記録 14.79 中村　涼太 中主 2015 皇子山
近畿中学記録 16.64 石山　　歩 福崎東・兵庫 2011 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9817
イソザキ　マサキ ヒコネチュウオウチュウ

磯﨑　政希(1) 彦根中央中

2 2015
マチダ　セイノスケ セイトク

町田　征之介(2) 聖徳中

3 4309
オカモト　タケミチ ナンゴウチュウ

岡本　丈道(1) 南郷中

4 4308
ウエノ　キッペイ ナンゴウチュウ

上野　桔平(1) 南郷中

5 8224
タカオカ　ソウ コセイチュウ

髙岡　蒼(2) 湖西中

6 8217
カネコ　リョウタロウ コセイチュウ

兼子　遼太郎(2) 湖西中

7 4218
モリシマ　フウト ヒノチュウ

森島　楓斗(2) 日野中

8 3221
タナカ　リョウメイ チュウズチュウ

[3.23]
田中　遼明(1) 中主中

9 7902
タナカ　ジン クツキチュウ

[5.53]
田中　仁(2) 朽木中

10 10201
イイヅカ　ユウ アケトミチュウ

[5.80]
飯塚　悠(3) 明富中

11 10419
キヨハラ　ユキヒロ オウギチュウ

[6.12]
清原　征寛(3) 仰木中

12 3118
クシロ　エイショウ ヤスチュウ

[6.17]
鳩代　英翔(2) 野洲中

13 10034
ノリユキ　ハルヒコ マノチュウ

[6.39]
則行　治彦(2) 真野中

14 4976
ヨシオカ　アツキ ノトガワチュウ

[6.41]
吉岡　暖生(1) 能登川中

15 5639
マツミヤ　ショウジ コウラチュウ

[6.83]
松宮　翔司(3) 甲良中

16 7910
ミヤタ　リュウマ クツキチュウ

[6.98]
宮田　龍真(3) 朽木中

17 10644
タカギ　ユウキ カワセチュウ

[7.00]
高木　祐希(2) 河瀬中

18 2747
オクダ　ハルキ リットウチュウ

[7.12]
奥田　遥希(2) 栗東中

19 822
マツシマ　マサチカ ヒコネニシチュウ

[7.44]
松島　正周(3) 彦根西中

20 4915
オカザワ　ケイゴ ノトガワチュウ

[7.44]
岡澤　圭瑚(2) 能登川中

21 8730
タニグチ　ユウスケ モリヤマミナミチュウ

[7.80]
谷口　優介(2) 守山南中

22 11203
コバヤシ　アキノリ コウフクカンサイチュウ

[7.89]
小林　晃徳(3) 幸福関西中

23 4257
タカヤ　ユウタ ヒノチュウ

[7.92]
高谷　勇太(3) 日野中

24 2516
コイズミ　シュンジ セタチュウ

[7.98]
小泉　俊詞(2) 瀬田中

25 760
フクモト　タクミ ヒコネヒガシチュウ

[8.01]
福本　匠(2) 彦根東中

26 2036
コニシ　ケイタ セイトク

[8.02]
小西　啓太(2) 聖徳中

27 816
ハヤシ　ヒナタ ヒコネニシチュウ

[8.15]
林　陽向太(3) 彦根西中

28 9363
デグチ　リョウト シンドウチュウ

[8.15]
出口　崚冬(3) 新堂中



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 西藤　高志

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通男子円盤投 [1.5kg] 決勝 7/3 13:30 

滋賀県中学記録 41.06 飛川　龍雅 玉園 2014 横浜日産
近畿中学記録 51.23 幸長　慎一 姫路東・兵庫 2012 日産スタジアム

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3225
ミノダ　ユウジロウ チュウズチュウ

箕田　裕次郎(1) 中主中

2 4518
タカミ　ミナト リュウオウチュウ

高見　湊(2) 竜王中

3 9823
タナカ　ソウマ ヒコネチュウオウチュウ

田中　蒼真(1) 彦根中央中

4 9288
フジイ　ユウゴ オイカミチュウ

藤井　釉瑚(1) 老上中

5 1942
ムラヤマ　シュウト タマゾノチュウ

村山　修斗(3) 玉園中

6 847
ニシカワ　ダイスケ ヒコネニシチュウ

[9.25]
西川　大輔(2) 彦根西中

7 2429
ヨコエ　リョウ マツバラ

[10.92]
横江　凌(2) 松原中

8 4255
ヤギ　マサキ ヒノチュウ

[12.29]
八木　雅生(3) 日野中

9 9377
タマヤマ　エイコウ シンドウチュウ

[13.14]
玉山　英昴(2) 新堂中

10 2856
ニシ　ケイタ イチリツモリヤマチュウ

[14.00]
西　敬汰(1) 市立守山中

11 303
カワシマ　シンジ ウチデチュウ

[14.96]
川嶋　紳嗣(3) 打出中

12 2611
フクシマ　ユウト タナカミチュウ

[14.98]
福嶋　優人(2) 田上中

13 2854
トミタ　コウタ イチリツモリヤマチュウ

[15.27]
冨田　晃汰(1) 市立守山中

14 3913
カワイ　オウスケ シガラキチュウ

[15.72]
河井　央祐(2) 信楽中

15 1947
タニ　ハルト タマゾノチュウ

[15.76]
谷　遥翔(3) 玉園中

16 738
セガワ　シュウタ ヒコネヒガシチュウ

[17.20]
瀬川　秀太(3) 彦根東中

17 841
モチカワ　ソラ ヒコネニシチュウ

[17.33]
餅川　澄空(3) 彦根西中

18 3571
ナカムラ　キッペイ シロヤマ

[17.87]
中村　橘平(2) 城山

19 4118
タニバ　リョウタ チョウオウチュウ

[17.98]
谷場　涼太(2) 朝桜中

20 708
フジワラ　トキト ヒコネヒガシチュウ

[18.74]
藤原　時斗(2) 彦根東中

21 424
コニシ　ハルカ アワヅチュウ

[19.44]
小西　晴馨(3) 粟津中

22 8935
ヤマモト　ケイスケ ヤスキタチュウ

[20.36]
山本　啓介(2) 野洲北中

23 10647
ヤギ　ソウマ カワセチュウ

[20.56]
八木　奏麿(2) 河瀬中

24 9235
シマダ　リョウスケ オイカミチュウ

[20.84]
嶋田　涼佑(3) 老上中

25 2605
シゲマツ　ハアト タナカミチュウ

[23.36]
重松　心人(3) 田上中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:36



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

１年女子100m 決勝 7/3 14:00 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
滋賀県記録 11.59 壹岐　あいこ 立命館大 2021 ヤンマースタジアム

〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 11021
キタドコロ　チサキ リツメイカンモリヤマチュウ

[14.96] 2 9373
トヨムラ　ナツノ シンドウチュウ

[15.37]
北所　千咲(1) 立命館守山中 豊村　夏乃(1) 新堂中

2 3553
ムラタ　サトネ シロヤマ

[14.95] 3 9819
ヒロタ　サリイ ヒコネチュウオウチュウ

[15.24]
村田　智音(1) 城山 廣田　紗梨(1) 彦根中央中

3 4311
テラモト　ハルカ ナンゴウチュウ

[14.77] 4 7508
イマムラ　ミユウ タカホチュウ

[15.23]
寺本　遥(1) 南郷中 今村　心優(1) 高穂中

4 11024
ナカニシ　トモコ リツメイカンモリヤマチュウ

[14.88] 5 7811
スミ　マツリ イマヅ

[15.07]
中西　倫子(1) 立命館守山中 角　祭梨(1) 今津中

5 1901
イナムラ　ユキナ タマゾノチュウ

[14.42] 6 9926
クスイ　スズノ ハヤマチュウ

[15.19]
稲村　友紀菜(1) 玉園中 楠井　涼乃(1) 葉山中

6 9824
コンドウ　ユノン ヒコネチュウオウチュウ

[14.74] 7 9016
オクムラ　ノゾミ カラサキチュウ

[15.31]
近藤　優音(1) 彦根中央中 奥村　希美(1) 唐崎中

7 3496
エンドウ　モエ ミナクチチュウ

[14.94] 8 3328
ヤマダ　イトハ コウセイチュウ

[15.28]
遠藤　百笑(1) 水口中 山田　愛葉(1) 甲西中

8 4313
マツダ　アオイ ナンゴウチュウ

[14.90]
松田　葵(1) 南郷中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 9374
フクシマ　レミナ シンドウチュウ

