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２０２１年７月２７日(火)･２８日（水） 

大津市皇子山総合運動公園陸上競技場 
２５２０２０ 

(第 76回国民体育大会 少年の部 選手選考会) 



<男子>第７４回滋賀県中学校夏季総合体育大会 ２０２１年７月２７日（火）２８日（水）　大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

参加 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位
種　目 人数 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録

岩﨑　航大(1) 12.42 (-2.0) 吉村　莞太(1) 12.43 (-2.0) 永石　隆裕(1) 12.43 (-2.0) 吉留　大智(1) 12.45 (-2.0) 中野　岳瑠(1) 12.47 (-2.0) 石原　琉聖(1) 12.54 (-0.4) 一宮　暖(1) 12.64 (-2.0) 日置　獅音(1) 12.73 (-0.4)
立命館守山中 守山南中 幸福関西中 栗東西中 打出中 彦根中 水口東中 仰木中
伊藤　大翔(2) 11.37 (-1.1) 松本　大雅(2) 11.86 (-1.1) 北村　仁一朗(2) 11.95 (-1.1) 西口　友晟(2) 12.00 (-1.1) 川上　大智(2) 12.10 (-1.1) 山田　大悟(2) 12.12 (-1.1) 北村　成悠(2) 12.19 (-1.1) 白井　瑠煌(2) 12.25 (-1.1)
日吉中 水口中 双葉中 青山中 信楽中 稲枝中 粟津中 栗東中
土城　隼磨(3) 11.04 (+0.9) 松居　慶眞(3) 11.17 (+0.9) 宮本　遥光(3) 11.22 (+0.9) 福田　涼真(3) 11.26 (+0.9) 田中　蓮仁(3) 11.50 (+2.0) 髙阪　雅晃(3) 11.50 (+0.9) 甲斐　慶樹(3) 11.56 (+0.9)
水口中 全中 長浜西中 全中 長浜北中 彦根南中 中主中 八幡中 新堂中

三品　空吾(3) 11.56 (+0.9)
市立守山中

鍋島　航太朗(3) 22.37 (+1.7) 古田　凌也(3) 22.84 (+1.7) 戸高　優稀(3) 23.12 (+1.7) 阿辻　雅生(3) 23.22 (+1.7) 杉本　涼(3) 23.33 (+1.7) 白砂　晴基(3) 23.37 (+1.7) 奥居　知生(3) 23.69 (+1.7) 長谷部　湖人(3) 23.85 (-0.5)
双葉中 全中 日吉中 長浜北中 西浅井中 打出中 粟津中 玉川中 青山中
森口　匠真(3) 52.80 門田　大輝(3) 53.10 三浦　成司(3) 53.74 谷澤　海翔(3) 53.95 木村　和真(3) 54.36 東川　拓翔(3) 54.40 奥村　一颯(3) 55.85 池尾　拓也(3) 55.98
栗東西中 栗東西中 今津中 中主中 瀬田中 彦根東中 仰木中 松原中
落合　晃(3) 1:56.87 菅原　爽(3) 2:03.11 北川　裕基(3) 2:06.54 北川　寛斗(3) 2:09.78 中川　貴心(3) 2:14.71 川嵜　視景(3) 2:16.24 角田　侑大(3) 2:17.74
今津中 SJH-全中-GR 仰木中 長浜北中 玉川中 明富中 双葉中 中主中
今井　悠貴(1) 4:34.89 岡野　太智(1) 4:34.97 谷　隆誠(1) 4:35.15 佐藤　煉(1) 4:36.96 松平　耕生(1) 4:52.05 山本　秀路(1) 4:52.09 伊部　隼(1) 4:55.70 大久保　翔平(1) 4:55.77
信楽中 河南中 瀬田北中 草津中 河瀬中 粟津中 双葉中 水口中
藤田　孔己(3) 4:21.36 伊勢村　羚太(2) 4:23.43 五十畑　樟(3) 4:23.86 西野　壱星(3) 4:24.13 田辺　侑大(3) 4:29.10 佐藤　直和(3) 4:29.81 別府　哲雄(3) 4:30.21 清水　秀晃(3) 4:30.59
日吉中 明富中 栗東中 水口東中 米原中 打出中 市立守山中 青山中
海老原　光(3) 9:25.57 石田　崇人(3) 9:27.62 塩満　蓮(2) 9:33.85 上野　佑斗(2) 9:43.61 田島　帆高(3) 9:47.76 村居　太郎(2) 9:53.75 信田　亮太(3) 9:54.63 木村　朋貴(3) 9:55.55
湖西中 水口中 栗東西中 高穂中 水口東中 彦根南中 八幡西中 甲南中
澤　雅樹(3) 15.56 (+1.3) 神林　陽斗(3) 16.01 (+1.3) 本庄　喬貴(3) 16.04 (+1.3) 奥田　将生(3) 16.38 (+1.3) 横田　真人(3) 16.40 (+1.3) 古川　涼真(3) 16.60 (+1.3) 熊谷　啓行(3) 17.09 (+1.3) 田中　晴大(3) 18.09 (+1.3)
河南中 皇子山中 長浜西中 日吉中 南郷中 松原中 安曇川中 市立守山中
守山南中 47.40 八幡中 47.56 長浜西中 47.74 日吉中 47.74 彦根中央中 47.82 栗東西中 47.98 城山中 48.04 彦根中 48.08
西本　大宙(2) 藤田　龍信(2) 葛西　優希(2) 河原　響希(2) 萩原　健心(2) 木村　文哉(2) 伊藤　大紘(2) 岡崎　輝(2)
清水　隆希(1) 前田　琥右真(1) 馬場　悠人(1) 渡辺　圭(1) 堀内　空羽(1) 吉留　大智(1) 河野　弓弦(1) 石原　琉聖(1)
吉村　莞太(1) 萬野　弥凪(1) 北村　澪音(1) 奥田　健吾(1) 岡田　稜大(1) 田口　淳志(1) 鶴山　颯大(1) 髙島　優仁(1)
浅田　皐吉(2) 髙森　遥斗(2) 藤田　瑛太郎(2) 山本　悠一郎(2) 深山　陽翔(2) 喜田　侑磨(2) 小川　皓平(2) 大岡　颯祐(2)
日吉中 43.45 長浜西中 43.92 栗東西中 44.33 長浜北中 44.48 水口中 44.59 双葉中 44.84 守山北中 45.30 今津中 45.57
廣田　成海(3) GR 宮川　善貴(3) 藤村　直人(3) 北村　光(3) 佐伯　悠吾(3) 久保田　大智(2) 島田　絢都(2) 古谷　ルク(2)
伊藤　大翔(2) 本庄　喬貴(3) 森口　匠真(3) 戸高　優稀(3) 松本　大雅(2) 北村　仁一朗(2) 芝田　瑛一(3) 落合　晃(3)
奥田　将生(3) 手﨑　真志(3) 門田　大輝(3) 羽渕　啓斗(3) 山中　陽生(3) 原田　琉輝也(3) 鳥井　悠希(3) 川﨑　広大(3)
古田　凌也(3) 松居　慶眞(3) 西川　大貴(3) 宮本　遥光(3) 土城　隼磨(3) 鍋島　航太朗(3) 上仲　悠生(3) 三浦　成司(3)
高嶋　快(3) 1.70 手﨑　真志(3) 1.65 植田　憐(3) 1.65 角　晃太朗(2) 1.60 河野　悠生(2) 1.60 太田　悠晴(3) 1.60
日野中 長浜西中 湖北中 彦根東中 市立守山中 栗東西中

中畑　希里斗(3) 1.65 小杉　航平(3) 1.60 平岡　健斗(2) 1.60
野洲中 高穂中 皇子山中

深尾　俐瑠紀(3) 3.10
葉山中
西川　大貴(3) 6.47 (+1.1) 増山　煌冨(3) w6.27 (+2.1) 中橋　知良(3) 6.04 (+0.9) 川﨑　広大(3) 5.89 (+1.0) 図師　彪真(3) 5.88 (-0.1) 山村　明日紀(3) 5.84 (0.0) 原田　琉輝也(3) 5.77 (+0.1) 若松　大和(3) 5.72 (+1.9)
栗東西中 甲南中 公5.79（＋1.7） 南郷中 今津中 日野中 老上中 双葉中 栗東中
小林　奏斗(3) 12.85 (+0.4) 北川　修(3) 12.58 (+1.1) 善利　諦英(3) 12.50 (+1.7) 吉川　大登(3) 12.09 (+0.2) 鳥井　悠希(3) 11.76 (+0.3) 竹田　伶王(3) 11.57 (+0.7) 瀬川　泰成(3) 11.51 (+0.5) 山口　稜司(3) 11.47 (+2.0)
日野中 双葉中 彦根東中 長浜西中 守山北中 朝桜中 栗東西中 老上中
井上　栄幸(3) 11.41 益田　聖正(3) 10.60 横山　月依(2) 10.50 南　裕己(3) 10.38 柴田　一(3) 10.06 上川　達郎(3) 10.00 下田　龍輝(3) 9.95 松村　悠志(2) 9.68
八幡中 中主中 土山中 守山北中 河南中 打出中 彦根東中 朝桜中
土田　大雅(3) 32.96 津田　和輝(3) 31.83 米崎　暖翔(2) 29.60 小沼　怜乃(3) 28.29 今井　陸都(3) 28.24 甲斐　廉也(3) 28.08 西川　大地(2) 25.25 嶋田　涼佑(3) 23.79
河南中 新堂中 石部中 守山北中 明富中 市立守山中 彦根東中 老上中
目片　亮(2) 2169点 眞野　吏津(2) 2116点 古谷　貫太郎(3) 1475点 今村　釉胡磨(2) 1470点 古川　秀馬(2) 1410点 杉山　慶(2) 1259点 伊藤　リンカン直侑(3) 1127点 中谷　将大(2) 1086点
朝桜中 皇子山中 長浜西中 新堂中 湖西中 湖北中 打出中 彦根西中

110H 16.85 (-1.7) 640点 17.01 (-1.7) 623点 19.36 (-1.6) 401点 19.25 (-1.7) 411点 20.37 (-1.6) 321点 19.25 (-1.6) 411点 19.02 (-1.6) 431点 20.38 (-1.6) 320点
ＳＰ 9.14 434点 9.18 437点 7.99 366点 6.90 301点 7.86 358点 6.21 261点 6.87 300点 6.45 275点
ＨＪ 1.71 552点 1.74 577点 1.40 317点 1.50 389点 1.40 317点 1.45 352点 NM 0点 1.40 317点
400m 56.41 543点 58.13 479点 1:00.65 391点 1:01.32 369点 59.99 414点 1:05.90 235点 1:00.50 396点 1:08.35 174点

栗東西中 45.5点 長浜西中 44点 日吉中 41点 双葉中 31点 河南中 27点
（上位者数による）

水口中 27点
（上位者数による）

長浜北中 23点 日野中 20点
（上位者数による）

全中：全日中参加標準記録突破

GR：大会新
w：追風参考
SJH：滋賀県中学記録
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<女子>第７４回滋賀県中学校夏季総合体育大会 ２０２１年７月２７日（火）２８日（水）　大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

参加 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位
種　目 人数 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録 氏名・校名 記録

大黒　真緒(1) 13.42 (-2.3) 山本　渚月(1) 13.73 (-2.3) 菱田　楓恋(1) 13.74 (0.0) 三村　真由(1) 13.74 (-2.3) 永山　理羽(1) 13.76 (-2.3) 蒔田　涼風(1) 13.84 (0.0) 杉原　希亜(1) 13.89 (-2.3) 森地　奈那子(1) 13.90 (-2.3)
粟津中 土山中 仰木中 野洲北中 守山南中 打出中 市立守山中 甲賀中
小谷　菜々(2) 12.96 (+0.7) 山口　華穂(2) 13.18 (+0.7) 山本　好(2) 13.61 (+0.7) 氏原　楓(2) 13.62 (+0.7) 堀内　捺菜(2) 13.63 (+0.7) 渡辺　琴音(2) 13.70 (+0.7) 高寺　夏帆(2) 13.74 (-1.5) 中川　彩来(2) 13.75 (-1.5)
志賀中 多賀中 彦根中央中 米原中 長浜北中 甲南中 栗東西中 守山北中
田中　瑛美莉(3) 12.61 (+2.0) 山川　なつみ(3) 12.73 (+2.0) 森井　彩月(3) 12.76 (+2.0) 村上　瑚姫(3) 12.82 (+2.0) 田邉　雪乃(3) 12.97 (+2.0) 德永　柊花(3) 13.03 (+2.0) 髙橋　里亜(3) 13.09 (+2.0) 山本　詩(3) 13.32 (-0.9)
聖徳中 永源寺中 高穂中 守山南中 志賀中 日吉中 粟津中 中主中
津本　瑛夏(2) w25.49 (+2.9) 伊藤　さつき(3) w26.57 (+2.9) 今村　瑠々奈(2) w26.89 (+2.9) 清水　芽李亜(3) w26.99 (+2.9) 齊内　愛音(2) w27.07 (+2.9) 三原　理央(3) w27.19 (+2.9) 中西　萌望(2) 27.39 (+1.3) 井野川　夕花(3) w27.40 (+2.9)
南郷中 瀬田北中 青山中 甲賀中 県立守山中 栗東西中 瀬田中 粟津中
石田　紗和(1) 2:31.94 宮﨑　優梨(1) 2:35.74 福本　真生(1) 2:38.01 松本　日和(1) 2:38.69 溜池　梨乃(1) 2:39.85 大谷　さくら(1) 2:40.25 横藤　空音(1) 2:40.26 玉川　朋茄(1) 2:40.53
守山南中 南郷中 甲西北中 粟津中 野洲北中 大東中 甲南中 栗東西中
西田　咲心(3) 2:21.00 山本　朱実令(3) 2:21.06 小松　真優(2) 2:21.44 植田　涼音(2) 2:22.56 渡邊　真央(3) 2:30.65 三﨑　叶夢(3) 2:35.14 日下部　菜々(3) 2:39.55 京谷　穂実(3) 2:40.28
市立守山中 新堂中 瀬田中 北大路中 双葉中 八幡西中 青山中 長浜北中
森谷　心美(3) 4:31.60 肥後　彩羽(3) 4:49.22 山中　彩愛(3) 4:49.22 松岡　陽花(3) 4:58.18 片矢　陽菜(2) 4:59.99 浅井　笙子(2) 5:03.68 木場田　萌優(3) 5:03.92 児玉　愛莉(3) 5:05.86
立命館守山中 全中-GR 瀬田中 水口中 甲南中 甲賀中 日吉中 水口東中 双葉中
楠　奈那(3) 15.04 (-1.5) 友田　一花(3) 15.12 (-1.5) 森　咲楽(3) 15.47 (-1.5) 嵩谷　友里(3) 15.85 (-1.5) 濱田　夏凜(3) 16.43 (-1.5) 中村　優里(3) 16.81 (-1.5) 井ノ口　らら(3) 16.97 (-1.5) 濵口　結衣(3) 17.10 (-1.5)
高穂中 日吉中 今津中 八幡中 南郷中 米原中 志賀中 松原中
立命館守山中 53.00 甲西中 53.35 瀬田中 53.78 南郷中 53.94 市立守山中 54.00 守山南中 54.02 日吉中 54.48 高穂中 55.68
前山　実歩(2) 福森　香月(2) 中西　萌望(2) 駒村　優波(2) 德永　虹花(2) 眞浦　理湖(2) 岩坂　まひな(2) 松浦　真優(2)

小守　玲愛(1) 佐藤　虹星(1) 村田　陽葵(1) 山中　はるか(1) 杉原　希亜(1) 永山　理羽(1) 松井　咲歩(1) 松下　惺奈(1)

中西　倫子(1) 栗元　陽音(1) 石田　歩花(1) 上野　優実(1) 萩中　凜(1) 石田　紗和(1) 木村　文香(1) 中村　真希(1)

新　咲来(2) 小松　果歩(2) 小松　真優(2) 津本　瑛夏(2) 三浦　月姫(2) 福田　悠菜(2) 山田　莉子(2) 吉見　沙樹(2)

日吉中 50.59 高穂中 50.64 粟津中 50.65 聖徳中 51.22 志賀中 51.22 守山南中 51.56 青山中 52.37 甲賀中 52.47
水口　奈美(3) 村田　萌衣(2) 浅井　彩乃(3) 小池　珠理(2) 井ノ口　らら(3) 鎌田　真菜(3) 吾郷　湖珀(3) 松村　優那(3)

德永　柊花(3) 楠　奈那(3) 髙橋　里亜(3) 若狭　柚花(3) 小谷　菜々(2) 村上　瑚姫(3) 原　碧唯(3) 清水　芽李亜(3)

友田　一花(3) 山中　真琴(3) 井野川　夕花(3) 冨田　桃那(3) 木下　千彩(3) 松浦　正恵(3) 小原　香純(3) 篠原　千雨(2)

近藤　美優(3) 森井　彩月(3) 大黒　真緒(1) 田中　瑛美莉(3) 田邉　雪乃(3) 廣瀬　早希(3) 今村　瑠々奈(2) 森地　奈那子(1)

藤田　季恵(3) 1.60 村林　杏奈(3) 1.48 下村　奈々華(2) 1.40 松浦　正恵(3) 1.40 八木　愛摘(3) 1.35 大井　萌愛(2) 1.35
朝桜中  全中 能登川中 土山中 守山南中 真野中 明富中

