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リザルトリスト
滋賀県U16陸上競技大会[21253005] 審判長 大前　智也
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040] 記録主任 藤田　翔平

　共通男子三段跳
滋賀県中学記録 13.92 犬井　亮介 竜王 2010 紀三井寺 決勝 7/17  9:00 
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
大会記録 12.54 片山　結宇 守山南中 2020 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キタガワ　オサム ソウヨウチュウ  GR

1 6521 北川　修(3) 双葉中 12.61 (-0.1)
ヨシカワ　ダイト ナガハマニシチュウ  PB

2 1179 吉川　大登(3) 長浜西中 12.23 (+1.3)
トリイ　ユウキ モリヤマキタチュウ  PB

3 9118 鳥井　悠希(3) 守山北中 12.19 (+1.4)
コバヤシ　カナト ヒノチュウ

4 4265 小林　奏斗(3) 日野中 12.08 (+1.6)
タケダ　レオ チョウオウチュウ

5 4127 竹田　伶王(3) 朝桜中 11.98 (+1.7)
セリ　タイエイ ヒコネヒガシチュウ

6 744 善利　諦英(3) 彦根東中 11.85 (+0.8)
ヤマグチ　リョウジ オイカミチュウ  PB

7 9250 山口　稜司(3) 老上中 11.83 (+1.8)
コモリ　ケンジ ヒコネチュウオウチュウ

8 9803 小森　健慈(3) 彦根中央中 10.85 (+1.0)

GR:大会記録  
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リザルトリスト
滋賀県U16陸上競技大会[21253005] 審判長 西藤　高志
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040] 記録主任 藤田　翔平

　共通男子円盤投 [1.5kg]
滋賀県中学記録 41.06 飛川　龍雅 玉園 2014 横浜日産 決勝 7/17 11:30 
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

大会記録 35.79 谷口　大翔 彦根中央中 2020 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ツチダ　タイガ カナンチュウ  PB

1 6433 土田　大雅(3) 河南中 33.38
ツダ　カズキ シンドウチュウ

2 9368 津田　和輝(3) 新堂中 29.65
ヨネザキ　ハルト イシベチュウ  PB

3 3042 米崎　暖翔(2) 石部中 28.60
オヌマ　レノ モリヤマキタチュウ  PB

4 9113 小沼　怜乃(3) 守山北中 28.42
カイ　レンヤ イチリツモリヤマチュウ  PB

5 2834 甲斐　廉也(3) 市立守山中 27.33
ナガタ　タイヨウ カナンチュウ  PB

6 6434 永田　大耀(3) 河南中 26.00
ニシカワ　ダイチ ヒコネヒガシチュウ

7 702 西川　大地(2) 彦根東中 24.15
ヨコヤマ　ルイ ツチヤマチュウ

8 3646 横山　月依(2) 土山中 22.84
タカノ　リョウ セタチュウ

9 2517 髙野　凌(2) 瀬田中 22.47
イマイ　リクト アケトミチュウ

10 10241 今井　陸都(3) 明富中 21.63
ムラカミ　ユウスケ ヒコネチュウオウチュウ

11 9810 村上　夕介(3) 彦根中央中 21.43
マツモト　カイト ヒヨシチュウ

12 124 松本　空飛(2) 日吉中 16.89
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リザルトリスト
滋賀県U16陸上競技大会[21253005] 審判長 大前　智也
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040] 記録主任 藤田　翔平

　共通女子三段跳
滋賀県記録 12.73 梅津　彩香 びわこ成蹊スポーツ大 2019 長良川 決勝 7/18 11:00 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キタムラ　ユウ ソウヨウチュウ  PB

1 6544 北村　優羽(3) 双葉中 10.44 (+0.9)
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リザルトリスト
滋賀県U16陸上競技大会[21253005] 審判長 西藤　高志
東近江市布引運動公園陸上競技場[253040] 記録主任 藤田　翔平

　共通女子円盤投 [1.0kg]
滋賀県中学記録 37.54 川島　真喜子 日野 1980 王子公園 決勝 7/17  9:30 
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
大会記録 26.86 真貝妃那凛 市立守山中 2020 

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
キタニ　マオ ソウヨウチュウ  PB

1 6543 木谷　茉央(3) 双葉中 26.15
タカハシ　カナ イシベチュウ

2 3035 髙橋　佳愛(3) 石部中 23.21
ニシムラ　ルナ リュウオウチュウ

3 4503 西村　瑠奈(3) 竜王中 22.80
オオザワ　マホ ノトガワチュウ  PB

4 4902 大澤　真帆(3) 能登川中 22.78
ミズタニ　マコト ヒコネヒガシチュウ  PB

5 708 水谷　真琴(3) 彦根東中 21.65
マツムラ　ユナ コウカ  PB

6 3703 松村　優那(3) 甲賀中 21.15
ヤマダ　ヒナタ アケトミチュウ  PB

7 10222 山田　妃陽(3) 明富中 20.46
ヤマモト　ユマ ツチヤマチュウ  PB

8 3673 山本　結間(3) 土山中 20.24
オオニシ　ユリノ アワヅチュウ  PB

9 403 大西　優莉乃(2) 粟津中 19.79
ノナカ　アミ ヒコネチュウオウチュウ  PB

9 9835 野中　亜海(3) 彦根中央中 19.79
タカイシ　モモカ セイトク

11 2001 髙石　杏花(3) 聖徳中 18.07
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