[15.81] 2 10713
タカクス　イチカ ケンモリヤマチュウ

[16.26]
福嶋　羚海七(1) 新堂中 高楠　いちか(1) 県守山中

3 206
ヒラオカ　ユア オウジヤマチュウ

[15.55] 3 2023
トノムラ　ミユ セイトク

[16.13]
平岡　優愛(1) 皇子山中 外村　美結(1) 聖徳中

4 10604
ヤマダ　ココロ カワセチュウ

[15.54] 4 2822
カワサキ　ユズナ イチリツモリヤマチュウ

[16.12]
山田　こころ(1) 河瀬中 川﨑　柚那(1) 市立守山中

5 344
ナガノ　ミズハ ウチデチュウ

[15.60] 5 2110
サクラ　ココミ カタタチュウ

[15.84]
永野　瑞葉(1) 打出中 佐倉　心美(1) 堅田中

6 3329
ヨゴ　ミナミ コウセイチュウ

[15.67] 6 2112
ナカニシ　リノ カタタチュウ

[15.94]
余呉　みな子(1) 甲西中 中西　理乃(1) 堅田中

7 1632
ナカジマ　サラ ハチマンヒガシチュウ

[15.74] 7 134
キムラ　アヤカ ヒヨシチュウ

[16.14]
中島　早羅(1) 八幡東中 木村　文香(1) 日吉中

8 1723
クラタ　ユイナ ハチマンニシチュウ

[15.75] 8 2018
タカハ　リコ セイトク

[16.14]
蔵田　結菜(1) 八幡西中 鷹羽　莉心(1) 聖徳中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 1629
ツジイ　アヤカ ハチマンヒガシチュウ

[17.90] 2 3498
フジカワ　ココア ミナクチチュウ

辻井　彩華(1) 八幡東中 藤川　心愛(1) 水口中

3 1713
ナガサキ　サヤ ハチマンニシチュウ

[16.51] 3 10602
タニグチ　ユイカ カワセチュウ

長﨑　咲弥(1) 八幡西中 谷口　結香(1) 河瀬中

4 133
セラタ　ナナ ヒヨシチュウ

[16.35] 4 4448
ニシカワ　リコ コウセイキタチュウ

世良田　奈々(1) 日吉中 西川　理子(1) 甲西北中

5 7808
イワモト　ミユ イマヅ

[16.34] 5 801
ナカムラ　カリン ヒコネニシチュウ

岩元　美優(1) 今津中 中村　夏凜(1) 彦根西中

6 1631
フルカワ　モモコ ハチマンヒガシチュウ

[16.52] 6 5827
タナカ　アオノ ヒコネチュウ

古川　桃子(1) 八幡東中 田中　碧乃(1) 彦根中

7 2825
ハマベ　ミナミ イチリツモリヤマチュウ

[16.84] 7 204
ナカガワ　ミズキ オウジヤマチュウ

濱邊　美波(1) 市立守山中 中川　瑞葵(1) 皇子山中

8 135
ナスノ　チサト ヒヨシチュウ

[16.88] 8 5826
カワサキ　リン ヒコネチュウ

奈須野　ちさと(1) 日吉中 川﨑　凜(1) 彦根中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:51



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２年女子100m 決勝 7/3 14:35 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
滋賀県記録 11.59 壹岐　あいこ 立命館大 2021 ヤンマースタジアム

〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 4519
ノダ　チアキ リュウオウチュウ

[14.23] 2 406
フカミ　ユイ アワヅチュウ

[14.54]
野田　千晶(2) 竜王中 深見　優衣(2) 粟津中

3 3324
フクモリ　カヅキ コウセイチュウ

[13.99] 3 8217
アダチ　カホ コセイチュウ

[14.36]
福森　香月(2) 甲西中 足立　花帆(2) 湖西中

4 2710
クシダ　ミズホ リットウチュウ

[14.03] 4 5651
ナカニシ　ナツミ コウラチュウ

[14.49]
串田　瑞歩(2) 栗東中 中西　夏海(2) 甲良中

5 3201
タナカ　マオ チュウズチュウ

[13.97] 5 807
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ

[14.42]
田中　真桜(2) 中主中 黒柳　芽以(2) 彦根西中

6 2407
ハヤシ　ミズキ マツバラ

[14.04] 6 770
ヤマナ　カヅキ ヒコネヒガシチュウ

[14.34]
林　瑞樹(2) 松原中 山名　夏月(2) 彦根東中

7 761
キタガワ　カンナ ヒコネヒガシチュウ

[14.14] 7 8934
ミゾ　メイ ヤスキタチュウ

[14.51]
北川　栞菜(2) 彦根東中 溝　萌生(2) 野洲北中

8 8720
フクタ　ユナ モリヤマミナミチュウ

[14.10] 8 11201
スズキ　アイサ コウフクカンサイチュウ

[14.50]
福田　悠菜(2) 守山南中 鈴木　愛咲(2) 幸福関西中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 9575
コモダ　リアラ キタオオジチュウ

[14.66] 2 1704
アカマツ　ヒナ ハチマンニシチュウ

[15.12]
小茂田　莉愛(2) 北大路中 赤松　姫菜(2) 八幡西中

3 3112
オオイ　アカネ ヤスチュウ

[14.60] 3 9631
オカジマ　ミオ セタキタチュウ

[14.86]
大井　明音(2) 野洲中 岡島　澪(2) 瀬田北中

4 10633
ヤマモト　ノドカ カワセチュウ

[14.54] 4 4232
コンドウ　ソノカ ヒノチュウ

[14.93]
山本　のどか(2) 河瀬中 近藤　園華(2) 日野中

5 4443
サワダ　ライナ コウセイキタチュウ

[14.60] 5 2011
ニジザワ　レイア セイトク

[14.80]
澤田　徠七(2) 甲西北中 西山　羚愛(2) 聖徳中

6 3858
シモミナミ　ユナ コウナンチュウ

[14.55] 6 9633
シロノ　ヨツバ セタキタチュウ

[14.77]
下南　結菜(2) 甲南中 城野　四葉(2) 瀬田北中

7 7550
スギヤマ　シオリ タカホチュウ

[14.62] 7 9411
ホンダ　ミオ リットウニシチュウ

[14.98]
杉山　史織(2) 高穂中 本田　美緒(2) 栗東西中

8 10202
ナンペイ　ミヅキ アケトミチュウ

[14.65] 8 10401
ユミナガ　エイコ オウギチュウ

[15.01]
南平　美月(2) 明富中 弓長　叡子(2) 仰木中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 3111
オクムラ　ユナ ヤスチュウ

[15.39] 2 3719
ハシモト　サワ コウカ

奥村　結菜(2) 野洲中 橋本　咲和(2) 甲賀中

3 9573
キタヤ　ミホコ キタオオジチュウ

[15.20] 3 8930
コジマ　ヒヨカ ヤスキタチュウ

[16.21]
北宅　美穂子(2) 北大路中 小嶋　陽花(2) 野洲北中

4 10802
イノクチ　マイミ ミナクチヒガシチュウ

[15.14] 4 10709
カゲイ　ナオ ケンモリヤマチュウ

[15.98]
井口　舞美(2) 水口東中 影井　菜桜(2) 県守山中

5 3202
タナカ　ユキノ チュウズチュウ

[15.14] 5 10204
イマエ　ノノカ アケトミチュウ

[16.28]
田中　夢希望(2) 中主中 今江　稀乃花(2) 明富中

6 3859
ヒロセ　コトミ コウナンチュウ

[15.20] 6 3205
タムロ　ユウカ チュウズチュウ

[16.06]
廣瀬　琴巳(2) 甲南中 田室　侑伽(2) 中主中

7 9418
イナバ　ミカ リットウニシチュウ

[15.37] 7 3480
イノウエ　ユラ ミナクチチュウ

稲葉　三華(2) 栗東西中 井上　由空(2) 水口中

8 2707
オクムラ　レイネ リットウチュウ

[15.39] 8 4440
サメシマ　ココミ コウセイキタチュウ

奥村　玲音(2) 栗東中 鮫島　心海(2) 甲西北中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:39:00



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

３年女子100m 決勝 7/3 15:10 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
滋賀県記録 11.59 壹岐　あいこ 立命館大 2021 ヤンマースタジアム

〈〈 決勝 〉〉 (10-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10706
オノデラ　モモコ ケンモリヤマチュウ