井上　愛月(3) 1.35
竜王中
山中　真琴(3) 1.35
高穂中

西村　百夏(3) w5.36 (+2.3) 辻　紬生(2) 5.00 (+1.8) 多喜　暖菜(3) w4.89 (+2.9) 作田　優奈(3) 4.79 (+1.9) 佐伯　寧音(3) 4.73 (+1.3) 山﨑　雪那(3) 4.72 (+1.3) 水口　奈美(3) 4.65 (+1.9) 古野　いろは(2) 4.64 (0.0)
明富中 公5.25(＋0.6) 土山中 青山中 公4.76(＋1.5) 栗東西中 市立守山中 長浜西中 日吉中 双葉中
谷村　結彩(2) 10.97 松田　冬美(3) 10.92 ソウザ　ビアンカ(2) 10.80 山口　真央(3) 10.01 吉見　沙樹(2) 9.73 備前　結心(3) 9.23 三浦　月姫(2) 9.03 貝淵　胡桃(2) 8.98
双葉中 日野中 朝桜中 彦根東中 高穂中 能登川中 市立守山中 野洲中
木谷　茉央(3) 27.08 髙橋　佳愛(3) 24.84 西村　瑠奈(3) 23.09 大澤　真帆(3) 22.98 松村　優那(3) 21.89 水谷　真琴(3) 21.75 野中　亜海(3) 21.37 山田　妃陽(3) 20.45
双葉中 石部中 竜王中 能登川中 甲賀中 彦根東中 彦根中央中 明富中
諸木　陽菜紗(2) 2549点 北村　優羽(3) 2261点 西川　明里(3) 1891点 堀内　莉咲(3) 1730点 坂井　釉埜(3) 1712点 寒出　晴菜(3) 1546点 韓　琳奈(3) 1534点 将亦　莉星(2) 1509点
県立守山中 双葉中 水口東中 瀬田中 日吉中 志賀中 米原中 彦根東中

100H 15.66(-2.4) 756点 16.96 (-2.4) 601点 17.85 (-2.4) 504点 18.60 (-2.4) 428点 17.97 (-2.4) 492点 18.76 (-1.8) 413点 19.38 (-2.4) 356点 18.95 (-1.8) 395点
ＨＪ 1.52 644点 1.43 544点 1.35 460点 1.25 359点 1.20 312点 1.25 359点 1.20 312点 1.25 359点
ＳＰ 9.41 491点 8.85 454点 7.99 399点 7.22 349点 8.11 406点 7.07 340点 7.18 347点 6.07 276点
200m 27.66 (+0.7) 658点 27.61 (+0.7) 662点 29.36 (+0.7) 528点 28.48 (+0.7) 594点 29.72 (+0.7) 502点 30.71 (+0.7) 434点 29.48 (0.0) 519点 30.05 (0.0) 479点

双葉中 29点
（上位者数による）

高穂中 29点
（上位者数による）

日吉中 29点
（上位者数による）

守山南中 28点 瀬田中 26点 南郷中 24点 粟津中 22点 志賀中 21点

日吉中 70点 双葉中 60点 栗東西中 56.5点 長浜西中 47点 守山南中 43点 高穂中 36.5点 南郷中 34点 水口中 33点

全中：全日中参加標準記録突破

GR：大会新

w：追風参考

四種競技7/27

7/28

7/28

7/27 走幅跳 17

砲丸投 11

学校対抗得点男女総合

学校対抗得点女子

28

7/28 4×100m

24

7/27

21

7/28 100mH 20

7/28
1年

800m
23

低学年
4×100m

21

23

7/28
2年

100m
40

11

12

走高跳 18

47

7/28 1500m

7/27 円盤投

41

7/27 200m

日付

7/27
3年

100m

7/27
2・3年
800m

7/28
1年

100ｍ

男子 男子共通800ｍ

女子 女子共通1500ｍ 総　　務 西　田　雄　一

大会新記録一覧表 審 判 長 ｽﾀｰﾄ 小　林　徹　郎

参加校 参加人数 月日 全中突破 滋賀県中学記録 大会新 男女 種　目 予準決 記　録 氏　　名 学校・年 ﾄﾗｯｸ 山　林　　　聡

男子 81 716 7/27 〇 男 3年100ｍ 決 11"04(+0.9) 土城　隼磨 水口中・3年 跳躍 大　前　智　也

女子 73 536 7/27 〇 男 3年100ｍ 決 11"17(+0.9) 松居　慶眞 長浜西中・3年 投てき 西　藤　高　志

合計 84 1252 7/27 〇 男 200ｍ 決 22"37 (+1.7) 鍋島　航太朗 双葉中・3年 混成 文　室　康　志

7/28 〇（電気） 男 2年100ｍ 予 11"30(-0.2) 伊藤　大翔 日吉中・2年 記録主任 藤　田　翔　平

7/28 〇 〇 女 共通1500ｍ 決 4'31"60 森谷　心美 立命館守山中・3年 滋賀県中学校体育連盟陸上競技専門部

7/28 〇 女 共通走高跳 決 1m60 藤田　季恵 朝桜中・3年

7/28 〇 〇 〇 男 共通800ｍ 決 １'56"87 落合　晃 今津中・3年

7/28 〇 男 共通男子4×100ｍＲ 予 43"57 廣田、伊藤、奥田、古田 日吉中

7/28 〇 男 共通男子4×100ｍＲ 決 43"45 廣田、伊藤、奥田、古田 日吉中

落合　晃（今津中・3年）

森谷　心美（立命館守山中・3年）

最優秀選手賞



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

１年男子100m 予選 7/28 12:05 (6-0+16)
決勝 7/28 13:35 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
全中参加標準記録 11.20 　 　  　
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

〈〈 予選 〉〉 (6-0+16)
1組 (-1.2 m/s) 2組 (-1.3 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9411
ヨシドメ　ダイチ リットウニシチュウ

q 12.34 SB-PB 1 11002
イワサキ　コウタ リツメイカンモリヤマチュウ

q 12.39 SB-PB
吉留　大智(1) 栗東西中 岩﨑　航大(1) 立命館守山中

2 1543
マエダ　コウマ ハチマンチュウ

q 12.75 SB-PB 2 3858
ヒラカワ　ケイシ コウナンチュウ

q 12.77 SB-PB
前田　琥右真(1) 八幡中 平川　慶志(1) 甲南中

3 6460
ヨシダ　ガクト カナンチュウ

q 12.77 SB-PB 3 2855
ナカニシ　レオン イチリツモリヤマチュウ

13.08吉田　学人(1) 河南中 中西　礼響(1) 市立守山中

4 9814
ホリウチ　クウハ ヒコネチュウオウチュウ

q 12.86 SB-PB 4 10217
シモムラ　ダイスケ アケトミチュウ

13.36堀内　空羽(1) 彦根中央中 下村　大輔(1) 明富中

5 4521
キタガワ　セイシロウ リュウオウチュウ

13.34 SB-PB 5 4102
キシムラ　カズハ チョウオウチュウ

14.78 SB-PB
北川　清志郎(1) 竜王中 岸村　和琶(1) 朝桜中

6 9602
フジイ　コウタロウ セタキタチュウ

13.36 3159
タナカ　リュウノスケ ヤスチュウ

DNS藤井　康太朗(1) 瀬田北中 田中　柳之介(1) 野洲中

7 6329
スミダ　ハルキ マイバラチュウ

13.51 SB-PB 333
コンドウ　ヒロアキ ウチデチュウ

DNS角田　陽輝(1) 米原中 近藤　寛明(1) 打出中

6703
ヒガシカワ　マサヤ アザイチュウ

DNS東川　真也(1) 浅井中

3組 (-1.7 m/s) 4組 (-1.6 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 5849
イシハラ　リュウセイ ヒコネチュウ

q 12.75 SB-PB 1 8739
ヨシムラ　カンタ モリヤマミナミチュウ

q 12.51 SB-PB
石原　琉聖(1) 彦根中 吉村　莞太(1) 守山南中

2 10426
ヒオキ　ジオン オウギチュウ

q 12.77 SB-PB 2 11206
ナガイシ　タカヒロ コウフクカンサイチュウ

q 12.54 SB-PB
日置　獅音(1) 仰木中 永石　隆裕(1) 幸福関西中

3 1133
ババ　ユウト ナガハマニシチュウ

q 12.79 3 3518
ツルヤマ　ソウタ シロヤマチュウ

13.28馬場　悠人(1) 長浜西中 鶴山　颯大(1) 城山中

4 7113
ヤマネ　ユウショウ タカツキチュウ

13.33 4 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

13.45山根　悠晶(1) 高月中 長坂　琉雅(1) 葉山中

5 2535
アオヤマ　ユウイチ セタチュウ

13.34 SB-PB 5 3714
ナカムラ　コウセイ コウカ

13.68青山　悠一(1) 瀬田中 中村　晃成(1) 甲賀中

6 4971
ハタ　ニチホ ノトガワチュウ

13.34 6 3317
コバヤシ　タイジ コウセイチュウ

13.75畑　仁智甫(1) 能登川中 小林　太志(1) 甲西中

7 2003
ミヤガワ　リョウ セイトク

13.55 7 3915
オクダ　アサヒ シガラキチュウ

13.85宮川　諒(1) 聖徳中 奥田　朝日(1) 信楽中

8 1213
ヒロベ　ハルト ナガハマキタチュウ

14.04 801
キュウラギ　カナト ヒコネニシチュウ

DNS廣部　陽大(1) 長浜北中 久良木　奏人(1) 彦根西中

5組 (-0.4 m/s) 6組 (-1.2 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10813
イチミヤ　ハル ミナクチヒガシチュウ

q 12.40 1 350
ナカノ　タケル ウチデチュウ

q 12.38一宮　暖(1) 水口東中 中野　岳瑠(1) 打出中

2 10002
ナカツカ　ハルヒ マノチュウ

q 12.52 SB-PB 2 9507
アキモリ　シュンガ キタオオジチュウ

q 12.87中塚　陽飛(1) 真野中 秋森　隼河(1) 北大路中

3 134
ワタナベ　ケイ ヒヨシチュウ

13.06 SB-PB 3 4457
ナカムラ　イブキ コウセイキタチュウ

q 13.00渡辺　圭(1) 日吉中 中村　伊吹(1) 甲西北中

4 6549
ヨコタ　サキヤ ソウヨウチュウ

13.19 SB-PB 4 213
バンバ　タクミ オウジヤマチュウ

13.13 SB-PB
横田　咲希哉(1) 双葉中 馬場　拓海(1) 皇子山中

5 442
ヤマダ　タケル アワヅチュウ

13.20 SB-PB 5 3444
カワシマ　タイガ ミナクチチュウ

13.53山田　崇琉(1) 粟津中 川島　大芽(1) 水口中

6 1621
カワシマ　ホヅミ ハチマンヒガシチュウ

13.40 SB-PB 6 1745
イチカワ　リョウ ハチマンニシチュウ

13.62川嶋　歩積(1) 八幡東中 市川　凌(1) 八幡西中

7 6050
マツダ　ユウキ ダイトウチュウ

13.56 2727
コダマ　ケイタ リットウチュウ

DNS松田　侑樹(1) 大東中 児玉　桂太(1) 栗東中

7554
ヤマモト　マユト タカホチュウ

DQ FS 山本　真祐斗(1) 高穂中

q:プラスによる進出    DNS:欠場  DQ:失格  FS:不正スタート  
リスト出力日時 2021/07/28 19:35:25- 1 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

１年男子100m 予選 7/28 12:05 (6-0+16)
決勝 7/28 13:35 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
全中参加標準記録 11.20 　 　  　
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (-0.4 m/s) 2組 (-2.0 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 5849
イシハラ　リュウセイ ヒコネチュウ

12.54 SB-PB 1 11002
イワサキ　コウタ リツメイカンモリヤマチュウ

12.42 SB-PB
石原　琉聖(1) 彦根中 岩﨑　航大(1) 立命館守山中

2 10426
ヒオキ　ジオン オウギチュウ

12.73 SB-PB 2 8739
ヨシムラ　カンタ モリヤマミナミチュウ

12.43 SB-PB
日置　獅音(1) 仰木中 吉村　莞太(1) 守山南中

3 3858
ヒラカワ　ケイシ コウナンチュウ

12.77 SB-PB 3 11206
ナガイシ　タカヒロ コウフクカンサイチュウ

12.43 SB-PB
平川　慶志(1) 甲南中 永石　隆裕(1) 幸福関西中

4 9507
アキモリ　シュンガ キタオオジチュウ

12.81 SB-PB 4 9411
ヨシドメ　ダイチ リットウニシチュウ

12.45 SB-PB
秋森　隼河(1) 北大路中 吉留　大智(1) 栗東西中

5 1133
ババ　ユウト ナガハマニシチュウ

12.82 5 350
ナカノ　タケル ウチデチュウ

12.47馬場　悠人(1) 長浜西中 中野　岳瑠(1) 打出中

6 6460
ヨシダ　ガクト カナンチュウ

12.94 SB-PB 6 10813
イチミヤ　ハル ミナクチヒガシチュウ

12.64吉田　学人(1) 河南中 一宮　暖(1) 水口東中

7 9814
ホリウチ　クウハ ヒコネチュウオウチュウ

12.98 SB-PB 7 10002
ナカツカ　ハルヒ マノチュウ

12.76 SB-PB
堀内　空羽(1) 彦根中央中 中塚　陽飛(1) 真野中

8 4457
ナカムラ　イブキ コウセイキタチュウ

13.09 8 1543
マエダ　コウマ ハチマンチュウ

12.96 SB-PB
中村　伊吹(1) 甲西北中 前田　琥右真(1) 八幡中

リスト出力日時 2021/07/28 19:37:11- 2 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２年男子100m 予選 7/28 11:20 (6-1+10)
決勝 7/28 13:25 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
全中参加標準記録 11.20 　 　  　
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

〈〈 予選 〉〉 (6-1+10)
1組 (-0.2 m/s) 2組 (-1.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 115
イトウ　ハルト ヒヨシチュウ

Q 11.30 GR 1 3417
マツモト　タイガ ミナクチチュウ

Q 11.81伊藤　大翔(2) 日吉中 松本　大雅(2) 水口中

2 2751
シライ　ルキ リットウチュウ

q 12.01 SB-PB 2 9676
イトウ　ユウラ セタキタチュウ

q 12.15白井　瑠煌(2) 栗東中 伊東　侑良(2) 瀬田北中

3 9128
シマダ　アヤト モリヤマキタチュウ

q 12.08 SB-PB 3 1205
オオイ　コタロウ ナガハマキタチュウ

12.24島田　絢都(2) 守山北中 大井　琥太郎(2) 長浜北中

4 9545
ハヤシ　コウタ キタオオジチュウ

12.27 SB-PB 4 10037
オクダ　ルキ マノチュウ

12.31 SB-PB
林　航汰(2) 北大路中 奥田　琉希(2) 真野中

5 3849
ワタナベ　クウマ コウナンチュウ

12.59 5 9403
キダ　ユウマ リットウニシチュウ

12.44 SB-PB
渡辺　空馬(2) 甲南中 喜田　侑磨(2) 栗東西中

6 8721
アサダ　コウキチ モリヤマミナミチュウ

12.60 6 10202
ニシムラ　ジン アケトミチュウ

12.59浅田　皐吉(2) 守山南中 西村　仁(2) 明富中

7 2612
マスイ　リュウマ タナカミチュウ

12.88 7 6045
ミヤベ　ヤマト ダイトウチュウ

12.75桝井　琉雅(2) 田上中 宮部　大和(2) 大東中

8 4454
オオシマ　トオイ コウセイキタチュウ

13.02 8 3155
カシハラ　ソラ ヤスチュウ

12.83 SB-PB
大島　登生(2) 甲西北中 柏原　大空(2) 野洲中

3組 (+1.0 m/s) 4組 (+1.0 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3910
カワカミ　ダイチ シガラキチュウ

Q 11.88 1 10502
ニシグチ　ユウセイ アオヤマチュウ

Q 11.82川上　大智(2) 信楽中 西口　友晟(2) 青山中

2 3564
イトウ　マサヒロ シロヤマチュウ

q 12.09 2 428
キタムラ　ヒデヒサ アワヅチュウ

q 12.01伊藤　大紘(2) 城山中 北村　成悠(2) 粟津中

3 6802
アサダ　トキヤ コホクチュウ

12.27 SB-PB 3 7809
フルタニ　ルク イマヅ

q 12.13 SB-PB
浅田　斗輝也(2) 湖北中 古谷　ルク(2) 今津中

4 7541
ヤマモト　エイス タカホチュウ

12.41 4 1507
タカモリ　ハルト ハチマンチュウ

q 12.23 SB-PB
山本　瑛嵩(2) 高穂中 髙森　遥斗(2) 八幡中

5 3206
ズシ　カエデ チュウズチュウ

12.56 5 7122
フセ　トオイ タカツキチュウ

12.53図司　楓(2) 中主中 布施　斗威(2) 高月中

6 10122
マナベ　イツキ コウセンカトリックチュウ

12.60 SB-PB 6 4519
イチオカ　マナト リュウオウチュウ

12.63眞部　樹(2) 光泉カトリック中 市岡　真聖(2) 竜王中

7 837
オオスミ　ハルキ ヒコネニシチュウ

12.99 7 10401
コニシ　チカラ オウギチュウ

12.83 SB-PB
大角　悠貴(2) 彦根西中 小西　力(2) 仰木中

2421
ウエダ　アシタカ マツバラ

DNS 8 761
タカギ　リク ヒコネヒガシチュウ

13.20上田　葦恭(2) 松原中 髙木　俐玖(2) 彦根東中

5組 (+0.7 m/s) 6組 (+0.5 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 6538
キタムラ　ジンイチロウ ソウヨウチュウ