[13.93] 1 2602
イノウエ　イク タナカミチュウ

[14.19]
小野寺　桃子(3) 県守山中 井上　育(3) 田上中

2 2248
サワイ　ナツキ シガチュウ

[13.94] 2 11007
タナカ　ミホ リツメイカンモリヤマチュウ

[14.21]
澤井　夏希(3) 志賀中 田中　美帆(3) 立命館守山中

3 2812
カタマタ　イヅモ イチリツモリヤマチュウ

[13.41] 3 8923
キタムラ　アイリ ヤスキタチュウ

[13.94]
片又　乙萌(3) 市立守山中 北村　愛莉(3) 野洲北中

4 2422
ハガ　ユウカ マツバラ

[13.75] 4 9366
キタデ　アヤノ シンドウチュウ

[14.09]
羽賀　友香(3) 松原中 北出　彩乃(3) 新堂中

5 9257
ツジ　リオナ オイカミチュウ

[13.76] 5 702
カゲヤマ　レナ ヒコネヒガシチュウ

[13.96]
辻　莉音菜(3) 老上中 影山　玲奈(3) 彦根東中

6 8711
イシイ　ヒナ モリヤマミナミチュウ

[13.74] 6 2108
モリモト　ノゾミ カタタチュウ

[14.06]
石井　日菜(3) 守山南中 森本　希(3) 堅田中

7 8208
ウエハラ　ユズハ コセイチュウ

[13.82] 7 805
イソタニ　アコ ヒコネニシチュウ

[14.10]
上原　柚羽(3) 湖西中 礒谷　杏子(3) 彦根西中

8 9401
サカシタ　モエ リットウニシチュウ

[13.80] 8 9261
フクモト　リノン オイカミチュウ

[14.10]
坂下　萌愛(3) 栗東西中 福本　莉音(3) 老上中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9008
イケバタ　ユウカ カラサキチュウ

[14.32] 1 414
マツシタ　ケイラ アワヅチュウ

[14.53]
池端　優香(3) 唐崎中 松下　けいら(3) 粟津中

2 10311
フルタニ　チヒロ タマガワチュウ

[14.32] 2 3704
オオニシ　ユナ コウカ

[14.51]
古谷　千紘(3) 玉川中 大西　優菜(3) 甲賀中

3 4105
ヤマダ　カノン チョウオウチュウ

[14.25] 3 8613
マツウラ　アイ キョウダイシャチュウ

[14.35]
山田　珂音(3) 朝桜中 松浦　愛(3) 兄弟社中

4 9565
カワサキ　ハグミ キタオオジチュウ

[14.22] 4 4949
コザキ　ルア ノトガワチュウ

[14.42]
川崎　はぐみ(3) 北大路中 小崎　瑠愛(3) 能登川中

5 8015
カサハラ　ユヅキ アドガワチュウ

[14.22] 5 2506
タニ　ワカナ セタチュウ

[14.35]
笠原　佑月(3) 安曇川中 谷　和佳奈(3) 瀬田中

6 10408
クロノ　サクラコ オウギチュウ

[14.26] 6 412
アサイ　ツグミ アワヅチュウ

[14.36]
黒野　桜子(3) 仰木中 浅井　月海(3) 粟津中

7 2425
マツオ　ヒナノ マツバラ

[14.28] 7 9252
イトウ　ミキ オイカミチュウ

[14.49]
松尾　妃奈乃(3) 松原中 伊藤　美希(3) 老上中

8 10023
オクムラ　アヤナ マノチュウ

[14.26] 8 2336
クボタ　アユミ クサツチュウ

[14.44]
奥村　彩愛(3) 真野中 久保田　歩(3) 草津中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 4510
カワギシ　ユメ リュウオウチュウ

[14.69] 1 10407
クロイワ　ナオ オウギチュウ

[14.84]
河岸　結夢(3) 竜王中 黒岩　奈央(3) 仰木中

2 8707
ヨシムラ　リホ モリヤマミナミチュウ

[14.70] 2 3671
マエダ　チハル ツチヤマチュウ

[14.83]
吉村　莉穂(3) 守山南中 前田　ちはる(3) 土山中

3 9831
イケダ　ナツキ ヒコネチュウオウチュウ

[14.61] 3 2511
タナカ　カエ セタチュウ

[14.77]
池田　梨月(3) 彦根中央中 田中　香衣(3) 瀬田中

4 8612
トミナガ　サクラ キョウダイシャチュウ

[14.55] 4 10840
コウヤマ　カナエ ミナクチヒガシチュウ

[14.77]
富永　さくら(3) 兄弟社中 神山　佳奈英(3) 水口東中

5 3850
スギモト　リリ コウナンチュウ

[14.55] 5 2338
ニシナリ　ナツキ クサツチュウ

[14.77]
杉本　凜々(3) 甲南中 西生　菜月(3) 草津中

6 3713
イハラ　モモナ コウカ

[14.54] 6 928
ノセ　ココナ ヒコネミナミチュウ

[14.77]
井原　桃和(3) 甲賀中 野瀬　心菜(3) 彦根南中

7 4255
モリタ　アイカ ヒノチュウ

[14.63] 7 2513
オカ　サクラ セタチュウ

[14.78]
森田　愛可(3) 日野中 岡　さくら(3) 瀬田中

8 9622
オオハシ　ユナ セタキタチュウ

[14.66] 8 4502
ナカジマ　リア リュウオウチュウ

[14.79]
大橋　由菜(3) 瀬田北中 中嶋　莉愛(3) 竜王中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:39:13



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

３年女子100m
〈〈 決勝 〉〉 (10-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 930
タカダ　アイカ ヒコネミナミチュウ

[14.95] 2 931
フルカワ　アンナ ヒコネミナミチュウ

[15.36]
髙田　愛佳(3) 彦根南中 古川　愛奈(3) 彦根南中

3 2255
ミナミ　キワ シガチュウ

[14.86] 3 3541
ヤマグチ　ヒヨリ シロヤマ

[15.13]
南　希和(3) 志賀中 山口　ひより(3) 城山

4 2703
オカ　ミヅキ リットウチュウ

[14.85] 4 10409
ヤギ　アユリ オウギチュウ

[15.24]
岡　美月(3) 栗東中 八木　歩浬(3) 仰木中

5 4107
コバヤシ　アイラ チョウオウチュウ

[14.85] 5 3037
アラキ　ハルカ イシベチュウ

[15.22]
小林　亜壱良(3) 朝桜中 荒木　悠(3) 石部中

6 247
ウメヤ　ミク オウジヤマチュウ

[14.92] 6 8615
マルヤマ　コノン キョウダイシャチュウ

[15.22]
梅屋　未来(3) 皇子山中 丸山　心暖(3) 兄弟社中

7 9009
カラカワ　ハルカ カラサキチュウ

[14.93] 7 1925
モリ　コナツ タマゾノチュウ

[15.26]
辛川　はるか(3) 唐崎中 森　小夏(3) 玉園中

8 4356
ナダ　マリノ ナンゴウチュウ

[14.94] 8 3109
オノ　スミカ ヤスチュウ

[15.31]
灘　毬乃(3) 南郷中 小野　澄佳(3) 野洲中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 4256
ニシオ　マヤ ヒノチュウ

2 10228
ヤマグチ　ミリア アケトミチュウ

西尾　蒔弥(3) 日野中 山口　深俐亜(3) 明富中

3 2337
タケザワ　ユウコ クサツチュウ

[15.46] 3 4102
ヤスダ　アサヒ チョウオウチュウ

竹澤　優子(3) 草津中 安田　陽妃(3) 朝桜中

4 2258
ナカツカ　カホ シガチュウ

[15.57] 4 8216
ライオンズ　ラターニャスミレ コセイチュウ

中塚　夏帆(3) 志賀中 ライオンズ　ラターニャ菫(3) 湖西中

5 3542
サジ　ハルナ シロヤマ

[15.53] 5 7538
ヤマモト　ミユ タカホチュウ

佐治　春奈(3) 城山 山本　珠由(3) 高穂中

6 10309
タカギ　ナナミ タマガワチュウ

[15.44] 6 1924
ヒナガ　サクラ タマゾノチュウ

高木　七海(3) 玉川中 日永　咲良(3) 玉園中

7 5816
キタガワ　マナホ ヒコネチュウ

[16.73] 7 8018
コバヤシ　リオナ アドガワチュウ

北川　真帆(3) 彦根中 小林　莉央那(3) 安曇川中

8 10307
シミズ　ジュンナ タマガワチュウ

[15.76] 8 8020
クズハラ　レミ アドガワチュウ

志水　順音(3) 玉川中 葛原　麗心(3) 安曇川中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:39:13



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子200m 決勝 7/3 12:30 

滋賀県中学記録 24.50 壹岐　あいこ 南郷 2015 厚別
近畿中学記録 24.47 武本　知絋 都祁・奈良 2009 大分

24.0 奥埜　めぐみ 竜山・兵庫 1992 王子公園

〈〈 決勝 〉〉 (10-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 1716
シンドウ　リン ハチマンニシチュウ