Q 11.72 SB-PB 1 5401
ヤマダ　ダイゴ イナエチュウ

Q 11.98北村　仁一朗(2) 双葉中 山田　大悟(2) 稲枝中

2 1102
カサイ　ユウキ ナガハマニシチュウ

q 12.07 2 3314
ムカイ　トモアキ コウセイチュウ

q 12.05葛西　優希(2) 長浜西中 向井　朋央(2) 甲西中

3 5833
オオオカ　ソウスケ ヒコネチュウ

12.24 SB-PB 3 2148
オコシ　リュウヤ カタタチュウ

q 12.21 SB-PB
大岡　颯祐(2) 彦根中 起　龍也(2) 堅田中

4 9839
ミヤマ　ハルト ヒコネチュウオウチュウ

12.35 SB-PB 4 6712
キムラ　シュウヤ アザイチュウ

12.52深山　陽翔(2) 彦根中央中 木村　秀哉(2) 浅井中

5 2515
ニシダ　ソウマ セタチュウ

12.37 5 10641
アヅミ　シオン カワセチュウ

12.57西田　蒼真(2) 瀬田中 安積　紫音(2) 河瀬中

6 2046
ツツミ　コウセイ セイトク

12.63 6 4135
オオザワ　アオイ チョウオウチュウ

12.69 SB-PB
堤　煌聖(2) 聖徳中 大澤　葵(2) 朝桜中

7 270
アズマ　トキ オウジヤマチュウ

12.84 7 3723
フクイ　エイト コウカ

12.76東　都輝(2) 皇子山中 福井　瑛翔(2) 甲賀中

8 5920
ヤマオ　ユウタ カシワバラチュウ

12.94 8 10350
アダチ　ジュンセイ タマガワチュウ

12.77 SB-PB
山尾　優太(2) 柏原中 足立　淳成(2) 玉川中

Q:順位による通過者    GR:大会記録  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 19:34:56- 3 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２年男子100m 予選 7/28 11:20 (6-1+10)
決勝 7/28 13:25 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
全中参加標準記録 11.20 　 　  　
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 NI 2組 (-1.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3564
イトウ　マサヒロ シロヤマチュウ

12.35 1 115
イトウ　ハルト ヒヨシチュウ

11.37伊藤　大紘(2) 城山中 伊藤　大翔(2) 日吉中

2 1102
カサイ　ユウキ ナガハマニシチュウ

12.35 2 3417
マツモト　タイガ ミナクチチュウ

11.86葛西　優希(2) 長浜西中 松本　大雅(2) 水口中

3 9128
シマダ　アヤト モリヤマキタチュウ

12.39 3 6538
キタムラ　ジンイチロウ ソウヨウチュウ

11.95島田　絢都(2) 守山北中 北村　仁一朗(2) 双葉中

4 9676
イトウ　ユウラ セタキタチュウ

12.39 4 10502
ニシグチ　ユウセイ アオヤマチュウ

12.00伊東　侑良(2) 瀬田北中 西口　友晟(2) 青山中

5 2148
オコシ　リュウヤ カタタチュウ

12.41 5 3910
カワカミ　ダイチ シガラキチュウ

12.10起　龍也(2) 堅田中 川上　大智(2) 信楽中

6 1507
タカモリ　ハルト ハチマンチュウ

12.41 SB-PB 6 5401
ヤマダ　ダイゴ イナエチュウ

12.12髙森　遥斗(2) 八幡中 山田　大悟(2) 稲枝中

7 7809
フルタニ　ルク イマヅ

12.47 7 428
キタムラ　ヒデヒサ アワヅチュウ

12.19古谷　ルク(2) 今津中 北村　成悠(2) 粟津中

3314
ムカイ　トモアキ コウセイチュウ

DQ FS 8 2751
シライ　ルキ リットウチュウ

12.25向井　朋央(2) 甲西中 白井　瑠煌(2) 栗東中

DQ:失格  FS:不正スタート  
リスト出力日時 2021/07/28 20:15:49- 4 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

３年男子100m 予選 7/27 10:45 (7-1+9)
決勝 7/27 13:40 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
全中参加標準記録 11.20 　 　  　
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

〈〈 予選 〉〉 (7-1+9)
1組 (-0.4 m/s) 2組 (+2.3 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 1177
マツイ　ヨシマサ ナガハマニシチュウ

Q 11.39 1 3499
ドジョウ　ハユマ ミナクチチュウ

Q w11.13
松居　慶眞(3) 長浜西中 土城　隼磨(3) 水口中

2 260
ワダ　マサアキ オウジヤマチュウ

12.13 2 9366
カイ　ヨシキ シンドウチュウ

q w11.49
和田　真明(3) 皇子山中 甲斐　慶樹(3) 新堂中

3 8920
イリエ　アキヒト ヤスキタチュウ

12.14 3 9234
サヤマ　ヒデト オイカミチュウ

q w11.61入江　暁士(3) 野洲北中 佐山　秀斗(3) 老上中

4 9801
イシイ　リキ ヒコネチュウオウチュウ

12.34 4 10120
ヤノ　タカノリ コウセンカトリックチュウ

q w11.94
石井　利樹(3) 彦根中央中 矢野　貴教(3) 光泉カトリック中

5 3139
ヤマモト　クウタ ヤスチュウ

12.40 5 3035
ヤスカワ　イオリ イシベチュウ

w12.18山本　空太(3) 野洲中 安川　伊織(3) 石部中

6 7103
アメモリ　シュリ タカツキチュウ

12.48 6 6008
ナカガワ　リク ダイトウチュウ

w12.18雨森　守浬(3) 高月中 中川　凌玖(3) 大東中

7 1401
マツウラ　ヨウセイ ナガハマミナミチュウ

12.62 7 4508
タムラ　ユウスケ リュウオウチュウ

w12.32松浦　耀星(3) 長浜南中 田村　祐介(3) 竜王中

3組 (+0.8 m/s) 4組 (-0.4 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 1217
ミヤモト　ハルヒ ナガハマキタチュウ

Q 11.40 1 1534
コウサカ　マサアキ ハチマンチュウ

Q 11.74宮本　遥光(3) 長浜北中 髙阪　雅晃(3) 八幡中

2 398
ウメムラ　ショウ ウチデチュウ

q 11.80 SB-PB 2 1603
シンカイ　ケイタ ハチマンヒガシチュウ

12.03 SB-PB
梅村　紫陽(3) 打出中 新海　啓太(3) 八幡東中

3 4445
ムラタ　ハクト コウセイキタチュウ

12.07 SB-PB 3 9904
ドイ　ユウキ ハヤマチュウ

12.16村田　珀人(3) 甲西北中 土井　悠暉(3) 葉山中

4 9657
カツレン　シリュウ セタキタチュウ

12.17 4 6431
カワサキ　ジョウタロウ カナンチュウ

12.24勝連　翔琉(3) 瀬田北中 川崎　丞太郎(3) 河南中

5 7511
ナガモト　ハルタ タカホチュウ

12.22 SB-PB 5 2568
ヨシモト　ユウキ セタチュウ

12.27 SB-PB
永元　悠汰(3) 高穂中 吉本　祐貴(3) 瀬田中

6 10828
ウルシノ　ユウヤ ミナクチヒガシチュウ

12.57 5 2740
フジタ　エガオ リットウチュウ

12.27漆野　佑哉(3) 水口東中 藤田　笑日朗(3) 栗東中

7 10340
ヤダ　タクヤ タマガワチュウ

12.61 SB-PB 7 8241
イシグロ　タイチ コセイチュウ

12.52矢田　拓也(3) 玉川中 石黑　泰地(3) 湖西中

10605
ナカノ　テッペイ カワセチュウ

DNS 8 4126
ヨコエ　マヒロ チョウオウチュウ

12.62仲野　哲平(3) 河瀬中 横江　眞光(3) 朝桜中

5組 (+0.5 m/s) 6組 (+0.5 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 934
フクダ　リョウマ ヒコネミナミチュウ

Q 11.44 SB-PB 1 2840
ミシナ　クウゴ イチリツモリヤマチュウ

Q 11.62 SB-PB
福田　涼真(3) 彦根南中 三品　空吾(3) 市立守山中

2 10589
ヤマモト　ユウキ アオヤマチュウ

q 11.72 SB-PB 2 3250
タナカ　レント チュウズチュウ

q 11.67山本　友輝(3) 青山中 田中　蓮仁(3) 中主中

3 8702
フジタ　ケイト モリヤマミナミチュウ

q 11.91 SB-PB 3 9459
フジムラ　ナオト リットウニシチュウ

q 11.85 SB-PB
藤田　啓人(3) 守山南中 藤村　直人(3) 栗東西中

4 9540
アツジ　トモキ キタオオジチュウ

12.08 4 9119
ウエナカ　ユウキ モリヤマキタチュウ

11.99阿閉　友希(3) 北大路中 上仲　悠生(3) 守山北中

5 10019
イワサキ　ダイキ マノチュウ

12.19 SB-PB 5 2028
カトウ　ユウタ セイトク

12.23岩崎　大輝(3) 真野中 加藤　悠汰(3) 聖徳中

5 737
ヒガ　セレン ヒコネヒガシチュウ

12.19 6 4352
ババ　フウマ ナンゴウチュウ

12.27比嘉　聖憐(3) 彦根東中 馬場　風美(3) 南郷中

7 4941
キノシタ　コウスケ ノトガワチュウ

12.46 7 3558
マエザキ　リュウク シロヤマチュウ

12.92木下　康輔(3) 能登川中 前崎　龍来(3) 城山中

8 1943
クボタ　ハルト タマゾノチュウ

12.48 SB-PB 2120
モリノ　ハルタ カタタチュウ

DNS久保田　脩太(3) 玉園中 森野　陽太(3) 堅田中

7組 (+0.6 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3727
ムラヤマ　ヒロト コウカ

Q 11.90村山　滉登(3) 甲賀中

2 6709
ノグチ　リョウタ アザイチュウ

q 11.98野口　凌大(3) 浅井中

3 2415
フルカワ　リク マツバラ

12.02古川　陸空(3) 松原中

4 6328
オオハシ　トキ マイバラチュウ

12.12大橋　透綺(3) 米原中

5 10226
ハヤセ　タツミ アケトミチュウ

12.39早瀬　竜海(3) 明富中

6 8644
バンドウ　ケント キョウダイシャチュウ

12.46 SB-PB
阪東　憲門(3) 兄弟社中

7 5637
ツジ　ナオヤ コウラチュウ

12.47 SB-PB
辻　尚也(3) 甲良中

8 4254
アイサカ　タイセイ ヒノチュウ

12.59相坂　汰成(3) 日野中

Q:順位による通過者    w:追風参考  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 10:44:10- 5 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

３年男子100m 予選 7/27 10:45 (7-1+9)
決勝 7/27 13:40 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
全中参加標準記録 11.20 　 　  　
近畿中学記録 10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+2.0 m/s) 2組 (+0.9 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3250
タナカ　レント チュウズチュウ

11.50 SB-PB 1 3499
ドジョウ　ハユマ ミナクチチュウ

11.04 全中-SB-PB
田中　蓮仁(3) 中主中 土城　隼磨(3) 水口中

2 9234
サヤマ　ヒデト オイカミチュウ

11.65 SB-PB 2 1177
マツイ　ヨシマサ ナガハマニシチュウ

11.17 全中佐山　秀斗(3) 老上中 松居　慶眞(3) 長浜西中

3 8702
フジタ　ケイト モリヤマミナミチュウ

11.71 SB-PB 3 1217
ミヤモト　ハルヒ ナガハマキタチュウ

11.22 SB-PB
藤田　啓人(3) 守山南中 宮本　遥光(3) 長浜北中

4 398
ウメムラ　ショウ ウチデチュウ

11.74 SB-PB 4 934
フクダ　リョウマ ヒコネミナミチュウ

11.26 SB-PB
梅村　紫陽(3) 打出中 福田　涼真(3) 彦根南中

5 9459
フジムラ　ナオト リットウニシチュウ

11.74 SB-PB 5 1534
コウサカ　マサアキ ハチマンチュウ

11.50 SB-PB
藤村　直人(3) 栗東西中 髙阪　雅晃(3) 八幡中

6 6709
ノグチ　リョウタ アザイチュウ

11.86 6 9366
カイ　ヨシキ シンドウチュウ

11.56 SB-PB
野口　凌大(3) 浅井中 甲斐　慶樹(3) 新堂中

7 10589
ヤマモト　ユウキ アオヤマチュウ

11.93 6 2840
ミシナ　クウゴ イチリツモリヤマチュウ

11.56 SB-PB
山本　友輝(3) 青山中 三品　空吾(3) 市立守山中

8 10120
ヤノ　タカノリ コウセンカトリックチュウ

12.06 PB 8 3727
ムラヤマ　ヒロト コウカ

11.83矢野　貴教(3) 光泉カトリック中 村山　滉登(3) 甲賀中

全中:全中参加標準記録  
リスト出力日時 2021/07/28 10:45:56- 6 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子200m 予選 7/27 10:05 (5-1+11)
決勝 7/27 13:20 

滋賀県中学記録 21.61 桐生　祥秀 彦根南 2010 鳥取コカコーラ
全中参加標準記録 22.75 　 　  　
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 寝屋川四・大阪 1988 郡山

〈〈 予選 〉〉 (5-1+11)
1組 (-1.7 m/s) 2組 (-2.4 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 6522
ナベシマ　コウタロウ ソウヨウチュウ

Q 22.83 SB-PB 1 1219
トダカ　ユウキ ナガハマキタチュウ

Q 24.61鍋島　航太朗(3) 双葉中 戸高　優稀(3) 長浜北中

2 10332
オクイ　トモキ タマガワチュウ

q 24.24 2 1812
モリシマ　リキ フナオカチュウ

q 24.78奥居　知生(3) 玉川中 森嶋　力聖(3) 船岡中

3 10587
ハセベ　ヒロト アオヤマチュウ

q 24.41 3 1535
マスダ　ソウタ ハチマンチュウ

q 24.79長谷部　湖人(3) 青山中 桝田　蒼太(3) 八幡中

4 2838
ニシアキ　ダイキ イチリツモリヤマチュウ

q 24.92 SB-PB 4 2603
オカダ　ハル タナカミチュウ

24.99 SB-PB
西明　大樹(3) 市立守山中 岡田　羽琉(3) 田上中

5 10119
クボ　アキラ コウセンカトリックチュウ

25.30 5 3410
ヤマナカ　ハルキ ミナクチチュウ

25.51久保　陽(3) 光泉カトリック中 山中　陽生(3) 水口中

6 3728
タムラ　タクミ コウカ

25.53 SB-PB 6 2569
イシダ　ハルヒト セタチュウ

25.52田村　拓巳(3) 甲賀中 石田　遥士(3) 瀬田中

7 7106
モリ　シュンヤ タカツキチュウ

25.98 7 3210
サコダ　ワタル チュウズチュウ

25.68森　駿也(3) 高月中 迫田　航(2) 中主中

8 2119
フジイ　リン カタタチュウ

26.29 3566
ニシダ　ダイチ シロヤマチュウ

DNS藤井　凛(3) 堅田中 西多　大地(2) 城山中

3組 (-2.7 m/s) 4組 (-2.5 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 105
フルタ　リョウヤ ヒヨシチュウ

Q 23.49 1 313
スギモト　リョウ ウチデチュウ

Q 23.87古田　凌也(3) 日吉中 杉本　涼(3) 打出中

2 425
シラスナ　ハルキ アワヅチュウ

q 24.25 2 7307
アツジ　マサキ ニシアザイチュウ

q 24.13白砂　晴基(3) 粟津中 阿辻　雅生(3) 西浅井中

3 3909
モリカワ　エイタ シガラキチュウ

25.39 3 4949
オオマエ　ハルト ノトガワチュウ

q 24.77森川　瑛太(2) 信楽中 大前　遥人(3) 能登川中

4 1608
コカジ　ユウセイ ハチマンヒガシチュウ

25.81 4 4354
ホウマン　ヒロ ナンゴウチュウ

25.24小梶　祐惺(3) 八幡東中 宝満　日路(3) 南郷中

5 6865
アカイ　ハヤト コホクチュウ

26.12 5 9650
アベ　シュンスケ セタキタチュウ

25.41赤井　颯斗(3) 湖北中 阿部　駿佑(3) 瀬田北中

6 4443
ナカムラ　コウキ コウセイキタチュウ

27.30 6 938
カワムラ　トア ヒコネミナミチュウ

25.43中村　光希(3) 甲西北中 川村　翔空(3) 彦根南中

7 5636
オサキ　コウショウ コウラチュウ

29.11 7 9229
カワタ　リクト オイカミチュウ

26.12尾﨑　光照(3) 甲良中 川田　陸渡(3) 老上中

2040
トミタ　リュウセイ セイトク

DNS 8 289
ヤマダ　ハルト オウジヤマチュウ

26.22富田　琉生(2) 聖徳中 山田　悠人(2) 皇子山中

5組 (-3.4 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10607
モリ　ユウト カワセチュウ

Q 23.99森　祐人(3) 河瀬中

2 3840
ヒラカワ　トシヤ コウナンチュウ

q 24.68平川　寿哉(3) 甲南中

3 1178
ミヤガワ　ヨシキ ナガハマニシチュウ

q 24.69 SB-PB
宮川　善貴(3) 長浜西中

4 814
カワタ　リンタロウ ヒコネニシチュウ

q 24.74川田　麟太郎(3) 彦根西中

5 9116
シバタ　エイイチ モリヤマキタチュウ

25.05 SB-PB
芝田　瑛一(3) 守山北中

6 2702
コムラ　カイト リットウチュウ

25.61小村　海斗(3) 栗東中

7 4124
ノムラ　ショウノスケ チョウオウチュウ

25.80 SB-PB
野邑　匠之介(3) 朝桜中

8 8247
バンバ　ショウキ コセイチュウ

26.71馬場　樟季(3) 湖西中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 10:43:48- 7 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子200m 予選 7/27 10:05 (5-1+11)
決勝 7/27 13:20 

滋賀県中学記録 21.61 桐生　祥秀 彦根南 2010 鳥取コカコーラ
全中参加標準記録 22.75 　 　  　
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 寝屋川四・大阪 1988 郡山

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (-0.5 m/s) 2組 (+1.7 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10587
ハセベ　ヒロト アオヤマチュウ

23.85 SB-PB 1 6522
ナベシマ　コウタロウ ソウヨウチュウ

22.37 全中-SB-PB
長谷部　湖人(3) 青山中 鍋島　航太朗(3) 双葉中

2 814
カワタ　リンタロウ ヒコネニシチュウ

23.92 SB-PB 2 105
フルタ　リョウヤ ヒヨシチュウ

22.84 SB-PB
川田　麟太郎(3) 彦根西中 古田　凌也(3) 日吉中

3 3840
ヒラカワ　トシヤ コウナンチュウ

24.03 3 1219
トダカ　ユウキ ナガハマキタチュウ

23.12 SB-PB
平川　寿哉(3) 甲南中 戸高　優稀(3) 長浜北中

4 4949
オオマエ　ハルト ノトガワチュウ

24.06 4 7307
アツジ　マサキ ニシアザイチュウ

23.22 SB-PB
大前　遥人(3) 能登川中 阿辻　雅生(3) 西浅井中

5 1812
モリシマ　リキ フナオカチュウ

24.14 5 313
スギモト　リョウ ウチデチュウ

23.33 SB-PB
森嶋　力聖(3) 船岡中 杉本　涼(3) 打出中

6 1178
ミヤガワ　ヨシキ ナガハマニシチュウ

24.18 SB-PB 6 425
シラスナ　ハルキ アワヅチュウ

23.37 SB-PB
宮川　善貴(3) 長浜西中 白砂　晴基(3) 粟津中

7 1535
マスダ　ソウタ ハチマンチュウ

24.32 7 10332
オクイ　トモキ タマガワチュウ

23.69 SB-PB
桝田　蒼太(3) 八幡中 奥居　知生(3) 玉川中

8 2838
ニシアキ　ダイキ イチリツモリヤマチュウ

24.72 SB-PB 10607
モリ　ユウト カワセチュウ

DNF西明　大樹(3) 市立守山中 森　祐人(3) 河瀬中

全中:全中参加標準記録  DNF:途中棄権  
リスト出力日時 2021/07/28 10:45:37- 8 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子400m 予選 7/27 11:10 (3-2+2)
決勝 7/27 13:05 

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

全中参加標準記録 51.60 　 　  　

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)
1組 2組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9461
モリグチ　ショウマ リットウニシチュウ

Q 53.29 1 9443
カドタ　ダイキ リットウニシチュウ

Q 53.50 SB-PB
森口　匠真(3) 栗東西中 門田　大輝(3) 栗東西中

2 3256
タニザワ　カイト チュウズチュウ

Q 54.05 2 741
ヒガシカワ　タクト ヒコネヒガシチュウ

Q 54.28 SB-PB
谷澤　海翔(3) 中主中 東川　拓翔(3) 彦根東中

3 10412
オクムラ　イッサ オウギチュウ

q 54.80 SB-PB 3 7804
ミウラ　セイジ イマヅ

q 54.32奥村　一颯(3) 仰木中 三浦　成司(3) 今津中

4 5917
ニキ　コタロウ カシワバラチュウ

56.76 4 9544
ヒラサワ　カズマ キタオオジチュウ

56.06 SB-PB
仁木　虎太郎(3) 柏原中 平澤　和真(3) 北大路中

5 3720
ヨシダ　シン コウカ

57.48 5 104
ヒロタ　ナルウミ ヒヨシチュウ

56.34吉田　心(3) 甲賀中 廣田　成海(3) 日吉中

6 3570
オガワ　コウヘイ シロヤマチュウ

57.78 SB-PB 6 6007
タケオカ　カイト ダイトウチュウ

58.24小川　皓平(2) 城山中 竹岡　改斗(3) 大東中

7 936
フジワラ　ユウサ ヒコネミナミチュウ

1:00.17 7 1107
シミズ　リョウタロウ ナガハマニシチュウ

58.98藤原　侑采(3) 彦根南中 清水　涼太郎(2) 長浜西中

10603
オカダ　コウタ カワセチュウ

DNS岡田　昊大(3) 河瀬中

3組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 2558
キムラ　カズマ セタチュウ

Q 54.58木村　和真(3) 瀬田中

2 2409
イケオ　タクヤ マツバラ

Q 55.67池尾　拓也(3) 松原中

3 3902
オグラ　レオン シガラキチュウ

56.43 SB-PB
小倉　礼恩(3) 信楽中

4 2842
ヨネタニ　サトシ イチリツモリヤマチュウ

56.57米谷　慧(3) 市立守山中

5 9648
オオイシ　ユウト セタキタチュウ

57.30大石　悠斗(3) 瀬田北中

6 9244
フルイチ　イッサ オイカミチュウ

58.50古市　一颯(3) 老上中

7 3423
ヒダ　エイト ミナクチチュウ

59.44飛田　瑛渡(2) 水口中

8 815
キュウラギ　リツ ヒコネニシチュウ

59.55久良木　律(3) 彦根西中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 10:44:23- 9 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子400m 予選 7/27 11:10 (3-2+2)
決勝 7/27 13:05 

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

全中参加標準記録 51.60 　 　  　

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9461
モリグチ　ショウマ リットウニシチュウ

52.80 SB-PB
森口　匠真(3) 栗東西中

2 9443
カドタ　ダイキ リットウニシチュウ

53.10 SB-PB
門田　大輝(3) 栗東西中

3 7804
ミウラ　セイジ イマヅ

53.74三浦　成司(3) 今津中

4 3256
タニザワ　カイト チュウズチュウ

53.95谷澤　海翔(3) 中主中

5 2558
キムラ　カズマ セタチュウ

54.36木村　和真(3) 瀬田中

6 741
ヒガシカワ　タクト ヒコネヒガシチュウ

54.40 SB-PB
東川　拓翔(3) 彦根東中

7 10412
オクムラ　イッサ オウギチュウ

55.85奥村　一颯(3) 仰木中

8 2409
イケオ　タクヤ マツバラ

55.98池尾　拓也(3) 松原中

リスト出力日時 2021/07/28 10:45:18- 10 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子800m 予選 7/28 10:15 (3-2+2)
決勝 7/28 13:00 

滋賀県中学記録 1:56.95 久保　雄平 朝桜 1998 横浜国際
全中参加標準記録 2:00.50 　 　  　
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 柏原・兵庫 1990 博多の森

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)
1組 2組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 7801
オチアイ　コウ イマヅ

Q 2:06.53 1 10420
スガワラ　ソウ オウギチュウ

Q 2:11.38
落合　晃(3) 今津中 菅原　爽(3) 仰木中

2 2242
ツルダ　サトル シガチュウ

Q 2:12.77 2 10228
ナカガワ　キシン アケトミチュウ

Q 2:11.54
鶴田　惺(3) 志賀中 中川　貴心(3) 明富中

3 3406
タニグチ　コウタ ミナクチチュウ

2:15.59 3 6540
カワサキ　ヨシカゲ ソウヨウチュウ

q 2:11.86 SB-PB
谷口　滉太(3) 水口中 川嵜　視景(3) 双葉中

4 925
コバヤシ　ナオキ ヒコネミナミチュウ

2:16.31 4 9542
マエハラ　マヒロ キタオオジチュウ

2:13.32 SB-PB
小林　直輝(3) 彦根南中 前原　真宙(3) 北大路中

5 10597
カワバタ　ソラ アオヤマチュウ

2:16.48 5 7532
キムラ　ソウタ タカホチュウ

2:13.67 SB-PB
川畑　昊(2) 青山中 木村　颯汰(2) 高穂中

6 3912
ウチダ　ユウト シガラキチュウ

2:19.62 6 7907
オオツカ　タツキ クツキチュウ

2:20.06内田　裕斗(2) 信楽中 大塚　龍生(3) 朽木中

7 6327
アイソ　ユウト マイバラチュウ

2:20.57 7 4353
ハヤカワ　タキト ナンゴウチュウ

2:20.60間曽　結斗(3) 米原中 早川　滝登(3) 南郷中

3組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10335
キタガワ　ヒロト タマガワチュウ

Q 2:11.84
北川　寛斗(3) 玉川中

2 1226
キタガワ　ヒロキ ナガハマキタチュウ

Q 2:12.02
北川　裕基(3) 長浜北中

3 3259
ツノダ　ユウダイ チュウズチュウ

q 2:12.21 SB-PB
角田　侑大(3) 中主中

4 3039
タダ　フミヤ イシベチュウ

2:16.00多田　史弥(2) 石部中

5 4269
ヒサノ　ケンシン ヒノチュウ

2:17.68久野　拳慎(3) 日野中

6 6862
イブキ　サトル コホクチュウ

2:20.82 SB-PB
伊吹　悟(3) 湖北中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 19:34:06- 11 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子800m 予選 7/28 10:15 (3-2+2)
決勝 7/28 13:00 

滋賀県中学記録 1:56.95 久保　雄平 朝桜 1998 横浜国際
全中参加標準記録 2:00.50 　 　  　
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 柏原・兵庫 1990 博多の森

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 7801
オチアイ　コウ イマヅ

1:56.87 SJH-全中-GR-SB-PB

落合　晃(3) 今津中

2 10420
スガワラ　ソウ オウギチュウ

2:03.11 SB-PB
菅原　爽(3) 仰木中

3 1226
キタガワ　ヒロキ ナガハマキタチュウ

2:06.54北川　裕基(3) 長浜北中

4 10335
キタガワ　ヒロト タマガワチュウ

2:09.78北川　寛斗(3) 玉川中

5 10228
ナカガワ　キシン アケトミチュウ

2:14.71中川　貴心(3) 明富中

6 6540
カワサキ　ヨシカゲ ソウヨウチュウ

2:16.24川嵜　視景(3) 双葉中

7 3259
ツノダ　ユウダイ チュウズチュウ

2:17.74角田　侑大(3) 中主中

2242
ツルダ　サトル シガチュウ

DQ T4 鶴田　惺(3) 志賀中

SJH:滋賀県中学記録  全中:全中参加標準記録  GR:大会記録  DQ:失格  T4:ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った  
リスト出力日時 2021/07/28 19:36:07- 12 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

１年男子1500m 決勝 7/27 12:30 

滋賀県中学記録 3:59.08 山﨑　成人 水口 1993 神戸ユニバー
全中参加標準記録 4:08.50 　 　  　
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 2組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3916
イマイ　ユウキ シガラキチュウ

4:34.89 SB-PB 1 6541
イベ　シュン ソウヨウチュウ

4:55.70今井　悠貴(1) 信楽中 伊部　隼(1) 双葉中

2 6451
オカノ　タイチ カナンチュウ

4:34.97 SB-PB 2 1138
フルイケ　ヨウタ ナガハマニシチュウ

4:57.22 SB-PB
岡野　太智(1) 河南中 古池　陽太(1) 長浜西中

3 9633
タニ　リュウセイ セタキタチュウ

4:35.15 SB-PB 3 11006
フジタ　レオ リツメイカンモリヤマチュウ

5:00.42 SB-PB
谷　隆誠(1) 瀬田北中 藤田　礼央(1) 立命館守山中

4 2357
サトウ　レン クサツチュウ

4:36.96 SB-PB 4 5846
フジハラ　トモキ ヒコネチュウ

5:01.89 SB-PB
佐藤　煉(1) 草津中 富士原　知軌(1) 彦根中

5 10626
マツダイラ　コウキ カワセチュウ

4:52.05 SB-PB 5 10713
ナオキ　テンマ ケンリツモリヤマチュウ

5:03.46 SB-PB
松平　耕生(1) 河瀬中 直木　天磨(1) 県立守山中

6 443
ヤマモト　ヒイロ アワヅチュウ

4:52.09 SB-PB 6 9283
マルヤマ　カナト オイカミチュウ

5:05.11 SB-PB
山本　秀路(1) 粟津中 丸山　奏人(1) 老上中

7 3446
オオクボ　ショウヘイ ミナクチチュウ

4:55.77 7 3160
アタラシ　ユウト ヤスチュウ

5:08.35 SB-PB
大久保　翔平(1) 水口中 新　悠翔(1) 野洲中

8 1611
フクモト　エイシ ハチマンヒガシチュウ

4:57.86 SB-PB 8 342
オオノ　ユウスケ ウチデチュウ

5:13.36 SB-PB
福本　瑛士(1) 八幡東中 大野　友輔(1) 打出中

9 3734
フクイ　シオン コウカ

5:02.63 9 215
ササエ　マサキ オウジヤマチュウ

5:13.68 SB-PB
福井　心温(1) 甲賀中 佐々江　昌希(1) 皇子山中

10 3515
タカハシ　キョウスケ シロヤマチュウ

5:02.78 10 2723
カワシマ　イブキ リットウチュウ

5:13.79 SB-PB
髙橋　恭祐(1) 城山中 河島　伊吹(1) 栗東中

11 7814
オカ　カナタ イマヅ

5:03.02 2009
カトウ　ハル セイトク

DNS岡　奏多(1) 今津中 加藤　陽(1) 聖徳中

12 9502
タケウチ　シュウ キタオオジチュウ

5:03.61 1739
ナカニシ　コウセイ ハチマンニシチュウ

DNS竹内　真優(1) 北大路中 中西　洸惺(1) 八幡西中

13 10815
ニシムラ　ユウヤ ミナクチヒガシチュウ

5:04.79 4107
ウエムラ　ヒロト チョウオウチュウ

DNS西村　悠也(1) 水口東中 植村　泰斗(1) 朝桜中

14 10218
タカハシ　ルキ アケトミチュウ

5:23.85髙橋　琉希(1) 明富中

DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 10:44:58- 13 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２・３年男子1500m 決勝 7/28 12:40 

滋賀県中学記録 3:59.08 山﨑　成人 水口 1993 神戸ユニバー
全中参加標準記録 4:08.50 　 　  　
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 2組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 113
フジタ　コウキ ヒヨシチュウ

4:21.36 1 4801
ナカムラ　カズハ ゴカショウチュウ

4:36.91 SB-PB
藤田　孔己(3) 日吉中 中村　和羽(2) 五個荘中

2 10208
イセムラ　リョウタ アケトミチュウ

4:23.43 2 4217
マエダ　ヒロマサ ヒノチュウ

4:38.26 SB-PB
伊勢村　羚太(2) 明富中 前田　紘直(2) 日野中

3 2759
イソハタ　ショウ リットウチュウ

4:23.86 SB-PB 3 3906
シノハラ　タクミ シガラキチュウ

4:38.28 SB-PB
五十畑　樟(3) 栗東中 篠原　拓己(3) 信楽中

4 10834
ニシノ　イッセイ ミナクチヒガシチュウ

4:24.13 SB-PB 4 4448
アシダ　タイシ コウセイキタチュウ

4:42.69 SB-PB
西野　壱星(3) 水口東中 芦田　大志(3) 甲西北中

5 6323
タナベ　ユキヒロ マイバラチュウ

4:29.10 SB-PB 5 6537
ヨシオカ　タクト ソウヨウチュウ

4:42.72 SB-PB
田辺　侑大(3) 米原中 吉岡　巧翔(2) 双葉中

6 399
サトウ　ナオ ウチデチュウ

4:29.81 SB-PB 6 3836
キムラ　ソウマ コウナンチュウ

4:43.58佐藤　直和(3) 打出中 木村　聡真(3) 甲南中

7 2839
ベップ　テツオ イチリツモリヤマチュウ

4:30.21 7 1165
オオタ　ユウシ ナガハマニシチュウ

4:43.85別府　哲雄(3) 市立守山中 太田　悠詩(3) 長浜西中

8 10588
シミズ　ヒデアキ アオヤマチュウ

4:30.59 SB-PB 8 8302
マツバラ　ケンシン ヒエイザンチュウ

4:46.43清水　秀晃(3) 青山中 松原　謙心(2) 比叡山中

9 6436
ヨシヤマ　カツヒコ カナンチュウ

4:33.48 SB-PB 9 1710
ツジモト　ミオ ハチマンニシチュウ

4:48.04佳山　勝彦(3) 河南中 辻本　未央(2) 八幡西中

10 733
ムラタ　コトフミ ヒコネヒガシチュウ

4:33.61 SB-PB 10 5635
ウカイ　カズヒロ コウラチュウ

4:48.42村田　琴史(3) 彦根東中 鵜飼　一展(3) 甲良中

11 3404
タナカ　リョウジ ミナクチチュウ

4:34.19 SB-PB 11 3702
オオジ　サクト コウカ

4:53.27田中　良治(3) 水口中 大治　咲仁(2) 甲賀中

12 1210
ニシカワ　ソラ ナガハマキタチュウ

4:37.90 SB-PB 12 9808
オオハシ　ヒョウガ ヒコネチュウオウチュウ

4:54.95西川　空(2) 長浜北中 大橋　氷河(3) 彦根中央中

13 7101
カケイ　ショウマ タカツキチュウ

4:45.32 13 9454
ナカイ　ユウダイ リットウニシチュウ

5:13.05筧　尚真(3) 高月中 中井　夢大(3) 栗東西中

リスト出力日時 2021/07/28 19:35:54- 14 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子3000m 決勝 7/28 10:00 

滋賀県中学記録 8:30.70 山﨑　成人 水口 1993 鳴門
全中参加標準記録 8:57.00 　 　  　
近畿中学記録 8:21.22 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 尼崎