[29.16] 1 2260
キノシタ　チサ シガチュウ

[29.85]
進藤　凛(3) 八幡西中 木下　千彩(3) 志賀中

2 2206
ニガ　カンナ シガチュウ

[29.14] 2 8726
フジサワ　モア モリヤマミナミチュウ

[29.64]
仁賀　柑奈(2) 志賀中 藤澤　望亜(2) 守山南中

3 5818
ハシモト　アミ ヒコネチュウ

[28.57] 3 8925
マツダ　コト ヤスキタチュウ

[29.24]
橋本　彩美(3) 彦根中 松田　紅音(3) 野洲北中

4 3244
タナカ　ヒサキ チュウズチュウ

[28.72] 4 703
マツミヤ　ハアト ヒコネヒガシチュウ

[29.32]
田中　百咲(3) 中主中 松宮　心姫(3) 彦根東中

5 9827
クスモト　リサ ヒコネチュウオウチュウ

[28.73] 5 10310
オオイシ　ミリア タマガワチュウ

[29.17]
楠本　りさ(3) 彦根中央中 大石　実梨亜(3) 玉川中

6 7545
マツウラ　マユ タカホチュウ

[29.00] 6 4234
ニシムラ　リョウ ヒノチュウ

[29.24]
松浦　真優(2) 高穂中 西村　涼(2) 日野中

7 7543
ヒョウドウ　ユナ タカホチュウ

[29.00] 7 9571
イマダ　ミズキ キタオオジチュウ

[29.53]
兵等　結南(2) 高穂中 今田　瑞希(3) 北大路中

8 2817
ウメカゲ　マコト イチリツモリヤマチュウ

[29.09] 8 8002
オオハシ　ナナミ アドガワチュウ

[29.54]
梅景　愛琴(2) 市立守山中 大橋　七海(2) 安曇川中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 8218
オオクボ　ミナ コセイチュウ

[30.43] 2 10807
ミツイ　リカ ミナクチヒガシチュウ

[31.86]
大久保　美奈(2) 湖西中 三井　梨花(2) 水口東中

2 8724
イシダ　マオナ モリヤマミナミチュウ

[30.15] 3 9258
ナガエ　ハナリ オイカミチュウ

[31.06]
石田　茉央奈(2) 守山南中 長江　花莉(3) 老上中

3 3857
ヒラオ　ユア コウナンチュウ

[30.00] 4 8019
イシジマ　アイミ アドガワチュウ

[31.27]
平尾　夕愛(3) 甲南中 石島　愛美(3) 安曇川中

4 245
タナカ　ミナミ オウジヤマチュウ

[29.98] 5 760
マツモト　レナ ヒコネヒガシチュウ

[30.64]
田中　南実(3) 皇子山中 松本　怜奈(2) 彦根東中

5 9285
マシバ　イチカ オイカミチュウ

[30.04] 6 9408
ワダ　ミノリ リットウニシチュウ

[31.16]
間柴　一花(2) 老上中 和田　実莉(3) 栗東西中

6 3207
ハヤシ　センリ チュウズチュウ

[30.00] 7 4308
エガワ　アン ナンゴウチュウ

[31.29]
林　千里(1) 中主中 江川　杏(1) 南郷中

7 3115
ヤノ　アンズ ヤスチュウ

[30.14] 8 3487
スオウ　リコ ミナクチチュウ

[31.43]
矢野　あんず(2) 野洲中 周防　莉瑚(2) 水口中

8 9410
タカテラ　カホ リットウニシチュウ

[30.15]
高寺　夏帆(2) 栗東西中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 4309
エンドウ　アヤネ ナンゴウチュウ

[33.65] 2 2718
シャノウ　アミ リットウチュウ

[37.00]
遠藤　愛音(1) 南郷中 社納　杏実(1) 栗東中

3 7810
コタニ　エレン イマヅ

[32.98] 3 9928
クマノ　ナナミ ハヤマチュウ

[33.85]
小谷　永恋(1) 今津中 熊野　奈々美(1) 葉山中

4 11027
リュウゲ　テンカ リツメイカンモリヤマチュウ

[33.07] 4 10010
ネゴロ　カレン マノチュウ

[33.73]
龍華　天花(1) 立命館守山中 根来　華蓮(1) 真野中

5 9627
カモハラ　ミユ セタキタチュウ

[32.73] 5 4235
コモリ　ジュナ ヒノチュウ

[33.97]
蒲原　心結(2) 瀬田北中 小森　珠菜(2) 日野中

6 2428
ヨコエ　コトハ マツバラ

[33.12] 6 1709
カガワ　ユリア ハチマンニシチュウ

[34.33]
横江　琴羽(3) 松原中 香川　友里亜(1) 八幡西中

7 7903
ミヤザワ　コマチ クツキチュウ

[33.34] 7 2717
サワ　マナカ リットウチュウ

[37.00]
宮澤　恋町(1) 朽木中 澤　愛香(1) 栗東中

8 10315
ナカイ　ハルノ タマガワチュウ

[33.50] 8 8624
イマガワ　ユウカ キョウダイシャチュウ

[35.30]
中井　晴乃(1) 玉川中 今川　侑香(1) 兄弟社中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:19



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子200m
〈〈 決勝 〉〉 (10-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 2021
オグラ　ヒカリ セイトク

2 3110
カワサキ　マユ ヤスチュウ

小椋　ひかり(1) 聖徳中 川崎　愛友(2) 野洲中

3 2429
ウジバヤシ　ミオ マツバラ

3 2520
タナカ　ナナミ セタチュウ

氏林　美桜(1) 松原中 田中　菜々美(2) 瀬田中

4 2109
カンノ　リオナ カタタチュウ

4 3552
テラダ　マアヤ シロヤマ

菅野　莉央菜(1) 堅田中 寺田　真彩(1) 城山

5 10008
トミノ　アスミ マノチュウ

[37.55] 5 2516
オクダ　ノドカ セタチュウ

冨野　愛純(1) 真野中 奥田　暖香(2) 瀬田中

6 4444
モリタ　ナナミ コウセイキタチュウ

6 3554
カナダ　ルアン シロヤマ

森田　菜々美(2) 甲西北中 金田　琉杏(1) 城山

7 9634
ミヤバヤシ　ユイ セタキタチュウ

7 8201
キド　アカリ コセイチュウ

宮林　夢唯(2) 瀬田北中 城戸　朱莉(1) 湖西中

8 2113
ムネカタ　ユイ カタタチュウ

8 5831
クボタ　ハナ ヒコネチュウ

棟方　優衣(1) 堅田中 久保田　羽桜(1) 彦根中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 804
ナカジマ　イサ ヒコネニシチュウ

2 10415
ヤマモト　ヒカル オウギチュウ

中嶋　生桜(1) 彦根西中 山本　ひかる(1) 仰木中

3 10603
ヤマザキ　ユナ カワセチュウ

3 3724
フジタ　アイカ コウカ

山﨑　結奈(1) 河瀬中 藤田　愛可(2) 甲賀中

4 4108
ヤマナカ　サラ チョウオウチュウ

4 9837
ホリベ　アスカ ヒコネチュウオウチュウ

山中　沙羅(2) 朝桜中 堀部　明日香(2) 彦根中央中

5 4116
ニシダ　ミユウ チョウオウチュウ

5 806
フクハラ　サチナ ヒコネニシチュウ

西田　三侑(1) 朝桜中 福原　さちな(1) 彦根西中

6 3866
オオニシ　ユウリ コウナンチュウ

6 3492
フジワラ　スズネ ミナクチチュウ

大西　優梨(1) 甲南中 藤原　涼音(2) 水口中

7 10601
タナカ　レイ カワセチュウ

7 4450
イサイ　シオリ コウセイキタチュウ

田中　澪(1) 河瀬中 委細　汐里(1) 甲西北中

8 2340
ワタナベ　ナホ クサツチュウ

8 8904
トヨタ　アンナ ヤスキタチュウ

渡邉　菜穂(3) 草津中 豊田　杏南(1) 野洲北中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:19



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

１年女子800m 決勝 7/3 11:20 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素
滋賀県記録 2:06.03 桑城　奈苗 筑波大 2004 国立