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 8244
エビハラ　ヒカル コセイチュウ

9:25.57 SB-PB
海老原　光(3) 湖西中

2 3496
イシダ　シュウト ミナクチチュウ

9:27.62 SB-PB
石田　崇人(3) 水口中

3 9404
シオミツ　レン リットウニシチュウ

9:33.85 SB-PB
塩満　蓮(2) 栗東西中

4 7545
ウエノ　ユウト タカホチュウ

9:43.61 SB-PB
上野　佑斗(2) 高穂中

5 10830
タジマ　ホダカ ミナクチヒガシチュウ

9:47.76田島　帆高(3) 水口東中

6 937
ムライ　タロウ ヒコネミナミチュウ

9:53.75 SB-PB
村居　太郎(2) 彦根南中

7 1723
シノダ　リョウタ ハチマンニシチュウ

9:54.63信田　亮太(3) 八幡西中

8 3838
キムラ　トモキ コウナンチュウ

9:55.55 SB-PB
木村　朋貴(3) 甲南中

9 10504
ワタナベ　ダイチ アオヤマチュウ

10:02.01渡辺　大智(2) 青山中

10 3901
コタニ　アユム シガラキチュウ

10:04.68
小谷　歩(3) 信楽中

11 3507
イワイ　タツキ シロヤマチュウ

10:27.15岩井　樹(2) 城山中

12 1220
タケイ　ハルト ナガハマキタチュウ

10:35.34
武井　遥人(3) 長浜北中

13 1110
マツバラ　タクマ ナガハマニシチュウ

10:35.62
松原　拓真(2) 長浜西中

14 422
ナス　ケンタロウ アワヅチュウ

10:38.98
那須　健太郎(3) 粟津中

15 3724
ツクダ　タクマ コウカ

10:42.62
佃　拓磨(2) 甲賀中

16 3041
ハセガワ　リュウト イシベチュウ

10:47.73
長谷川　流斗(2) 石部中

17 4235
キシムラ　ユウシ ヒノチュウ

11:18.19岸村　優心(2) 日野中

18 10223
テラタニ　コウタロウ アケトミチュウ

12:10.32寺谷　孝太朗(3) 明富中

6430
オカノ　タクミ カナンチュウ

DNS岡野　匠(3) 河南中

4452
コバヤシ　リュウト コウセイキタチュウ

DNS小林　琉斗(2) 甲西北中

DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 19:33:52- 15 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02) 予選 7/27  9:15 (2-3+2)
決勝 7/27 12:50 

滋賀県中学記録 14.16 藤原　孝輝 高穂 2017 えがお熊本
全中参加標準記録 15.00 　   
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 平城京・奈良  長居

〈〈 予選 〉〉 (2-3+2)
1組 (-1.3 m/s) 2組 (-1.9 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 258
カンバヤシ　ハルト オウジヤマチュウ

Q 16.57 SB-PB 1 6432
サワ　マサキ カナンチュウ

Q 16.27 SB-PB
神林　陽斗(3) 皇子山中 澤　雅樹(3) 河南中

2 4355
ヨコタ　マヒト ナンゴウチュウ

Q 17.04 2 110
オクダ　ジョウ ヒヨシチュウ

Q 16.31 SB-PB
横田　真人(3) 南郷中 奥田　将生(3) 日吉中

3 8021
クマガイ　ヒロユキ アドガワチュウ

Q 18.52 3 1176
ホンジョウ　タカキ ナガハマニシチュウ

Q 17.13 SB-PB
熊谷　啓行(3) 安曇川中 本庄　喬貴(3) 長浜西中

4 3209
ウカイ　リョウユウ チュウズチュウ

20.54 4 2416
フルカワ　リョウマ マツバラ

q 17.61鵜飼　良悠(2) 中主中 古川　涼真(3) 松原中

5 7808
ヒヅメ　ショウキ イマヅ

20.61 5 2837
タナカ　ハルト イチリツモリヤマチュウ

q 18.64日爪　翔希(2) 今津中 田中　晴大(3) 市立守山中

426
タナカ　リョウタロウ アワヅチュウ

DQ FS 6 3635
イナガキ　テッペイ ツチヤマチュウ

19.44田中　遼太朗(3) 粟津中 稲垣　徹平(3) 土山中

10832
ツツミ　リュウク ミナクチヒガシチュウ

DNS堤　琉空(3) 水口東中

Q:順位による通過者    DQ:失格  FS:不正スタート  DNS:欠場  q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 10:43:15- 16 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子110mH (91.4:13.72-9.14-14.02) 予選 7/27  9:15 (2-3+2)
決勝 7/27 12:50 

滋賀県中学記録 14.16 藤原　孝輝 高穂 2017 えがお熊本
全中参加標準記録 15.00 　   
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 平城京・奈良  長居

〈〈 決勝 〉〉
1組 (+1.3 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 6432
サワ　マサキ カナンチュウ

15.56 SB-PB
澤　雅樹(3) 河南中

2 258
カンバヤシ　ハルト オウジヤマチュウ

16.01 SB-PB
神林　陽斗(3) 皇子山中

3 1176
ホンジョウ　タカキ ナガハマニシチュウ

16.04 SB-PB
本庄　喬貴(3) 長浜西中

4 110
オクダ　ジョウ ヒヨシチュウ

16.38 SB-PB
奥田　将生(3) 日吉中

5 4355
ヨコタ　マヒト ナンゴウチュウ

16.40 SB-PB
横田　真人(3) 南郷中

6 2416
フルカワ　リョウマ マツバラ

16.60 SB-PB
古川　涼真(3) 松原中

7 8021
クマガイ　ヒロユキ アドガワチュウ

17.09 SB-PB
熊谷　啓行(3) 安曇川中

8 2837
タナカ　ハルト イチリツモリヤマチュウ

18.09 SB-PB
田中　晴大(3) 市立守山中

リスト出力日時 2021/07/28 10:45:09- 17 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年男子4x100mR
予選 7/27 11:45 (5-0+8)
決勝 7/27 14:10 

(低)滋賀県中学記録 46.66 島田・菅・芝崎・木村 守山北 1991 鴻ノ池
大会記録 46.71 松井、松居、手﨑、渡邊 長浜西中  

〈〈 予選 〉〉 (5-0+8)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
シロヤマチュウ

q 48.27 SB-PB 5
コウセイチュウ

51.20 SB-PB
城山中 甲西中
[1] イトウ　マサヒロ [2] コウノ　ユヅル [1] サヤマ　カツキ [2] コバヤシ　タイジ

3564 伊藤 大紘(2) 3511 河野 弓弦(1) 3312 佐山 勝輝(2) 3317 小林 太志(1)
[3] ツルヤマ　ソウタ [4] オガワ　コウヘイ [3] タナカ　ヒロト [4] ムカイ　トモアキ

3518 鶴山 颯大(1) 3570 小川 皓平(2) 3319 田中 寛人(1) 3314 向井 朋央(2)

2
ヒコネチュウオウチュウ

q 48.30 6
マツバラ

51.67 SB-PB
彦根中央中 松原中
[1] ハギワラ　ケンシン [2] ホリウチ　クウハ [1] シミズ　マナト [2] ニガ　ソラト

9836 萩原 健心(2) 9814 堀内 空羽(1) 2425 清水 稀羽(2) 2434 仁賀 天翔(1)
[3] オカダ　リョウダイ [4] ミヤマ　ハルト [3] ヤマナカ　タクミ [4] ヤマモト　カイト

9842 岡田 稜大(1) 9839 深山 陽翔(2) 2437 山中 匠海(1) 2427 山元 魁人(2)

3
セタキタチュウ

48.94 SB-PB 7
ダイトウチュウ

51.85
瀬田北中 大東中
[1] ツボウチ　ユウゴ [2] クボ　ユウマ [1] タカモリ　ケイタロウ [2] マツダ　ユウキ

9670 坪内 佑醐(2) 9612 久保 悠真(1) 6043 高森 慶多郎(2) 6050 松田 侑樹(1)
[3] フジイ　コウタロウ [4] ワタダ　ヒビキ [3] ナカモリ　タケル [4] ミヤベ　ヤマト

9602 藤井 康太朗(1) 9671 和多田 響(2) 6046 中森 威瑠(1) 6045 宮部 大和(2)

4
セタチュウ

49.72
瀬田中
[1] トクダ　ハヤヒデ [2] オオニシ　コウ

2525 德田 隼秀(2) 2534 大西 紘(1)
[3] アオヤマ　ユウイチ [4] ニシダ　ソウマ

2535 青山 悠一(1) 2515 西田 蒼真(2)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ハチマンチュウ

q 47.90 PB 5
オウギチュウ

50.29
八幡中 仰木中
[1] フジタ　リュウシン [2] マエダ　コウマ [1] スガハラ　ヒロト [2] ヒオキ　ジオン

1503 藤田 龍信(2) 1543 前田 琥右真(1) 10402 菅原 大翔(2) 10426 日置 獅音(1)
[3] エビナ　カンセイ [4] タカモリ　ハルト [3] マツキ　ダイキ [4] コニシ　チカラ

1515 海老名 寛生(1) 1507 髙森 遥斗(2) 10424 松木 大輝(1) 10401 小西 力(2)

2
ナガハマニシチュウ

q 48.20 6
アオヤマチュウ

50.57 SB-PB
長浜西中 青山中
[1] カサイ　ユウキ [2] ババ　ユウト [1] スズキ　シュント [2] ヤマダ　セイ

1102 葛西 優希(2) 1133 馬場 悠人(1) 10599 鈴木 駿斗(2) 10512 山田 惺(1)
[3] キタムラ　レオン [4] フジタ　エイタロウ [3] スギモト　ケンゴ [4] ムラオカ　ハル

1136 北村 澪音(1) 1109 藤田 瑛太郎(2) 10509 杉本 健悟(1) 10503 村岡 陽(2)

3
ヒコネニシチュウ

49.27 7
モリヤマキタチュウ

50.62
彦根西中 守山北中
[1] マエガワ　コウタ [2] キュウラギ　カナト [1] コジマ　シント [2] ヤマゾエ　コウタロウ

834 前川 倖汰(2) 801 久良木 奏人(1) 9129 小嶋 心斗(2) 9136 山副 功太郎(1)
[3] ムラタ　ユイト [4] ヤマモト　アツキ [3] アンドウ　ショウヤ [4] クボタ　ユウマ

802 村田 悠唯音(1) 836 山元 海月(2) 9138 安藤 翔也(1) 9131 窪田 友真(2)

4
セイトク

49.49 SB-PB
聖徳中
[1] カジツカ　ソウム [2] オオバ　エイチ

2043 梶塚 創夢(2) 2006 大庭 叡知(1)
[3] ミヤガワ　リョウ [4] ツツミ　コウセイ

2003 宮川 諒(1) 2046 堤 煌聖(2)

リスト出力日時 2021/07/28 12:02:37

- 18 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (5-0+8)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

q 48.66 5
カナンチュウ

51.21日吉中 河南中
[1] カワハラ　ヒビキ [2] ワタナベ　ケイ [1] タベ　ウイチ [2] ツチダ　ヨウセイ

116 河原 響希(2) 134 渡辺 圭(1) 6402 田部 宇一(2) 6456 土田 陽生(1)
[3] オクダ　ケンゴ [4] ヤマモト　ユウイチロウ [3] ヨシダ　ガクト [4] ナカムラ　リョウタ

127 奥田 健吾(1) 125 山本 悠一郎(2) 6460 吉田 学人(1) 6403 中村 亮太(2)

2
リツメイカンモリヤマチュウ

49.25 6
チョウオウチュウ

51.47立命館守山中 朝桜中
[1] ハシグチ　リョウタロウ [2] イワサキ　コウタ [1] オオザワ　アオイ [2] ナミカワ　ソウタ

11011 橋口 諒太郎(2)11002 岩﨑 航大(1) 4135 大澤 葵(2) 4101 並川 颯太(1)
[3] ナカマツ　エイスケ [4] アラホリ　ユウト [3] キシムラ　カズハ [4] マツムラ　ヒサシ

11004 中松 英資(1) 11010 荒堀 悠斗(2) 4102 岸村 和琶(1) 4138 松村 悠志(2)

3
アワヅチュウ

49.59 7
キョウダイシャチュウ

51.52 SB-PB粟津中 兄弟社中
[1] マツセ　ハルト [2] ニッタ　ソウイチロウ [1] ハヤシ　ショウタロウ [2] イノダ　アキ

434 松瀬 遥仁(2) 411 新田 蒼一郎(1) 8649 林 樟太朗(2) 8604 猪田 晄生(1)
[3] ヤマダ　タケル [4] キタムラ　ヒデヒサ [3] クマイ　イオリ [4] ナカムラ　ミヅキ

442 山田 崇琉(1) 428 北村 成悠(2) 8620 熊井 庵人(1) 8648 中村 泉月(2)

4
ノトガワチュウ

51.00 8
ヒノチュウ

51.75能登川中 日野中
[1] キタムラ　シュンヤ [2] ハタ　ニチホ [1] オオツカ　トウマ [2] カノウ　ユウヤ

4920 北村 峻也(2) 4971 畑 仁智甫(1) 4216 大塚 斗誠(2) 4221 加納 侑也(1)
[3] オクダ　エイト [4] フクサカ　エイジュン [3] ムライ　シュント [4] シマムラ　シン

4977 奥田 瑛翔(1) 4918 福坂 瑛隼(2) 4243 村井 駿斗(1) 4237 嶋村 芯(2)

4組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
リットウニシチュウ

q 48.01 5
コウカ

50.32栗東西中 甲賀中
[1] キムラ　フミヤ [2] ヨシドメ　ダイチ [1] フクイ　エイト [2] ナカジマ　ハルト

9409 木村 文哉(2) 9411 吉留 大智(1) 3723 福井 瑛翔(2) 3726 中嶋 悠翔(1)
[3] タグチ　アツシ [4] キダ　ユウマ [3] ナカムラ　コウセイ [4] カシノ　ジョウジ

9413 田口 淳志(1) 9403 喜田 侑磨(2) 3714 中村 晃成(1) 3713 樫野 丈二(2)

2
ヒコネチュウ

q 48.16 SB-PB 6
ウチデチュウ

50.89彦根中 打出中
[1] オカザキ　ヒカル [2] イシハラ　リュウセイ [1] カツヤマ　ゲンシン [2] ナカノ　タケル

5828 岡崎 輝(2) 5849 石原 琉聖(1) 316 勝山 源心(2) 350 中野 岳瑠(1)
[3] タカシマ　ユウト [4] オオオカ　ソウスケ [3] コンドウ　ヒロアキ [4] タカハシ　ユウキ

5856 髙島 優仁(1) 5833 大岡 颯祐(2) 333 近藤 寛明(1) 318 高橋 勇喜(2)

3
オウジヤマチュウ

48.97 7
ヤスチュウ

51.03 SB-PB皇子山中 野洲中
[1] ヤマダ　ハルト [2] バンバ　タクミ [1] カシハラ　ソラ [2] タナカ　リュウノスケ

289 山田 悠人(2) 213 馬場 拓海(1) 3155 柏原 大空(2) 3159 田中 柳之介(1)
[3] ミナガワ　アオト [4] オオツカ　ヒロキ [3] モリタ　ソウマ [4] コモリ　ユウキ

209 皆川 蒼斗(1) 274 大塚 大稀(2) 3161 森田 蒼真(1) 3148 小森 勇紀(2)

4
キタオオジチュウ

50.27 SB-PB北大路中
[1] マツシマ　イクト [2] アキモリ　シュンガ

9547 松島 郁斗(2) 9507 秋森 隼河(1)
[3] マツダ　ハヤト [4] バンバ　リュウノスケ

9504 松田 隼(1) 9550 馬場 琉乃介(2)

リスト出力日時 2021/07/28 12:02:37
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (5-0+8)

5組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
モリヤマミナミチュウ

q 47.63 SB-PB 5
ミナクチチュウ

51.01守山南中 水口中
[1] ニシモト　マヒロ [2] シミズ　リュウキ [1] タケヤマ　ミナト [2] カワシマ　タイガ

8722 西本 大宙(2) 8744 清水 隆希(1) 3435 竹山 湊(2) 3444 川島 大芽(1)
[3] ヨシムラ　カンタ [4] アサダ　コウキチ [3] カバナダ　ジョンマイケル [4] ヤマネ　ジラン

8739 吉村 莞太(1) 8721 浅田 皐吉(2) 3443 カバナダ ジョンマイケル(1)3437 山根 仁嵐(2)

2
タカホチュウ

49.19 6
コホクチュウ

51.41高穂中 湖北中
[1] ナカニシ　リョウマ [2] ヤマモト　マユト [1] アカイ　ケイジュ [2] キシダ　ナオヒロ

7594 中西 遼真(2) 7554 山本 真祐斗(1) 6801 赤井 桂樹(2) 6811 岸田 直大(1)
[3] イマイ　カズト [4] ヤマモト　エイス [3] コバヤシ　ケイジ [4] アサダ　トキヤ

7560 今井 一斗(1) 7541 山本 瑛嵩(2) 6812 小林 慶次(1) 6802 浅田 斗輝也(2)

3
ソウヨウチュウ

49.29 7
チュウズチュウ

51.56双葉中 中主中
[1] オオシマ　レオ [2] ヨコタ　サキヤ [1] アメミヤ　カイリ [2] ハシモト　ハルキ

6533 大島 羚煌(2) 6549 横田 咲希哉(1) 3204 雨宮 海利(2) 3223 橋本 晴貴(1)
[3] キタムラ　ハヤト [4] タカマツ　レント [3] ツジ　タクト [4] ヤマダ　ユウガ

6544 北村 勇翔(1) 6531 髙松 蓮騰(2) 3222 辻 匠寿(1) 3212 山田 悠翔(2)

4
タカツキチュウ

50.77高月中
[1] ウラヤマ　ケイタ [2] ヤマネ　ユウショウ

7115 浦山 敬大(2) 7113 山根 悠晶(1)
[3] ヤマモト　アイト [4] フセ　トオイ

7114 山本 愛翔(1) 7122 布施 斗威(2)

q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 12:02:37

- 20 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年男子4x100mR
予選 7/27 11:45 (5-0+8)
決勝 7/27 14:10 