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 2022
クニエダ　ニコナ セイトク

[2:49.91] 1 10003
ミヤザキ　ミト マノチュウ

国枝　にこ奈(1) 聖徳中 宮崎　海音(1) 真野中

2 2436
フルカワ　サト マツバラ

[2:53.21] 2 2719
コマイ　ミオン リットウチュウ

[3:03.03]
古川　桜都(1) 松原中 駒井　海音(1) 栗東中

3 4451
フクモト　マイ コウセイキタチュウ

[2:37.48] 3 2305
マツモト　チヒロ クサツチュウ

[3:23.35]
福本　真生(1) 甲西北中 松本　ちひろ(1) 草津中

4 3865
ヨコフジ　クオン コウナンチュウ

[2:46.55] 4 5830
オバタ　ユイ ヒコネチュウ

横藤　空音(1) 甲南中 小幡　結生(1) 彦根中

5 7504
ナカムラ　マキ タカホチュウ

[2:53.21] 5 2538
クボ　コハル セタチュウ

[3:06.02]
中村　真希(1) 高穂中 久保　心晴(1) 瀬田中

6 8735
イシダ　サワ モリヤマミナミチュウ

[2:39.29] 6 2821
イシウチ　マナ イチリツモリヤマチュウ

[3:33.10]
石田　紗和(1) 守山南中 石内　愛菜(1) 市立守山中

7 210
ナカガワ　フキ オウジヤマチュウ

[2:45.09] 7 8733
メハタ　マイ モリヤマミナミチュウ

[3:02.66]
中川　風季(1) 皇子山中 目秦　舞衣(1) 守山南中

8 3041
タニダ　ナナセ イシベチュウ

[2:52.15] 8 7902
タニ　モモネ クツキチュウ

[2:55.76]
谷田　七星(1) 石部中 谷　萌々音(1) 朽木中

9 4314
ミヤザキ　ユリ ナンゴウチュウ

[2:35.96] 9 10819
ヤマザキ　チヒロ ミナクチヒガシチュウ

[3:03.01]
宮﨑　優梨(1) 南郷中 山﨑　千尋(1) 水口東中

10 8903
タメイケ　リノ ヤスキタチュウ

[2:44.06] 10 2824
ハギナカ　リン イチリツモリヤマチュウ

[3:01.77]
溜池　梨乃(1) 野洲北中 萩中　凜(1) 市立守山中

11 8009
フチタ　コト アドガワチュウ

[2:55.28] 11 4117
クゴウ　アンリ チョウオウチュウ

[3:17.42]
渕田　心翔(1) 安曇川中 久郷　杏莉(1) 朝桜中

12 9605
ヤマザキ　リノア セタキタチュウ

[2:50.84] 12 9801
フカオ　カナ ヒコネチュウオウチュウ

[3:10.38]
山崎　凛音亜(1) 瀬田北中 深尾　香奈(1) 彦根中央中

13 9927
カツマ　スミレ ハヤマチュウ

[2:43.81] 13 5832
ヒロタ　エマ ヒコネチュウ

勝間　純鈴(1) 葉山中 廣田　笑舞(1) 彦根中

14 3550
ヤマナカ　カノ シロヤマ

[2:52.35]
山中　香乃(1) 城山

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:48



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２・３年女子800m 決勝 7/3 11:30 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素
滋賀県記録 2:06.03 桑城　奈苗 筑波大 2004 国立

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9406
マツクマ　ヒナツ リットウニシチュウ

[2:43.12] 1 10838
ミズシマ　ヒマリ ミナクチヒガシチュウ

[2:48.83]
松隈　ひなつ(3) 栗東西中 水島　日鞠(3) 水口東中

2 2251
カワイ　リンカ シガチュウ

[2:39.45] 2 4514
カツミ　レナ リュウオウチュウ

[2:45.74]
河合　凛果(3) 志賀中 勝見　澪菜(2) 竜王中

3 3538
ネガキ　マナ シロヤマ

[2:38.97] 3 255
アケズミ　サラ オウジヤマチュウ

[2:43.56]
根垣　真菜(3) 城山 明角　咲空(2) 皇子山中

4 3475
タホリ　エマ ミナクチチュウ

[2:38.11] 4 10707
ウエムラ　ミク ケンモリヤマチュウ

[2:44.28]
田堀　笑茉(2) 水口中 上村　壬久(3) 県守山中

5 3038
オガワ　ハルカ イシベチュウ

[2:40.47] 5 5653
ムラニシ　マコ コウラチュウ

[2:49.21]
小川　悠花(3) 石部中 村西　真子(3) 甲良中

6 402
イジマ　ミヤビ アワヅチュウ

[2:40.00] 6 322
クラモト　アカリ ウチデチュウ

[2:49.67]
井島　未也美(2) 粟津中 倉本　朱理(2) 打出中

7 10308
シモデラ　ミサト タマガワチュウ

[2:42.89] 7 9576
ヒウケ　ユズハ キタオオジチュウ

[2:46.00]
下寺　美慧(3) 玉川中 日生下　柚羽(2) 北大路中

8 10616
オカモト　レア カワセチュウ

[2:42.37] 8 9564
スサミ　ハルナ キタオオジチュウ

[2:46.01]
岡本　怜歩(3) 河瀬中 須佐見　悠奈(3) 北大路中

9 3711
カワイ　ユメノ コウカ

[2:38.29] 9 3238
カワバタ　ハナ チュウズチュウ

[2:46.68]
河合　夢乃(2) 甲賀中 川端　花奈(3) 中主中

10 9621
スズキ　アンリ セタキタチュウ

[2:37.90] 10 10239
ヤマモト　マユ アケトミチュウ

[2:47.11]
鈴木　杏里(3) 瀬田北中 山本　真由(3) 明富中

11 707
フカマチ　サエ ヒコネヒガシチュウ

[2:38.96] 11 4908
オオマエ　レナ ノトガワチュウ

[2:44.78]
深町　咲絵(3) 彦根東中 大前　玲菜(3) 能登川中

12 2604
コバヤシ　アカネ タナカミチュウ

[2:37.57] 12 10711
ニシナカ　イズミ ケンモリヤマチュウ

[2:48.34]
小林　あかね(2) 田上中 西中　泉美(2) 県守山中

13 1718
ミサキ　カノン ハチマンニシチュウ

[2:36.28] 13 3325
ヤマモト　シオリ コウセイチュウ

[2:44.58]
三﨑　叶夢(3) 八幡西中 山本　汐莉(2) 甲西中

14 9405
トリハラ　サナ リットウニシチュウ

[2:39.32] 14 9010
タカダ　アカリ カラサキチュウ

[2:50.57]
鳥原　紗菜(3) 栗東西中 髙田　あかり(3) 唐崎中

15 3242
フジオカ　ミハル チュウズチュウ

[2:34.78] 15 808
シモコシ　ユウヒ ヒコネニシチュウ

[2:43.88]
藤岡　美陽(3) 中主中 霜越　優日(3) 彦根西中

16 9251
アズマ　リサ オイカミチュウ

[2:38.18] 16 8001
カネダ　チカ アドガワチュウ

[2:44.73]
東　莉沙(3) 老上中 金田　千佳(2) 安曇川中

17 3321
ツジノ　ハヤカ コウセイチュウ

[2:35.42] 17 317
オカモト　マリン ウチデチュウ

[2:48.99]
辻野　早香(3) 甲西中 岡本　真凜(3) 打出中

18 4304
ハンダ　コムギ ナンゴウチュウ

[2:39.77] 18 4434
オクムラ　アヤナ コウセイキタチュウ

[2:49.91]
半田　こむぎ(2) 南郷中 奥村　彩菜(3) 甲西北中

19 933
フクナガ　コトネ ヒコネミナミチュウ

[2:39.78] 19 811
ナカガワ　ホノカ ヒコネニシチュウ

[2:47.82]
福永　琴音(3) 彦根南中 中川　穂香(3) 彦根西中

20 7503
ナカザワ　ソラ タカホチュウ

[2:40.48] 20 9254
キムラ　コハル オイカミチュウ

[2:48.04]
中澤　蒼来(2) 高穂中 木村　胡春(3) 老上中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:53



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

２・３年女子800m
〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 2424
マツウラ　ヒヨリ マツバラ

[3:03.22]
松浦　ひより(3) 松原中

2 3491
トリモト　カノ ミナクチチュウ

鳥本　華希(2) 水口中

3 10223
ジョウシ　チハル アケトミチュウ

[2:52.18]
上志　千春(3) 明富中

4 922
ヤマグチ　サト ヒコネミナミチュウ

[3:02.82]
山口　桜都(3) 彦根南中

5 705
シミズ　モミジ ヒコネヒガシチュウ

[3:12.65]
清水　椛(3) 彦根東中

6 8928
オカ　ハナコ ヤスキタチュウ

[2:50.90]
岡　葉菜子(2) 野洲北中

7 2339
ナカムラ　コト クサツチュウ

[3:10.43]
中村　瑚都(3) 草津中

8 1927
オカムラ　マナ タマゾノチュウ

[2:58.80]
岡村　真奈(3) 玉園中

9 10346
アカイ　サヒロ タマガワチュウ

[2:54.79]
赤井　紗央(2) 玉川中

10 1705
オオニシ　ヒナカ ハチマンニシチュウ

[2:57.24]
大西　雛花(2) 八幡西中

11 9839
サノ　コハナ ヒコネチュウオウチュウ

[2:59.33]
佐野　こはな(2) 彦根中央中

12 2246
オダ　カオン シガチュウ

[3:10.24]
小田　暖恩(3) 志賀中

13 7904
ヤマモト　ピイチ クツキチュウ

山本　桃実(3) 朽木中

14 9011
カマダ　ハルノ カラサキチュウ

[3:08.87]
鎌田　暖乃(3) 唐崎中

15 4913
ヨシオカ　ルリ ノトガワチュウ

[2:56.69]
吉岡　瑠璃(3) 能登川中

16 3119
セオ　モモカ ヤスチュウ

[2:55.78]
瀬尾　ももか(2) 野洲中

17 8621
ナカジマ　カノン キョウダイシャチュウ

中島　樺音(2) 兄弟社中

18 2705
コバヤシ　ミユ リットウチュウ

[2:53.95]
小林　美結(2) 栗東中

19 2007
キタガワ　カレン セイトク

[2:51.78]
北川　華恋(3) 聖徳中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:53



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子1500m 決勝 7/3 10:40 

滋賀県中学記録 4:28.27 森谷　心美 立命館守山 2021 布引
近畿中学記録 4:19.46 福田　有以 稲美北・兵庫 2010 神戸
滋賀県記録 4:14.5 桑城　奈苗 筑波大 2003 筑波大

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 2005
オカモト　スミレ セイトク

[5:30.83] 1 3204
カドヤ　ミキ チュウズチュウ

[5:49.94]
岡本　純玲(3) 聖徳中 角谷　美貴(2) 中主中

2 7807
オオガ　マヤ イマヅ

[5:33.91] 2 9838
ミズタニ　セイカ ヒコネチュウオウチュウ

[5:50.57]
大賀　麻椰(2) 今津中 水谷　静花(2) 彦根中央中

3 3672
マエダ　リオ ツチヤマチュウ

[5:31.07] 3 10211
ウンリンイン　ココナ アケトミチュウ

[6:03.45]
前田　理緒(3) 土山中 雲林院　心菜(2) 明富中

4 4355
シミズ　ユノ ナンゴウチュウ

[5:34.02] 4 3537
サジ　ユメナ シロヤマ

[5:50.26]
清水　由埜(3) 南郷中 佐治　夢菜(3) 城山

5 9833
ムラタ　レア ヒコネチュウオウチュウ

[5:32.34] 5 4944
ニシカワ　アイナ ノトガワチュウ

[5:52.94]
村田　玲杏(3) 彦根中央中 西川　愛菜(3) 能登川中

6 2203
ミヤケ　ノノカ シガチュウ

[5:33.57] 6 4439
モチヅキ　ナホ コウセイキタチュウ

[6:00.80]
三宅　野々花(2) 志賀中 望月　菜穂(2) 甲西北中

7 10632
ムラカミ　レイナ カワセチュウ

[5:34.45] 7 4447
タナカ　アンリ コウセイキタチュウ

[5:55.00]
村上　令奈(2) 河瀬中 田中　杏莉(1) 甲西北中

8 912
タカハシ　ミソラ ヒコネミナミチュウ

[5:31.30] 8 5819
ミズノ　モエ ヒコネチュウ

[5:50.96]
髙橋　みそら(2) 彦根南中 水野　萌恵(3) 彦根中

9 2202
イトウ　カエデ シガチュウ

[5:15.68] 9 8005
イリエ　ハナ アドガワチュウ

[5:40.39]
伊藤　楓(2) 志賀中 入江　花(2) 安曇川中

10 3851
ナリタ　ヒメカ コウナンチュウ

[5:17.81] 10 8016
サワムラ　リオ アドガワチュウ

[5:34.49]
成田　姫夏(3) 甲南中 澤村　理央(3) 安曇川中

11 1721
ヤスダ　モユ ハチマンニシチュウ

[5:23.96] 11 758
ヨツヅカ　アイリ ヒコネヒガシチュウ

[5:40.34]
安田　萌結(3) 八幡西中 四塚　愛梨(2) 彦根東中

12 10803
オガワ　ユイ ミナクチヒガシチュウ

[5:19.72] 12 3469
ウチダ　メイ ミナクチチュウ

[5:35.16]
小川　由衣(2) 水口東中 内田　芽依(3) 水口中

13 417
シマダ　ユイカ アワヅチュウ

[5:30.00] 13 765
マツモト　ナツミ ヒコネヒガシチュウ

[5:43.09]
嶋田　唯花(3) 粟津中 松本　夏実(2) 彦根東中

14 9264
マキハタ　サホ オイカミチュウ

[5:25.05] 14 10708
イグチ　ミサキ ケンモリヤマチュウ

[5:44.98]
巻幡　咲帆(3) 老上中 井口　美咲(2) 県守山中

15 9567
バンバ　リン キタオオジチュウ

[5:27.62] 15 10212
コイケ　ユノ アケトミチュウ

[5:41.64]
馬場　凜(3) 北大路中 小池　悠愛(2) 明富中

16 8230
タカギ　エリコ コセイチュウ

[5:29.36] 16 4901
ヨコタ　ヒマリ ノトガワチュウ

[5:45.10]
高木　笑梨子(2) 湖西中 横田　陽茉莉(3) 能登川中

17 2706
ヤマウチ　ユキナ リットウチュウ

[5:25.38] 17 9416
クボ　ヒマリ リットウニシチュウ

[5:46.35]
山内　優希奈(2) 栗東中 久保　日真莉(2) 栗東西中

18 9568
オカムラ　エリハ キタオオジチュウ

[5:29.04] 18 4312
ノウミ　マリ ナンゴウチュウ

[5:49.26]
岡村　愛里花(3) 北大路中 能海　茉莉(1) 南郷中

19 10839
イマイ　ヒカリ ミナクチヒガシチュウ

[5:28.94] 19 9403
シモオカ　ココネ リットウニシチュウ

[5:42.66]
今井　輝(3) 水口東中 下岡　ここね(3) 栗東西中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:29



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子1500m
〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3867
イケダ　フウカ コウナンチュウ

池田　楓花(1) 甲南中

2 809
ニシハタ　ホノミ ヒコネニシチュウ

西畑　穂美(1) 彦根西中

3 1724
ツダ　レイカ ハチマンニシチュウ

津田　怜花(1) 八幡西中

4 3551
タナカ　リホ シロヤマ

田中　莉帆(1) 城山

5 2528
シオタ　リコ セタチュウ

塩田　莉子(2) 瀬田中

6 3486
シミズ　サヤネ ミナクチチュウ

清水　早耶音(2) 水口中

7 3675
ハシモト　リサ ツチヤマチュウ

橋本　莉沙(2) 土山中

8 9602
ムラニシ　ユイコ セタキタチュウ

村西　結心(1) 瀬田北中

9 4504
ニシボリ　コムギ リュウオウチュウ

[6:18.72]
西堀　香麦(3) 竜王中

10 815
タキナミ　ハルカ ヒコネニシチュウ

[6:11.62]
瀧波　はるか(3) 彦根西中

11 8924
コマツ　ユミ ヤスキタチュウ

[6:18.85]
小松　優美(3) 野洲北中

12 7901
サコ　ノノカ クツキチュウ

[6:20.81]
佐古　野々花(2) 朽木中

13 2811
オダ　ミサト イチリツモリヤマチュウ

[6:40.79]
小田　美里(3) 市立守山中

14 2416
ウノ　ソヨカ マツバラ

[6:38.05]
宇野　颯夏(3) 松原中

15 9607
ワタナベ　カリン セタキタチュウ

渡邉　夏凛(1) 瀬田北中

16 11010
ヒノ　アヤハ リツメイカンモリヤマチュウ

[6:23.11]
日野　彩葉(3) 立命館守山中

17 418
カサイ　ヒヨリ アワヅチュウ

[6:36.11]
笠井　ひより(3) 粟津中

18 7809
キタニ　トモネ イマヅ

[6:54.39]
木谷　朋音(1) 今津中

19 2306
ヤハタ　レイ クサツチュウ

[7:01.33]
矢羽田　玲衣(1) 草津中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:37:29



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 山林　聡

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子100mH [76.2cm] 決勝 7/3 13:30 

滋賀県中学記録 14.24 中村　梨穂 守山北 2006 皇子山
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん 神河・兵庫 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 8622
フクイ　ハナ キョウダイシャチュウ