(低)滋賀県中学記録 46.66 島田・菅・芝崎・木村 守山北 1991 鴻ノ池
大会記録 46.71 松井、松居、手﨑、渡邊 長浜西中  

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
モリヤマミナミチュウ

47.40 SB-PB 5
ヒコネチュウオウチュウ

47.82
守山南中 彦根中央中
[1] ニシモト　マヒロ [2] シミズ　リュウキ [1] ハギワラ　ケンシン [2] ホリウチ　クウハ

8722 西本 大宙(2) 8744 清水 隆希(1) 9836 萩原 健心(2) 9814 堀内 空羽(1)
[3] ヨシムラ　カンタ [4] アサダ　コウキチ [3] オカダ　リョウダイ [4] ミヤマ　ハルト

8739 吉村 莞太(1) 8721 浅田 皐吉(2) 9842 岡田 稜大(1) 9839 深山 陽翔(2)

2
ハチマンチュウ

47.56 PB 6
リットウニシチュウ

47.98
八幡中 栗東西中
[1] フジタ　リュウシン [2] マエダ　コウマ [1] キムラ　フミヤ [2] ヨシドメ　ダイチ

1503 藤田 龍信(2) 1543 前田 琥右真(1) 9409 木村 文哉(2) 9411 吉留 大智(1)
[3] マンノ　ミナギ [4] タカモリ　ハルト [3] タグチ　アツシ [4] キダ　ユウマ

1547 萬野 弥凪(1) 1507 髙森 遥斗(2) 9413 田口 淳志(1) 9403 喜田 侑磨(2)

3
ナガハマニシチュウ

47.74 SB-PB 7
シロヤマチュウ

48.04 SB-PB
長浜西中 城山中
[1] カサイ　ユウキ [2] ババ　ユウト [1] イトウ　マサヒロ [2] コウノ　ユヅル

1102 葛西 優希(2) 1133 馬場 悠人(1) 3564 伊藤 大紘(2) 3511 河野 弓弦(1)
[3] キタムラ　レオン [4] フジタ　エイタロウ [3] ツルヤマ　ソウタ [4] オガワ　コウヘイ

1136 北村 澪音(1) 1109 藤田 瑛太郎(2) 3518 鶴山 颯大(1) 3570 小川 皓平(2)

4
ヒヨシチュウ

47.74 8
ヒコネチュウ

48.08 SB-PB
日吉中 彦根中
[1] カワハラ　ヒビキ [2] ワタナベ　ケイ [1] オカザキ　ヒカル [2] イシハラ　リュウセイ

116 河原 響希(2) 134 渡辺 圭(1) 5828 岡崎 輝(2) 5849 石原 琉聖(1)
[3] オクダ　ケンゴ [4] ヤマモト　ユウイチロウ [3] タカシマ　ユウト [4] オオオカ　ソウスケ

127 奥田 健吾(1) 125 山本 悠一郎(2) 5856 髙島 優仁(1) 5833 大岡 颯祐(2)

リスト出力日時 2021/07/28 12:02:59
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
予選 7/28  9:25 (8-0+8)
決勝 7/28 14:00 

滋賀県中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 双葉 2017 えがお熊本
近畿中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 双葉・滋賀 2017 熊本
大会記録 43.57 廣田、伊藤、奥田、古田 日吉中  

〈〈 予選 〉〉 (8-0+8)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
マツバラ

46.44 5
ヒコネチュウ

49.45
松原中 彦根中
[1] ウエダ　アシタカ [2] フルカワ　リク [1] タテイワ　リョウタ [2] オカダ　ユキト

2421 上田 葦恭(2) 2415 古川 陸空(3) 5813 立岩 稜大(3) 5821 岡田 優希人(2)
[3] フルカワ　リョウマ [4] イケオ　タクヤ [3] ワカバヤシ　セイハ [4] カワカミ　ユウ

2416 古川 涼真(3) 2409 池尾 拓也(3) 5832 若林 聖羽(2) 5817 川上 侑(3)

2
オイカミチュウ

46.56
アオヤマチュウ

DQ R1 
老上中 青山中
[1] シミズ　カズオミ [2] カワタ　リクト [1] ヤマモト　ユウキ [2] ニシグチ　ユウセイ

9236 清水 一臣(3) 9229 川田 陸渡(3) 10589 山本 友輝(3) 10502 西口 友晟(2)
[3] フルイチ　イッサ [4] サヤマ　ヒデト [3] ヤマモト　キョウショウ [4] ハセベ　ヒロト

9244 古市 一颯(3) 9234 佐山 秀斗(3) 10593 山元 教生(3) 10587 長谷部 湖人(3)

3
アケトミチュウ

48.90
ヒノチュウ

DQ R3 
明富中 日野中
[1] タカダ　ユウト [2] ニシムラ　ジン [1] イケモト　シンヤ [2] アイサカ　タイセイ

10222 高田 優斗(3) 10202 西村 仁(2) 4267 池元 新弥(3) 4254 相坂 汰成(3)
[3] キタムラ　ヒロキ [4] ハヤセ　タツミ [3] テラモト　ハルト [4] スズキ　ショウヤ

10240 北村 優貴(3) 10226 早瀬 竜海(3) 4264 寺本 陽翔(3) 4260 鈴木 翔也(3)

4
ミナクチヒガシチュウ

49.38
リュウオウチュウ

DQ R3 
水口東中 竜王中
[1] オオツキ　ユウト [2] ヤスオカ　マヒロ [1] キタガワ　シュンタ [2] タムラ　ユウスケ

10829 大月 佑斗(3) 10817 安岡 真広(1) 4514 北川 隼汰(2) 4508 田村 祐介(3)
[3] ウルシノ　ユウヤ [4] ホリ　リュウセイ [3] ニシボリ　ユウキ [4] イチオカ　マナト

10828 漆野 佑哉(3) 10811 堀 琉星(3) 4502 西堀 勇気(3) 4519 市岡 真聖(2)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ソウヨウチュウ

q 44.96 5
カタタチュウ

47.57 SB-PB
双葉中 堅田中
[1] クボタ　タイチ [2] キタムラ　ジンイチロウ [1] フジイ　リン [2] モリタ　カズハ

6530 久保田 大智(2) 6538 北村 仁一朗(2) 2119 藤井 凛(3) 2159 守田 一翔(3)
[3] ハラダ　ルキヤ [4] ナベシマ　コウタロウ [3] コニシ　オウスケ [4] オコシ　リュウヤ

6523 原田 琉輝也(3) 6522 鍋島 航太朗(3) 2147 小西 欧介(2) 2148 起 龍也(2)

2
モリヤマキタチュウ

q 45.60 6
ヒコネチュウオウチュウ

47.74
守山北中 彦根中央中
[1] シマダ　アヤト [2] シバタ　エイイチ [1] キタザワ　サキト [2] タナカ　アオイ

9128 島田 絢都(2) 9116 芝田 瑛一(3) 9809 北沢 咲登(3) 9804 田中 歩生(3)
[3] トリイ　ユウキ [4] ウエナカ　ユウキ [3] オオハシ　ヒョウガ [4] イシイ　リキ

9118 鳥井 悠希(3) 9119 上仲 悠生(3) 9808 大橋 氷河(3) 9801 石井 利樹(3)

3
リットウチュウ

45.92 7
ヤスチュウ

49.00
栗東中 野洲中
[1] ムラタ　ユウキ [2] ミサワ　ジン [1] セキ　リクト [2] チョウ　リュウゴ

2704 村田 侑生(3) 2706 三澤 仁(3) 3140 関 陸人(3) 3135 長 龍悟(3)
[3] シライ　ルキ [4] フジタ　エガオ [3] ナカハタ　キリト [4] ヤマモト　クウタ

2751 白井 瑠煌(2) 2740 藤田 笑日朗(3) 3143 中畑 希里斗(3) 3139 山本 空太(3)

4
シガラキチュウ

47.26
信楽中
[1] オグラ　レオン [2] ウエシマ　コウシン

3902 小倉 礼恩(3) 3911 上嶋 煌心(2)
[3] モリカワ　エイタ [4] カワカミ　ダイチ

3909 森川 瑛太(2) 3910 川上 大智(2)

リスト出力日時 2021/07/28 19:33:34
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (8-0+8)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ナガハマキタチュウ

q 45.04 5
ノトガワチュウ

48.06長浜北中 能登川中
[1] キタムラ　コウ [2] トダカ　ユウキ [1] ノゾキ　ユウト [2] キノシタ　コウスケ

1229 北村 光(3) 1219 戸高 優稀(3) 4968 及位 優音(2) 4941 木下 康輔(3)
[3] ハブチ　ケイト [4] ミヤモト　ハルヒ [3] ヒロセ　ダイト [4] オオマエ　ハルト

1225 羽渕 啓斗(3) 1217 宮本 遥光(3) 4964 廣瀬 大隼(2) 4949 大前 遥人(3)

2
コウカ

46.30 SB-PB 6
タカツキチュウ

48.79甲賀中 高月中
[1] ムラヤマ　ヒロト [2] タムラ　タクミ [1] カセイ　イッセイ [2] アメモリ　シュリ

3727 村山 滉登(3) 3728 田村 拓巳(3) 7107 嘉瀬井 一誓(3) 7103 雨森 守浬(3)
[3] モリチ　ユウタ [4] ヨシダ　シン [3] モリ　シュンヤ [4] カケイ　ショウマ

3731 森地 宥太(3) 3720 吉田 心(3) 7106 森 駿也(3) 7101 筧 尚真(3)

3
ナンゴウチュウ

46.67
ウチデチュウ

DQ R3 南郷中 打出中
[1] ババ　フウマ [2] ナカハシ　チカラ [1] イケダ　コウ [2] ウメムラ　ショウ

4352 馬場 風美(3) 4350 中橋 知良(3) 301 池田 航生(3) 398 梅村 紫陽(3)
[3] ホウマン　ヒロ [4] ヨコタ　マヒト [3] マエカワ　ヒロキ [4] スギモト　リョウ

4354 宝満 日路(3) 4355 横田 真人(3) 354 前川 浩輝(3) 313 杉本 涼(3)

4
ハヤマチュウ

47.90葉山中
[1] ムラカミ　ダイチ [2] ドイ　ユウキ

9906 村上 大知(3) 9904 土井 悠暉(3)
[3] フカオ　リルキ [4] コゼキ　リュウセイ

9905 深尾 俐瑠紀(3) 9902 小関 琉誠(3)

4組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

q 43.57 GR 5
アザイチュウ

47.81日吉中 浅井中
[1] ヒロタ　ナルウミ [2] イトウ　ハルト [1] キムラ　シュウヤ [2] ノグチ　リョウタ

104 廣田 成海(3) 115 伊藤 大翔(2) 6712 木村 秀哉(2) 6709 野口 凌大(3)
[3] オクダ　ジョウ [4] フルタ　リョウヤ [3] カワシマ　リョウト [4] シミズ　ユウセイ

110 奥田 将生(3) 105 古田 凌也(3) 6716 川嶋 羚斗(2) 6708 清水 悠聖(3)

2
カナンチュウ

46.40 6
マイバラチュウ

48.17河南中 米原中
[1] ツチダ　タイガ [2] サワ　マサキ [1] イソザキ　リョウイチ [2] ヤスザワ　ソウタ

6433 土田 大雅(3) 6432 澤 雅樹(3) 6321 礒﨑 亮一(3) 6326 安澤 蒼太(3)
[3] カワサキ　ジョウタロウ [4] シバタ　ハジメ [3] ミウラ　ユイト [4] オオハシ　トキ

6431 川崎 丞太郎(3) 6443 柴田 一(3) 6325 三浦 唯人(3) 6328 大橋 透綺(3)

3
ハチマンヒガシチュウ

46.76 7
ダイトウチュウ

48.58八幡東中 大東中
[1] シンカイ　ケイタ [2] チバナ　タダシ [1] オクムラ　シュンイチ [2] ウエミチ　ショウセイ

1603 新海 啓太(3) 1612 知花 ただし(3) 6011 奥村 駿一(3) 6075 植道 将星(3)
[3] オダ　ムサシ [4] コカジ　ユウセイ [3] ナカガワ　リク [4] タケオカ　カイト

1609 小田 武蔵(3) 1608 小梶 祐惺(3) 6008 中川 凌玖(3) 6007 竹岡 改斗(3)

4
ヒコネニシチュウ

47.24彦根西中
[1] イチタニ　テンセイ [2] カワタ　リンタロウ

812 一谷 天晴(3) 814 川田 麟太郎(3)
[3] キュウラギ　リツ [4] オオサワ　ユウト

815 久良木 律(3) 813 大澤 勇翔(3)

リスト出力日時 2021/07/28 19:33:34
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (8-0+8)

5組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ナガハマニシチュウ

q 44.59 5
コホクチュウ

49.22長浜西中 湖北中
[1] ミヤガワ　ヨシキ [2] カワカミ　ショウタ [1] キタガワ　ヒナタ [2] サトウ　ライチ

1178 宮川 善貴(3) 1166 川上 昇大(3) 6866 北川 陽大(3) 6864 佐藤 徠智(3)
[3] テザキ　シンジ [4] マツイ　ヨシマサ [3] ウエダ　レン [4] アカイ　ハヤト

1170 手﨑 真志(3) 1177 松居 慶眞(3) 6867 植田 憐(3) 6865 赤井 颯斗(3)

2
ヒコネミナミチュウ

46.02 SB-PB
オウギチュウ

DQ R3 彦根南中 仰木中
[1] コクリョウ　カイゼ [2] フクダ　リョウマ [1] ナカムラ　カイル [2] オカモト　オウスケ

930 國領 海世(3) 934 福田 涼真(3) 10413 中村 魁昊(3) 10421 岡本 凰佑(3)
[3] カワムラ　トア [4] フジワラ　ユウサ [3] オクムラ　イッサ [4] ミツイ　アラタ

938 川村 翔空(3) 936 藤原 侑采(3) 10412 奥村 一颯(3) 10422 光井 新汰(3)

3
ヒコネヒガシチュウ

46.42
チョウオウチュウ

DQ R3 彦根東中 朝桜中
[1] キタガワ　シウ [2] ヒガシカワ　タクト [1] タケダ　レオ [2] ノムラ　ショウノスケ

748 北河 士宙(3) 741 東川 拓翔(3) 4127 竹田 伶王(3) 4124 野邑 匠之介(3)
[3] ヒガ　セレン [4] ミヤノ　ソウ [3] ヨコエ　マヒロ [4] オクムラ　コウキ

737 比嘉 聖憐(3) 757 宮野 想生(3) 4126 横江 眞光(3) 4122 奥村 公貴(3)

4
タマガワチュウ

48.82玉川中
[1] アダチ　ジュンセイ [2] ナカガワ　ショウマ

10350 足立 淳成(2) 10337 中川 翔稀(3)
[3] ヤダ　タクヤ [4] オクイ　トモキ

10340 矢田 拓也(3) 10332 奥居 知生(3)

6組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ミナクチチュウ

q 45.61 5
オウジヤマチュウ

47.93水口中 皇子山中
[1] サイキ　ユウゴ [2] ドジョウ　ハユマ [1] イノウエ　アヤト [2] ワダ　マサアキ

3497 佐伯 悠吾(3) 3499 土城 隼磨(3) 271 井上 絢仁(2) 260 和田 真明(3)
[3] ヤマナカ　ハルキ [4] トミダ　イオリ [3] カンバヤシ　ハルト [4] ヨコタ　ショウタロウ

3410 山中 陽生(3) 3403 富田 庵(3) 258 神林 陽斗(3) 290 横田 菖太郎(2)

2
セタキタチュウ

45.85 SB-PB 6
コウセンカトリックチュウ

48.24 PB瀬田北中 光泉カトリック中
[1] イトウ　ユウラ [2] アベ　シュンスケ [1] ヒガシ　ソウア [2] マナベ　イツキ

9676 伊東 侑良(2) 9650 阿部 駿佑(3) 10118 東 颯蒼(3) 10122 眞部 樹(2)
[3] ヤマニシ　リュウセイ [4] カツレン　シリュウ [3] クボ　アキラ [4] ヤノ　タカノリ

9647 山西 龍誠(3) 9657 勝連 翔琉(3) 10119 久保 陽(3) 10120 矢野 貴教(3)

3
イチリツモリヤマチュウ

45.87 SB-PB 7
タナカミチュウ

49.05市立守山中 田上中
[1] ヨネタニ　サトシ [2] ミシナ　クウゴ [1] レフトサーリ　ソウマ [2] オカダ　ハル

2842 米谷 慧(3) 2840 三品 空吾(3) 2601 レフトサーリ 奏真(3)2603 岡田 羽琉(3)
[3] ニシアキ　ダイキ [4] イシダ　ユウト [3] ノノヤマ　ユウシン [4] イトウ　タクミ

2838 西明 大樹(3) 2832 石田 悠人(3) 2610 野々山 優心(2) 2602 伊藤 拓海(3)

4
タカホチュウ

47.91高穂中
[1] フクナガ　シオン [2] テラモト　コウ

7548 福永 獅恩(2) 7510 寺本 倖(3)
[3] ナガモト　ハルタ [4] キムラ　ソウタ

7511 永元 悠汰(3) 7532 木村 颯汰(2)

リスト出力日時 2021/07/28 19:33:34
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (8-0+8)

7組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
リットウニシチュウ

q 44.55 5
モリヤマミナミチュウ

48.15栗東西中 守山南中
[1] フジムラ　ナオト [2] モリグチ　ショウマ [1] ヤギ　ユウト [2] フジタ　ケイト

9459 藤村 直人(3) 9461 森口 匠真(3) 8701 八木 優斗(3) 8702 藤田 啓人(3)
[3] カドタ　ダイキ [4] ニシカワ　ヒロタカ [3] カタオカ　タダヒロ [4] マスダ　シンジ