[19.33] 1 10403
ハシガキ　ハルカ オウギチュウ

[20.92]
福井　花(2) 兄弟社中 橋柿　遥(2) 仰木中

2 9623
ウエノ　リンカ セタキタチュウ

[19.35] 2 3239
オカダ　ユカ チュウズチュウ

[20.50]
上野　凜香(3) 瀬田北中 岡田　有加(3) 中主中

3 10837
フクヤマ　アイカ ミナクチヒガシチュウ

[18.56] 3 766
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ

[19.37]
福山　愛佳(3) 水口東中 将亦　莉星(2) 彦根東中

4 10618
モロ　カナウ カワセチュウ

[18.74] 4 8007
コジマ　ユズキ アドガワチュウ

[19.68]
茂篭　叶有(3) 河瀬中 小島　ゆず姫(2) 安曇川中

5 3118
ヌクイ　アユミ ヤスチュウ

[18.32] 5 9421
オザキ　ミカ リットウニシチュウ

[20.01]
温井　歩実(2) 野洲中 尾﨑　未果(1) 栗東西中

6 1930
オクノ　リオ タマゾノチュウ

[18.58] 6 2252
カンデ　ハルナ シガチュウ

[19.58]
奥野　鈴桜(3) 玉園中 寒出　晴菜(3) 志賀中

7 1702
ヤマダ　ニコ ハチマンニシチュウ

[19.00] 7 8223
カミジョウ　ユウカ コセイチュウ

[20.15]
山田　仁子(2) 八幡西中 上條　優花(2) 湖西中

8 9369
トウヤマ　ソナ シンドウチュウ

[19.00] 8 416
マエダ　ハルナ アワヅチュウ

[20.15]
東山　奏和(2) 新堂中 前田　陽菜(3) 粟津中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 2262
アベ　ノゾミ シガチュウ

2 10216
フジタ　リリコ アケトミチュウ

安部　希実(3) 志賀中 藤田　りりこ(1) 明富中

3 709
ハヤシ　ノノカ ヒコネヒガシチュウ

[21.48] 3 2816
ウチヤマ　ミハナ イチリツモリヤマチュウ

林　菜々花(3) 彦根東中 内山　心花(2) 市立守山中

4 2008
コジマ　サキ セイトク

[21.04] 4 3479
ヤマダ　ココミ ミナクチチュウ

小島　彩輝(2) 聖徳中 山田　ここみ(2) 水口中

5 9570
アキモリ　ナルハ キタオオジチュウ

[21.07] 5 407
フジモト　リオ アワヅチュウ

秋森　成芭(3) 北大路中 藤本　梨央(2) 粟津中

6 3484
ツルヤマ　オウカ ミナクチチュウ

[21.81] 6 2431
キシモト　トモカ マツバラ

鶴山　旺花(2) 水口中 岸本　朋華(1) 松原中

7 3721
ヤマサキ　ミク コウカ

[22.60] 7 1701
タネダ　ユラ ハチマンニシチュウ

山嵜　美来(1) 甲賀中 種田　ゆら(2) 八幡西中

8 10214
ニシダ　ナノ アケトミチュウ

[22.34] 8 8013
ナカムラ　コハル アドガワチュウ

西田　菜乃(1) 明富中 中村　心遥(1) 安曇川中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:38:40



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 大前　智也

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子走高跳 決勝 7/3  9:30 

滋賀県中学記録 1.70 前田　恵子 双葉 1988 万博記念
近畿中学記録 1.77 津田　シェリアイ 今市・大阪 2011 長居第二
滋賀県記録 1.80 粂　　寛子 中京女大 1989 国立

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10806
ハセガワ　リサ ミナクチヒガシチュウ

[1.25]
長谷川　里咲(2) 水口東中

2 2253
ミタムラ　ナナセ シガチュウ

[1.20]
三田村　ななせ(3) 志賀中

3 2504
ミズタニ　ナナ セタチュウ

[1.20]
水谷　七菜(3) 瀬田中

4 9823
キタムラ　スズ ヒコネチュウオウチュウ

北村　すず(1) 彦根中央中

5 408
ミョウジン　イブキ アワヅチュウ

明神　伊吹(2) 粟津中

6 10215
ハヤシ　サホ アケトミチュウ

林　咲穂(1) 明富中

7 914
ホリウチ　ユア ヒコネミナミチュウ

堀内　結愛(1) 彦根南中

8 4121
エンドウ　アヤネ チョウオウチュウ

遠藤　彩寧(1) 朝桜中

9 2024
タテムラ　ミク セイトク

[1.15]
種村　心玖(1) 聖徳中

10 3203
モロト　ジュン チュウズチュウ

[1.15]
諸頭　純(2) 中主中

11 3114
イマボリ　カホ ヤスチュウ

今堀　果歩(2) 野洲中

12 248
シラコ　マナカ オウジヤマチュウ

[1.25]
白子　まなか(3) 皇子山中

13 4302
サカモト　ネイ ナンゴウチュウ

[1.15]
阪本　寧(2) 南郷中

14 9415
ワタナベ　サエ リットウニシチュウ

[1.25]
渡邉　皐江(2) 栗東西中

15 701
ナカニシ　トア ヒコネヒガシチュウ

[1.30]
中西　翔愛(3) 彦根東中

16 913
フルカワ　スズナ ヒコネミナミチュウ

古川　紗奈(1) 彦根南中

17 8725
マウラ　リコ モリヤマミナミチュウ

[1.20]
眞浦　理湖(2) 守山南中

18 3490
コバヤシ　サラ ミナクチチュウ

[1.25]
小林　紗來(2) 水口中

19 1714
ニシイ　ユナ ハチマンニシチュウ

西居　夕菜(1) 八幡西中

20 2009
ワタナベ　リコ セイトク

[1.30]
渡邊　璃子(2) 聖徳中

21 2254
ニシムラ　ノゾミ シガチュウ

[1.20]
西村　望未(3) 志賀中

22 4515
コカブ　ワカナ リュウオウチュウ

[1.20]
古株　若奈(2) 竜王中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:36:52



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 大前　智也

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子走幅跳 決勝 7/3  9:30 

滋賀県中学記録 5.84 加藤　伊織 能登川 2011 鴻ノ池
近畿中学記録 6.12 高良　彩花 西宮浜・兵庫 2015 加古川
滋賀県記録 6.19 武村　末美 大津市役所 1983 国立