9443 門田 大輝(3) 9456 西川 大貴(3) 8728 片岡 忠大(2) 8719 増田 慎仁(2)

2
イマヅ

q 45.67 SB-PB 6
セイトク

48.27今津中 聖徳中
[1] フルタニ　ルク [2] オチアイ　コウ [1] コモリ　マサト [2] ニシウラ　リョウマ

7809 古谷 ルク(2) 7801 落合 晃(3) 2025 小森 雅人(3) 2035 西浦 遼真(2)
[3] カワサキ　コウダイ [4] ミウラ　セイジ [3] トミタ　リュウセイ [4] カトウ　ユウタ

7803 川﨑 広大(3) 7804 三浦 成司(3) 2040 富田 琉生(2) 2028 加藤 悠汰(3)

3
キタオオジチュウ

46.26 SB-PB 7
シロヤマチュウ

49.47北大路中 城山中
[1] ヤノ　ハルマ [2] ハヤシ　コウタ [1] ミントク　コウタ [2] カワセ　サナト

9551 矢野 悠真(2) 9545 林 航汰(2) 3554 民徳 幸大(3) 3506 河瀬 真知(2)
[3] ヒラサワ　カズマ [4] アツジ　トモキ [3] マエザキ　リュウク [4] ナカムラ　キッペイ

9544 平澤 和真(3) 9540 阿閉 友希(3) 3558 前崎 龍来(3) 3571 中村 橘平(2)

4
シンドウチュウ

46.93新堂中
[1] ツダ　カズキ [2] カイ　ヨシキ

9368 津田 和輝(3) 9366 甲斐 慶樹(3)
[3] ヤマグチ　ユウセイ [4] コニシ　リク

9370 山口 雄誠(3) 9371 小西 陸玖(3)

8組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
チュウズチュウ

45.82
フナオカチュウ

DQ R1 中主中 船岡中
[1] サコダ　ワタル [2] タナカ　レント [1] ホンドウ　エイタ [2] イノウエ　キラト

3210 迫田 航(2) 3250 田中 蓮仁(3) 1811 本道 瑛太(3) 1815 井上 煌仁(3)
[3] タニザワ　カイト [4] ズシ　カエデ [3] カワグチ　ショウゴ [4] モリシマ　リキ

3256 谷澤 海翔(3) 3206 図司 楓(2) 1814 川口 翔瑚(3) 1812 森嶋 力聖(3)

2
ハチマンチュウ

46.21
ニシアザイチュウ

DQ R3 八幡中 西浅井中
[1] ヤスイ　リハク [2] コウサカ　マサアキ [1] アツジ　マサキ [2] フジハラ　チハヤ

1532 安居 琉珀(3) 1534 髙阪 雅晃(3) 7307 阿辻 雅生(3) 7312 藤原 千颯(3)
[3] マスダ　ソウタ [4] フカイ　ユウスケ [3] ナカガワ　コウキ [4] ニシオ　リク

1535 桝田 蒼太(3) 1540 深井 優輔(3) 7311 中川 功貴(3) 7319 西尾 浬空(3)

3
セタチュウ

47.11
コウナンチュウ

DNS瀬田中 甲南中
[1] コヤマダ　ユウキ [2] イシダ　ハルヒト

2552 小山田 悠樹(3) 2569 石田 遥士(3)
[3] ヨシモト　ユウキ [4] イケダ　ヒビキ

2568 吉本 祐貴(3) 2550 池田 響(3)

4
コウセイキタチュウ

48.04
カワセチュウ

DNS甲西北中 河瀬中
[1] オオタ　アヤト [2] ムラタ　ハクト [1] スギモト　ココロ [2] モリ　ユウト

4442 太田 彩人(3) 4445 村田 珀人(3) 10604 杉本 真心(3) 10607 森 祐人(3)
[3] オオカワラ　タクト [4] ナカムラ　コウキ [3] オカダ　コウタ [4] ナカノ　テッペイ

4446 大川原 拓飛(3) 4443 中村 光希(3) 10603 岡田 昊大(3) 10605 仲野 哲平(3)

DQ:失格  R1:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった（１走→２走）  R3:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった（３走→４走）  q:プラスによる進出    GR:大会記録  DNS:欠場  

リスト出力日時 2021/07/28 19:33:34
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
予選 7/28  9:25 (8-0+8)
決勝 7/28 14:00 

滋賀県中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 双葉 2017 えがお熊本
近畿中学記録 42.40 鍋島・西村・西野・須戸 双葉・滋賀 2017 熊本
大会記録 43.57 廣田、伊藤、奥田、古田 日吉中  

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

43.45 GR 5
ミナクチチュウ

44.59
日吉中 水口中
[1] ヒロタ　ナルウミ [2] イトウ　ハルト [1] サイキ　ユウゴ [2] マツモト　タイガ

104 廣田 成海(3) 115 伊藤 大翔(2) 3497 佐伯 悠吾(3) 3417 松本 大雅(2)
[3] オクダ　ジョウ [4] フルタ　リョウヤ [3] ヤマナカ　ハルキ [4] ドジョウ　ハユマ

110 奥田 将生(3) 105 古田 凌也(3) 3410 山中 陽生(3) 3499 土城 隼磨(3)

2
ナガハマニシチュウ

43.92 SB-PB 6
ソウヨウチュウ

44.84
長浜西中 双葉中
[1] ミヤガワ　ヨシキ [2] ホンジョウ　タカキ [1] クボタ　タイチ [2] キタムラ　ジンイチロウ

1178 宮川 善貴(3) 1176 本庄 喬貴(3) 6530 久保田 大智(2) 6538 北村 仁一朗(2)
[3] テザキ　シンジ [4] マツイ　ヨシマサ [3] ハラダ　ルキヤ [4] ナベシマ　コウタロウ

1170 手﨑 真志(3) 1177 松居 慶眞(3) 6523 原田 琉輝也(3) 6522 鍋島 航太朗(3)

3
リットウニシチュウ

44.33 7
モリヤマキタチュウ

45.30
栗東西中 守山北中
[1] フジムラ　ナオト [2] モリグチ　ショウマ [1] シマダ　アヤト [2] シバタ　エイイチ

9459 藤村 直人(3) 9461 森口 匠真(3) 9128 島田 絢都(2) 9116 芝田 瑛一(3)
[3] カドタ　ダイキ [4] ニシカワ　ヒロタカ [3] トリイ　ユウキ [4] ウエナカ　ユウキ

9443 門田 大輝(3) 9456 西川 大貴(3) 9118 鳥井 悠希(3) 9119 上仲 悠生(3)

4
ナガハマキタチュウ

44.48 SB-PB 8
イマヅ

45.57 SB-PB
長浜北中 今津中
[1] キタムラ　コウ [2] トダカ　ユウキ [1] フルタニ　ルク [2] オチアイ　コウ

1229 北村 光(3) 1219 戸高 優稀(3) 7809 古谷 ルク(2) 7801 落合 晃(3)
[3] ハブチ　ケイト [4] ミヤモト　ハルヒ [3] カワサキ　コウダイ [4] ミウラ　セイジ

1225 羽渕 啓斗(3) 1217 宮本 遥光(3) 7803 川﨑 広大(3) 7804 三浦 成司(3)

GR:大会記録  

リスト出力日時 2021/07/28 19:37:35
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決勝

順位 No. Ord. 所属 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 記録 備考
ヒノチュウ

日野中
ナガハマニシチュウ

長浜西中
コホクチュウ

湖北中
ヤスチュウ

野洲中
ヒコネヒガシチュウ

彦根東中
イチリツモリヤマチュウ

市立守山中
タカホチュウ

高穂中
リットウニシチュウ

栗東西中
オウジヤマチュウ

皇子山中
ヒコネチュウ

彦根中
ヒコネニシチュウ

彦根西中
セイトク

聖徳中
ミナクチチュウ

水口中
ナガハマキタチュウ

長浜北中
ノトガワチュウ

能登川中
アケトミチュウ

明富中

リスト出力日時: 2021/07/28 19:45:16

1.5016 10210 3
モリザワ　アイガ

xxo xxx
森澤　和雅(2)

1.50 SB-PB13 4911 6
オオスガ　ルイ

o xxx
大菅　瑠伊(3)

1.5013 1225 5
ハブチ　ケイト

o xxx
羽渕　啓斗(3)

1.5013 3421 4
モリチ　アヤト

o xxx
森地　彩斗(2)

xxx 1.5512 2038 11
ヨコヤマ　ダイキ

xxo xxo
横山　大希(2)

xxx 1.5511 817 15
オオツカ　リュウキ

o xxo
大塚　竜輝(3)

xxx 1.5510 5816 16
マルヤマ　ユウキ

o xo
丸山　勇気(3)

xxo xxx 1.60 SB-PB8 278 14
ヒラオカ　ケント

o xo
平岡　健斗(2)

xxo xxx 1.60 SB-PB8 9441 9
オオタ　ユウセイ

o xo
太田　悠晴(3)

xxo xxx 1.60 SB-PB6 7504 12
コスギ　コウヘイ

o o
小杉　航平(3)

xxo xxx 1.606 2845 1
カワノ　ハルキ

- -
河野　悠生(2)

xo xxx 1.60 SB-PB5 706 10
スミ　コウタロウ

o o
角　晃太朗(2)

o xo xxx 1.65 JO:記録なし SB-PB3 3143 13
ナカハタ　キリト

o o
中畑　希里斗(3)

o xo xxx 1.65 近畿-JO:1.66 SB-PB3 6867 7
ウエダ　レン

o o
植田　憐(3)

xo o xxx 1.652 1170 8
テザキ　シンジ

- -
手﨑　真志(3)

高嶋　快(3)
xxo xxo xxx 1.70 SB-PB

競技者名

1 4266 2
タカシマ　カイ

- - o

〈〈 決勝 〉〉

1組

全中参加標準記録 1.85 　 　  　
近畿中学記録 2.06 松井　紀之 田原本・奈良 1986 橿原公苑

共通男子走高跳 7/28 12:00 

滋賀県中学記録 2.00 古川　浩司 米原 1992 紀三井寺

第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子棒高跳 決勝 7/27 10:00 

滋賀県中学記録 4.50 滝井　哲 水口 1990 国立
全中参加標準記録 4.00 　 　  　
近畿中学記録 4.90 浅野　喜洋 広陵・兵庫 2001 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. Ord. 競技者名 所属
2.40 2.60 2.80 2.90 3.00 3.10

記録 備考
3.20

1 9905 1
フカオ　リルキ ハヤマチュウ - o xxo xo xxo xxo 3.10深尾　俐瑠紀(3) 葉山中 xxx

リスト出力日時: 2021/07/28 13:44:56
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子走幅跳 決勝 7/27 13:00 

滋賀県中学記録 6.89 山川　夏輝 能登川 2010 鳥取コカコーラ
全中参加標準記録 6.55 　 　  　
近畿中学記録 7.40 和田　晃輝 楠葉西・大阪 2016 枚方

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 ６回目 記録 備考

1 9456 22
ニシカワ　ヒロタカ リットウニシチュウ

6.44(+1.1) x 6.47(+1.1) x 5.10(+1.3) x 6.47 (+1.1)
西川　大貴(3) 栗東西中

2 3837 9
マスヤマ　キラト コウナンチュウ

6.27(+2.1) 5.79(+1.7) r w6.27 (+2.1)  公認:5.79(1.7) 

増山　煌冨(3) 甲南中

3 4350 21
ナカハシ　チカラ ナンゴウチュウ

5.79(+0.8) x x 6.00(+2.2) 6.04(+0.9) x 6.04 (+0.9) SB-PB中橋　知良(3) 南郷中

4 7803 2
カワサキ　コウダイ イマヅ

5.52(+0.9) 5.74(+3.1) 5.45(+0.4) 5.67(+1.0) 5.40(+2.2) 5.89(+1.0) 5.89 (+1.0) SB-PB川﨑　広大(3) 今津中

5 4256 13
ズシ　ヒョウマ ヒノチュウ

5.57(+0.7) 5.65(+1.1) 5.73(+1.4) 5.68(+0.9) 5.88(-0.1) 5.35(+1.5) 5.88 (-0.1) SB-PB図師　彪真(3) 日野中

6 9251 19
ヤマムラ　アスキ オイカミチュウ

x 5.84(0.0) x 5.69(+1.2) x x 5.84 ( 0.0) SB-PB山村　明日紀(3) 老上中

7 6523 20
ハラダ　ルキヤ ソウヨウチュウ

5.53(+0.9) 5.77(+0.1) 5.71(+1.7) 5.70(+1.5) 5.53(+0.9) 5.56(+1.4) 5.77 (+0.1) SB-PB原田　琉輝也(3) 双葉中

8 2742 12
ワカマツ　ヤマト リットウチュウ

5.72(+1.9) 5.55(+0.6) 5.63(+0.5) 5.71(+1.4) 5.47(+0.9) 5.48(+1.2) 5.72 (+1.9) SB-PB若松　大和(3) 栗東中

9 107 16
モトフジ　シュウ ヒヨシチュウ

4.29(+2.4) 5.70(+1.5) x 5.70 (+1.5) SB-PB元藤　秀(3) 日吉中

10 9370 3
ヤマグチ　ユウセイ シンドウチュウ

5.67(+2.3) 5.48(+1.8) x w5.67 (+2.3)  公認:5.48(1.8) 

山口　雄誠(3) 新堂中

11 6435 5
ヤマダ　アツキ カナンチュウ

x 5.39(+1.9) 5.46(+0.9) 5.46 (+0.9) SB-PB山田　敦葵(3) 河南中

12 1166 1
カワカミ　ショウタ ナガハマニシチュウ

x 5.42(+2.5) 5.30(+1.5) w5.42 (+2.5)  公認:5.30(1.5) 

川上　昇大(3) 長浜西中

13 257 6
イケナガ　ヒロキ オウジヤマチュウ

5.31(+2.0) 5.41(+2.0) 5.31(+0.4) 5.41 (+2.0)
池永　大輝(3) 皇子山中

14 2410 4
オクムラ　コウダイ マツバラ

5.16(-0.1) 5.40(+0.3) x 5.40 (+0.3)
奥村　倖大(3) 松原中

15 747 11
ワタナベ　カケヒサ ヒコネヒガシチュウ

x 5.29(+1.3) 5.35(+1.1) 5.35 (+1.1)
渡邉　翔久(3) 彦根東中

16 2601 15
レフトサーリ　ソウマ タナカミチュウ

5.30(+2.5) 5.25(+0.7) 5.17(+2.0) w5.30 (+2.5)  公認:5.25(0.7) 
レフトサーリ　奏真(3) 田上中

17 3407 10
ハヤシ　リツキ ミナクチチュウ

x 5.23(+0.5) 5.30(+0.9) 5.30 (+0.9)
林　律輝(3) 水口中

18 8722 14
ニシモト　マヒロ モリヤマミナミチュウ

5.27(+1.9) x - 5.27 (+1.9)
西本　大宙(2) 守山南中

19 3911 8
ウエシマ　コウシン シガラキチュウ

5.12(+1.6) 5.20(-0.4) 5.07(+0.4) 5.20 (-0.4)
上嶋　煌心(2) 信楽中

20 1229 18
キタムラ　コウ ナガハマキタチュウ

x 4.86(+1.4) 5.16(+1.6) 5.16 (+1.6) SB-PB北村　光(3) 長浜北中

21 10422 7
ミツイ　アラタ オウギチュウ

4.94(+2.5) 4.82(+0.9) x w4.94 (+2.5)  公認:4.82(0.9) 

光井　新汰(3) 仰木中

4133 17
オオモリ　ガイト チョウオウチュウ

DNS大森　凱斗(2) 朝桜中

w:追風参考  DNS:欠場  x:無効試技  r:試技放棄  -:パス  
リスト出力日時: 2021/07/28 11:15:26- 29 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子三段跳 決勝 7/28 11:00 

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
大会記録 13.79 小谷　雅樹 双葉中  

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 ６回目 記録 備考

1 4265 10
コバヤシ　カナト ヒノチュウ

12.85(+0.4) 12.53(+0.9) 12.30(+0.2) 11.16(+0.2) 12.44(+1.0) 12.70(+0.6) 12.85 (+0.4) SB-PB小林　奏斗(3) 日野中

2 6521 12
キタガワ　オサム ソウヨウチュウ

x 12.58(+1.1) 12.31(-0.9) - - x 12.58 (+1.1)
北川　修(3) 双葉中

3 744 9
セリ　タイエイ ヒコネヒガシチュウ

12.47(+0.5) 12.50(+1.7) 12.42(-0.1) x - x 12.50 (+1.7) SB-PB善利　諦英(3) 彦根東中

4 1179 1
ヨシカワ　ダイト ナガハマニシチュウ

12.09(+0.2) - x - x 10.90(-0.8) 12.09 (+0.2)
吉川　大登(3) 長浜西中

5 9118 2
トリイ　ユウキ モリヤマキタチュウ

11.51(+0.5) 11.76(+0.3) 11.67(-0.5) 11.56(+0.9) - 11.54(-1.4) 11.76 (+0.3)
鳥井　悠希(3) 守山北中

6 4127 7
タケダ　レオ チョウオウチュウ

11.20(+0.5) 11.57(+0.7) 11.10(-0.8) 11.35(+0.5) 11.34(+1.0) 11.21(-1.4) 11.57 (+0.7)
竹田　伶王(3) 朝桜中

7 9450 8
セガワ　タイセイ リットウニシチュウ

11.41(+1.3) 11.51(+0.5) 11.40(-0.3) 10.97(+0.9) x 11.37(-1.0) 11.51 (+0.5) SB-PB瀬川　泰成(3) 栗東西中