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3113
タナカ　アヤネ ヤスチュウ

[3.92] 1 3206
ナカムラ　ココナ チュウズチュウ

田中　綾音(2) 野洲中 中村　心菜(1) 中主中

2 9370
イシダ　ミヅキ シンドウチュウ

[4.05] 2 4254
マツオ　ハルナ ヒノチュウ

石田　瑞稀(2) 新堂中 松尾　春奈(3) 日野中

3 10031
ナカタ　ユキノ マノチュウ

[3.76] 3 8927
イシハラ　アヤノ ヤスキタチュウ

[3.68]
中田　有希乃(3) 真野中 石原　綾乃(2) 野洲北中

4 3493
イチダ　ユラ ミナクチチュウ

[3.84] 4 404
ナカムラ　ユキ アワヅチュウ

[3.67]
市田　結來(2) 水口中 中村　優希(2) 粟津中

5 2509
クズカミ　シオン セタチュウ

[3.77] 5 916
カワムラ　ユア ヒコネミナミチュウ

葛上　志音(3) 瀬田中 川村　悠亜(1) 彦根南中

6 9569
ナカジマ　ハル キタオオジチュウ

[3.75] 6 10314
オクムラ　ミコ タマガワチュウ

[3.30]
中島　陽風(3) 北大路中 奥村　美湖(1) 玉川中

7 4910
キラ　ミリア ノトガワチュウ

[4.03] 7 10810
ヤマナ　カノン ミナクチヒガシチュウ

[3.66]
吉良　美里亜(3) 能登川中 山名　海音(2) 水口東中

8 3323
ナカムラ　ミヅキ コウセイチュウ

[3.92] 8 10217
フジモト　アイカ アケトミチュウ

中村　美月(2) 甲西中 藤本　愛香(1) 明富中

9 769
ムラチ　ユキ ヒコネヒガシチュウ

[4.24] 9 8620
カガツメ　ユイナ キョウダイシャチュウ

[3.23]
村地　由紀(2) 彦根東中 加賀爪　悠凪(2) 兄弟社中

10 2418
クミタ　セナ マツバラ

[4.03] 10 8215
ヨシザト　フウカ コセイチュウ

[3.33]
汲田　青夏(3) 松原中 吉里　楓花(3) 湖西中

11 7535
カマタ　ヒマリ タカホチュウ

[3.71] 11 1710
イダ　ユイナ ハチマンニシチュウ

鎌田　日葵(3) 高穂中 井田　結菜(1) 八幡西中

12 3678
アオキ　ハルキ ツチヤマチュウ

[3.84] 12 2111
タカノ　クミ カタタチュウ

青木　脩稀(2) 土山中 髙野　来美(1) 堅田中

13 8722
オクダ　トウコ モリヤマミナミチュウ

[3.97] 13 814
アマモリ　ユマ ヒコネニシチュウ

[3.23]
奥田　陶子(2) 守山南中 雨森　悠真(3) 彦根西中

14 1806
ハラ　アリサ フナオカチュウ

[4.00] 14 3868
マスヤマ　クミナ コウナンチュウ

原　杏莉紗(3) 船岡中 増山　玖美奈(1) 甲南中

15 9404
タダ　アキ リットウニシチュウ

[4.31] 15 2701
ホンダ　ツバサ リットウチュウ

[3.38]
多田　愛姫(3) 栗東西中 本田　羽(3) 栗東中

16 5817
カワサキ　ハルナ ヒコネチュウ

[4.22] 16 10412
ホッタ　ヒヨ オウギチュウ

[3.51]
川﨑　春菜(3) 彦根中 堀田　陽世(2) 仰木中

17 10631
ムラカミ　アイリ カワセチュウ

[3.88] 17 136
シミズ　ココロ ヒヨシチュウ

村上　愛莉(2) 河瀬中 清水　こころ(1) 日吉中

18 9830
ワカバヤシ　メイ ヒコネチュウオウチュウ

[3.82] 18 9259
ヒロカワ　モモカ オイカミチュウ

[3.49]
若林　芽依(3) 彦根中央中 廣川　桃花(3) 老上中

19 4518
ネコタ　サエ リュウオウチュウ

[4.31] 19 8003
ミヨシ　リオ アドガワチュウ

[3.56]
猫田　紗瑛(2) 竜王中 三好　里桜(2) 安曇川中

20 338
ササキ　ユカ ウチデチュウ

[3.70] 20 4305
モリ　ユラ ナンゴウチュウ

[3.49]
佐々木　結加(1) 打出中 森　優羅(2) 南郷中

リスト出力日時： 2021/06/27 13:36:56



スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 西藤　高志

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子砲丸投 [2.72kg] 決勝 7/3 11:15 

滋賀県中学記録 13.70 中川　さよ 県立守山 2005 彦根
近畿中学記録 16.67 尾山　和華 志方・兵庫 2014 太子

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録 Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 4316
ルー　ララ　アリス ナンゴウチュウ

19 320
カワムラ　ホノカ ウチデチュウ

[6.01]
ルー　ララ　亜璃朱(1) 南郷中 河村　ほのか(2) 打出中

2 4310
カタオカ　ミオ ナンゴウチュウ

20 420
ワキノ　コトセ アワヅチュウ

[6.07]
片岡　未桜(1) 南郷中 脇野　琴星(3) 粟津中

3 9802
マツヤマ　ココ ヒコネチュウオウチュウ

21 9803
ヤマザキ　ダイア ヒコネチュウオウチュウ

[6.08]
松山　心(1) 彦根中央中 山﨑　大愛(2) 彦根中央中

4 812
ワカバヤシ　リコ ヒコネニシチュウ

22 8704
イノウエ　ナナ モリヤマミナミチュウ

[6.35]
若林　里好(1) 彦根西中 井上　奈々(3) 守山南中

5 802
タカハシ　ユヅキ ヒコネニシチュウ

23 10011
ハナザキ　クルミ マノチュウ

[6.35]
髙橋　優月(1) 彦根西中 花﨑　胡桃(1) 真野中

6 8637
オクムラ　ミユ キョウダイシャチュウ

24 2517
シンドウ　ココナ セタチュウ

[6.44]
奥村　心優(2) 兄弟社中 新藤　志菜(2) 瀬田中

7 8017
ダイゲン　レナ アドガワチュウ

25 3120
ヤマニシ　ユリ ヤスチュウ

[6.52]
大源　恋菜(3) 安曇川中 山西　友理(2) 野洲中

8 9266
ヤシロ　アヤノ オイカミチュウ

26 7547
イワモト　キリ タカホチュウ

[6.64]
社　綾乃(3) 老上中 岩本　絆里(2) 高穂中

9 9265
マツナガ　ユラ オイカミチュウ

27 3720
フジハシ　スズカ コウカ

[6.70]
松永　結良(3) 老上中 藤橋　涼花(2) 甲賀中

10 8202
カツラダ　モモカ コセイチュウ

28 3854
オオカワ　キョウカ コウナンチュウ

[6.78]
桂田　百花(1) 湖西中 大川　響香(3) 甲南中

11 349
コバヤシ　ユズハ ウチデチュウ

29 4516
テラダ　ユイナ リュウオウチュウ

[6.85]
小林　悠珠羽(1) 打出中 寺田　由名(2) 竜王中

12 4441
ミヤゾエ　ユイ コウセイキタチュウ

30 411
タカギ　アイカ アワヅチュウ

[6.86]
宮副　結衣(2) 甲西北中 髙木　愛花(3) 粟津中

13 8901
サイウチ　ユウカ ヤスキタチュウ

[4.68] 31 10201
ヤマダ　アン アケトミチュウ

[7.31]
斉内　侑楓(1) 野洲北中 山田　杏(2) 明富中

14 2531
マツダ　タマキ セタチュウ

[5.13] 32 4909
キタムラ　シオン ノトガワチュウ

[7.34]
松田　環(2) 瀬田中 北村　沙愛(3) 能登川中

15 8932
ニノミヤ　ツムギ ヤスキタチュウ

[5.20] 33 1933
ヤワカ　シホ タマゾノチュウ

[7.48]
荷宮　紬(2) 野洲北中 八若　志帆(3) 玉園中

16 1630
ミズノ　ミオ ハチマンヒガシチュウ

[5.33] 34 3241
タナカ　ミク チュウズチュウ

[7.77]
水野　美桜(1) 八幡東中 田中　美空(3) 中主中

17 2426
ヤマベ　ミアリ マツバラ

[5.48] 35 3116
カイブチ　クルミ ヤスチュウ

[7.96]
山部　心愛莉(3) 松原中 貝淵　胡桃(2) 野洲中

18 4230
フクザワ　レイラ ヒノチュウ

[5.91] 36 10225
コイズミ　ヒユナ アケトミチュウ

[8.54]
福澤　怜星(2) 日野中 小泉　妃優乃(3) 明富中
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スタートリスト 滋賀県中体連陸上競技専門部

第３回中学記録会[21253303] 審判長 西藤　高志

甲賀市陸上競技場[253050] 記録主任 藤田　翔平

共通女子円盤投 [1.0kg] 決勝 7/3  9:30 

滋賀県中学記録 37.54 川島　真喜子 日野 1980 王子公園
近畿中学記録 39.77 助永　仁美 神戸生田・兵庫 2003 横浜国際

滋賀県記録 51.70 神田　千穂 新潟医療福祉大 2019 新潟医療福祉大

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10207
カワベ　オトハ アケトミチュウ

河邊　乙葉(2) 明富中

2 1712
スギモト　ユキネ ハチマンニシチュウ

杉本　倖寧(1) 八幡西中

3 4237
ヤマモト　リオ ヒノチュウ

山本　リオ(2) 日野中

4 8619
マツバラ　コナギ キョウダイシャチュウ

[10.00]
松原　心渚(2) 兄弟社中

5 10205
イマイ　ココミ アケトミチュウ

[11.38]
今井　心海(2) 明富中

6 2508
ナカノ　ユイ セタチュウ

[12.08]
中野　由惟(3) 瀬田中

7 3852
ヤスイ　マサキ コウナンチュウ

[12.68]
安居　雅姫(3) 甲南中

8 3676
マエダ　クルミ ツチヤマチュウ

[13.32]
前田　来実(2) 土山中

9 1931
バンバ　ソラ タマゾノチュウ

[13.43]
馬場　宙(3) 玉園中

10 2417
カシネ　フウカ マツバラ

[14.37]
樫根　楓花(3) 松原中

11 3855
ブノ　ミユウ コウナンチュウ

[14.84]
武野　美優(3) 甲南中

12 2204
イノウエ　トモ シガチュウ

[15.61]
井上　朋(2) 志賀中

13 7548
ホサカ　リナ タカホチュウ

[15.99]
保坂　莉那(2) 高穂中

14 762
ササキ　ユイ ヒコネヒガシチュウ

[16.21]
佐々木　優衣(2) 彦根東中

15 2505
ツダ　リオナ セタチュウ

[16.71]
津田　里緒奈(3) 瀬田中

16 1720
シラキ　ヒナ ハチマンニシチュウ

[16.71]
白木　姫菜(3) 八幡西中

17 8929
オク　モナミ ヤスキタチュウ

[17.36]
奥　桃奈実(2) 野洲北中

18 7533
ヤマモト　モモカ タカホチュウ

[18.83]
山本　桃花(3) 高穂中
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