8 9250 5
ヤマグチ　リョウジ オイカミチュウ

11.47(+2.0) 11.05(+0.3) 11.12(-0.6) 11.46(+1.7) 10.96(+0.9) 11.13(-0.6) 11.47 (+2.0)
山口　稜司(3) 老上中

9 9656 4
オガワ　ミライ セタキタチュウ

11.36(+1.3) 10.46(+0.6) 11.04(-1.0) 11.36 (+1.3) SB-PB小川　瑞礼(3) 瀬田北中

10 268 3
イコマ　アズ オウジヤマチュウ

10.95(+0.3) 11.00(+0.5) 10.65(-0.7) 11.00 (+0.5)
生駒　安奏(3) 皇子山中

11 9803 11
コモリ　ケンジ ヒコネチュウオウチュウ

10.97(-0.6) x x 10.97 (-0.6) SB-PB小森　健慈(3) 彦根中央中

12 842 6
ヤマウチ　ヨウタ ヒコネニシチュウ

10.95(+1.3) x 10.50(-0.4) 10.95 (+1.3)
山内　陽太(3) 彦根西中

リスト出力日時: 2021/07/28 19:54:49- 30 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子砲丸投 [5kg] 決勝 7/28 12:30 

滋賀県中学記録 14.79 中村　涼太 中主 2015 皇子山
全中参加標準記録 13.00 　 　  　
近畿中学記録 16.64 石山　　歩 福崎東・兵庫 2011 鴻ノ池

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 ６投目 記録 備考

1 1536 15
イノウエ　エイコウ ハチマンチュウ

11.30 11.41 10.30 11.04 10.52 11.15 11.41 SB-PB井上　栄幸(3) 八幡中

2 3253 13
マスダ　キヨマサ チュウズチュウ

8.91 10.35 10.01 10.31 10.60 9.61 10.60 SB-PB益田　聖正(3) 中主中

3 3646 12
ヨコヤマ　ルイ ツチヤマチュウ

10.19 10.17 10.17 9.57 10.50 9.19 10.50 SB-PB横山　月依(2) 土山中

4 9120 14
ミナミ　ユウキ モリヤマキタチュウ

9.95 9.95 10.38 9.51 7.55 9.82 10.38南　裕己(3) 守山北中

5 6443 11
シバタ　ハジメ カナンチュウ

10.06 9.99 9.60 9.53 9.55 9.69 10.06 SB-PB柴田　一(3) 河南中

6 302 8
カミカワ　タツロウ ウチデチュウ

9.78 9.57 10.00 7.88 9.42 9.95 10.00 SB-PB上川　達郎(3) 打出中

7 739 6
シモダ　リュウキ ヒコネヒガシチュウ

9.95 9.03 9.67 9.80 9.39 x 9.95 SB-PB下田　龍輝(3) 彦根東中

8 4138 5
マツムラ　ヒサシ チョウオウチュウ

9.68 9.58 9.28 x 9.06 8.67 9.68 SB-PB松村　悠志(2) 朝桜中

9 1173 9
ニシノ　アタル ナガハマニシチュウ

8.21 8.62 9.10 9.10西野　任(3) 長浜西中

10 820 7
ミホタニ　コウスケ ヒコネニシチュウ

8.77 8.99 8.85 8.99三保谷　幸翼(3) 彦根西中

11 6866 2
キタガワ　ヒナタ コホクチュウ

8.50 8.13 8.99 8.99 SB-PB北川　陽大(3) 湖北中

12 4219 10
ノザワ　ソウタ ヒノチュウ

8.34 8.80 x 8.80野澤　颯汰(2) 日野中

13 2847 4
フルタカ　マサヨシ イチリツモリヤマチュウ

x 8.78 8.13 8.78古髙　真睦(2) 市立守山中

14 11203 1
コバヤシ　アキノリ コウフクカンサイチュウ

x 8.33 8.74 8.74 SB-PB小林　晃徳(3) 幸福関西中

15 6326 3
ヤスザワ　ソウタ マイバラチュウ

x 7.35 7.54 7.54安澤　蒼太(3) 米原中

リスト出力日時: 2021/07/28 19:53:44- 31 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子円盤投 [1.5kg] 決勝 7/27 12:30 

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

大会記録 38.57 飛川　龍雅 玉園中  

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 ６投目 記録 備考

1 6433 14
ツチダ　タイガ カナンチュウ

27.89 25.65 26.41 30.93 29.35 32.96 32.96 SB-PB土田　大雅(3) 河南中

2 9368 13
ツダ　カズキ シンドウチュウ

x 30.41 28.04 29.81 31.83 x 31.83 SB-PB津田　和輝(3) 新堂中

3 3042 11
ヨネザキ　ハルト イシベチュウ

x 28.38 26.95 26.21 27.80 29.60 29.60 SB-PB米崎　暖翔(2) 石部中

4 9113 12
オヌマ　レノ モリヤマキタチュウ

28.29 ↓ 26.80 23.65 25.00 x 28.29小沼　怜乃(3) 守山北中

5 10241 6
イマイ　リクト アケトミチュウ

x 24.96 28.24 25.68 x 26.61 28.24 SB-PB今井　陸都(3) 明富中

6 2834 10
カイ　レンヤ イチリツモリヤマチュウ

x 28.08 26.06 24.43 27.66 28.07 28.08 SB-PB甲斐　廉也(3) 市立守山中

7 702 9
ニシカワ　ダイチ ヒコネヒガシチュウ

20.00 21.18 23.10 24.38 23.94 25.25 25.25西川　大地(2) 彦根東中

8 9235 2
シマダ　リョウスケ オイカミチュウ

23.07 20.34 22.85 22.63 23.79 23.25 23.79 SB-PB嶋田　涼佑(3) 老上中

9 9810 5
ムラカミ　ユウスケ ヒコネチュウオウチュウ

21.84 21.36 22.68 22.68村上　夕介(3) 彦根中央中

10 2517 8
タカノ　リョウ セタチュウ

22.53 ↓ 20.61 22.53髙野　凌(2) 瀬田中

11 1180 1
ニシザワ　ショウゴ ナガハマニシチュウ

↓ 20.95 21.53 21.53西川　翔悟(3) 長浜西中

12 124 4
マツモト　カイト ヒヨシチュウ

↓ ↓ 20.17 20.17松本　空飛(2) 日吉中

2605 3
シゲマツ　ハアト タナカミチュウ

↓ x ↓ NM重松　心人(3) 田上中

6863 7
ウエダ　ケイ コホクチュウ

↓ ↓ ↓ NM植田　慶(3) 湖北中

NM:計測無し  x:無効試技  
リスト出力日時: 2021/07/28 11:20:38- 32 -



  P  1  

種目 共通 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/7/27 審判長 文室　康志

競技会名 第74回中学夏季総合体育大会[21253002] 競技場名 皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任 藤田　翔平

主催団体名 滋賀県陸上競技協会・滋賀県中学校体育連盟 陸協名 滋賀陸上競技協会 [25] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 110mH 砲丸投 走高跳 400m 合計得点 順位 備考

1 4134
メカタ　リョウ チョウオウチュウ 16.85 (-1.7) 9.14 1.71 56.41

2169 1
目片　亮(2) 朝桜中 640[640] 434[1074] 552[1626] 543[2169]

2 287
マノ　リツ オウジヤマチュウ 17.01 (-1.7) 9.18 1.74 58.13

2116 2
眞野　吏津(2) 皇子山中 623[623] 437[1060] 577[1637] 479[2116]

10 1175
フルヤ　カンタロウ ナガハマニシチュウ 19.36 (-1.6) 7.99 1.40 1:00.65

1475 3
古谷　貫太郎(3) 長浜西中 401[401] 366[767] 317[1084] 391[1475]

5 9375
イマムラ　ユウマ シンドウチュウ 19.25 (-1.7) 6.90 1.50 1:01.32

1470 4
今村　釉胡磨(2) 新堂中 411[411] 301[712] 389[1101] 369[1470]

8 8221
フルカワ　シュウマ コセイチュウ 20.37 (-1.6) 7.86 1.40 59.99

1410 5
古川　秀馬(2) 湖西中 321[321] 358[679] 317[996] 414[1410]

7 6806
スギヤマ　キョウ コホクチュウ 19.25 (-1.6) 6.21 1.45 1:05.90

1259 6
杉山　慶(2) 湖北中 411[411] 261[672] 352[1024] 235[1259]

6 314
イトウ　リンカンナオユキ ウチデチュウ 19.02 (-1.6) 6.87 NM 1:00.50

1127 7
伊藤　リンカン直侑(3) 打出中 431[431] 300[731] 0[731] 396[1127]

9 846
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ 20.38 (-1.6) 6.45 1.40 1:08.35

1086 8
中谷　将大(2) 彦根西中 320[320] 275[595] 317[912] 174[1086]

3 9906
ムラカミ　ダイチ ハヤマチュウ DQ 9.78 NM 59.04

918 9
村上　大知(3) 葉山中 0[0] 472[472] 0[472] 446[918]

4 3207
タケムラ　アツシ チュウズチュウ DNS DNS DNS DNS

- -
武村　敦史(2) 中主中 -[-] -[-] -[-] -[-]

NM:計測無し  DQ:失格  DNS:欠場  

- 33 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

１年女子100m 予選 7/28 11:50 (5-0+16)
決勝 7/28 13:30 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川

〈〈 予選 〉〉 (5-0+16)
1組 (-1.7 m/s) 2組 (-1.6 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3681
ヤマモト　ナツキ ツチヤマチュウ

q 13.66 1 3726
モリチ　ナナコ コウカ

q 13.70山本　渚月(1) 土山中 森地　奈那子(1) 甲賀中

2 2823
スギハラ　ノア イチリツモリヤマチュウ

q 13.80 SB-PB 2 810
ニシムラ　ソラ ヒコネニシチュウ

q 14.15 SB-PB
杉原　希亜(1) 市立守山中 西村　蒼空(1) 彦根西中

3 3207
ハヤシ　センリ チュウズチュウ

14.38 SB-PB 3 9131
マツモト　カンナ モリヤマキタチュウ

14.28 SB-PB
林　千里(1) 中主中 松本　栞那(1) 守山北中

4 712
タナカ　アミ ヒコネヒガシチュウ

14.39 4 4448
ニシカワ　リコ コウセイキタチュウ

14.35田中　杏実(1) 彦根東中 西川　理子(1) 甲西北中

5 2541
イシダ　ホノカ セタチュウ

14.44 5 7103
アンサイ　アスナ タカツキチュウ

14.41石田　歩花(1) 瀬田中 安済　明日菜(1) 高月中

6 2431
キシモト　トモカ マツバラ

15.26 6 4307
ウエノ　ユウミ ナンゴウチュウ

14.68岸本　朋華(1) 松原中 上野　優実(1) 南郷中

7505
トビカワ　リリ タカホチュウ

DNS 7 7811
スミ　マツリ イマヅ

14.77飛川　莉凜(1) 高穂中 角　祭梨(1) 今津中

3組 (-0.6 m/s) 4組 (-2.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 429
ダイコク　マオ アワヅチュウ

q 13.29 SB-PB 1 8734
ナガヤマ　リウ モリヤマミナミチュウ

q 13.48 SB-PB
大黒　真緒(1) 粟津中 永山　理羽(1) 守山南中

2 10414
ヒシダ　カレン オウギチュウ

q 13.83 SB-PB 2 132
マツイ　サホ ヒヨシチュウ

q 13.77 SB-PB
菱田　楓恋(1) 仰木中 松井　咲歩(1) 日吉中

3 9424
ヨシオ　ユリ リットウニシチュウ

q 14.20 SB-PB 3 341
マキタ　スズカ ウチデチュウ

q 13.82 SB-PB
吉雄　由莉(1) 栗東西中 蒔田　涼風(1) 打出中

4 3496
エンドウ　モエ ミナクチチュウ

14.30 SB-PB 4 1901
イナムラ　ユキナ タマゾノチュウ

q 14.10遠藤　百笑(1) 水口中 稲村　友紀菜(1) 玉園中

5 9502
イガキ　ハル キタオオジチュウ

14.82 SB-PB 5 2220
ホシノ　ユリ シガチュウ

14.44 SB-PB
井垣　陽(1) 北大路中 星野　ゆり(1) 志賀中

6 3553
ムラタ　サトネ シロヤマチュウ

14.93 6 9824
コンドウ　ユノン ヒコネチュウオウチュウ

14.47 SB-PB
村田　智音(1) 城山中 近藤　優音(1) 彦根中央中

7 3044
ワクイ　ユキノ イシベチュウ

15.27 7 10314
オクムラ　ミコ タマガワチュウ

14.49 SB-PB
涌井　柚貴乃(1) 石部中 奥村　美湖(1) 玉川中

8 10216
フジタ　リリコ アケトミチュウ

14.91藤田　りりこ(1) 明富中

5組 (+1.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 8905
ミムラ　マユ ヤスキタチュウ

q 13.24 SB-PB
三村　真由(1) 野洲北中

2 6017
ホッタ　ナナ ダイトウチュウ

q 13.81堀田　奈那(1) 大東中

3 3327
サトウ　ナナセ コウセイチュウ

q 13.99 SB-PB
佐藤　虹星(1) 甲西中

4 11024
ナカニシ　トモコ リツメイカンモリヤマチュウ

q 14.07 SB-PB
中西　倫子(1) 立命館守山中

5 10004
ヤマグチ　オトア マノチュウ

q 14.16 SB-PB
山口　美都空(1) 真野中

6 8632
フクモト　ユメ キョウダイシャチュウ

14.43 SB-PB
福本　友芽(1) 兄弟社中

7 4116
ニシダ　ミユウ チョウオウチュウ

14.57 SB-PB
西田　三侑(1) 朝桜中

q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 19:35:11- 34 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

１年女子100m 予選 7/28 11:50 (5-0+16)
決勝 7/28 13:30 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (0.0 m/s) 2組 (-2.3 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10414
ヒシダ　カレン オウギチュウ

13.74 SB-PB 1 429
ダイコク　マオ アワヅチュウ

13.42 SB-PB
菱田　楓恋(1) 仰木中 大黒　真緒(1) 粟津中

2 341
マキタ　スズカ ウチデチュウ

13.84 SB-PB 2 3681
ヤマモト　ナツキ ツチヤマチュウ

13.73蒔田　涼風(1) 打出中 山本　渚月(1) 土山中

3 810
ニシムラ　ソラ ヒコネニシチュウ

14.05 SB-PB 3 8905
ミムラ　マユ ヤスキタチュウ

13.74西村　蒼空(1) 彦根西中 三村　真由(1) 野洲北中

4 1901
イナムラ　ユキナ タマゾノチュウ

14.19 4 8734
ナガヤマ　リウ モリヤマミナミチュウ

13.76 SB-PB
稲村　友紀菜(1) 玉園中 永山　理羽(1) 守山南中

5 3327
サトウ　ナナセ コウセイチュウ

14.19 5 2823
スギハラ　ノア イチリツモリヤマチュウ

13.89 SB-PB
佐藤　虹星(1) 甲西中 杉原　希亜(1) 市立守山中

6 9424
ヨシオ　ユリ リットウニシチュウ

14.30 6 3726
モリチ　ナナコ コウカ

13.90吉雄　由莉(1) 栗東西中 森地　奈那子(1) 甲賀中

7 11024
ナカニシ　トモコ リツメイカンモリヤマチュウ

14.31 7 132
マツイ　サホ ヒヨシチュウ

13.95 SB-PB
中西　倫子(1) 立命館守山中 松井　咲歩(1) 日吉中

8 10004
ヤマグチ　オトア マノチュウ

14.34 SB-PB 8 6017
ホッタ　ナナ ダイトウチュウ

14.14山口　美都空(1) 真野中 堀田　奈那(1) 大東中

リスト出力日時 2021/07/28 19:36:45- 35 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２年女子100m 予選 7/28 11:05 (5-1+11)
決勝 7/28 13:20 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川

〈〈 予選 〉〉 (5-1+11)
1組 (-0.9 m/s) 2組 (-0.2 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10411
ジンオ　リア オウギチュウ

Q 13.59 1 2201
コタニ　ナナ シガチュウ

Q 13.05甚尾　莉愛(2) 仰木中 小谷　菜々(2) 志賀中

2 3860
ワタナベ　コトネ コウナンチュウ

q 13.66 2 9410
タカテラ　カホ リットウニシチュウ

q 13.81 SB-PB
渡辺　琴音(2) 甲南中 高寺　夏帆(2) 栗東西中

3 10206
エンドウ　カヨコ アケトミチュウ

q 13.83 3 10578
キムラ　マオ アオヤマチュウ

13.95遠藤　佳良子(2) 明富中 木村　真緒(2) 青山中

4 6815
マツモト　チカ コホクチュウ

14.09 SB-PB 4 7121
イマオカ　ミノリ タカツキチュウ

14.02松本　千佳(2) 湖北中 今岡　真愛(2) 高月中

5 939
タムラ　マオ ヒコネミナミチュウ

14.15 5 3201
タナカ　マオ チュウズチュウ

14.08田村　麻央(2) 彦根南中 田中　真桜(2) 中主中

6 8002
オオハシ　ナナミ アドガワチュウ

14.30 6 2017
コイケ　シュリ セイトク

14.31大橋　七海(2) 安曇川中 小池　珠理(2) 聖徳中

7 6555
タヅケ　サラ ソウヨウチュウ

14.32 7 2818
トクナガ　ニイナ イチリツモリヤマチュウ

14.33田附　咲良(2) 双葉中 德永　虹花(2) 市立守山中

8 8720
フクタ　ユナ モリヤマミナミチュウ

14.45 8 4519
ノダ　チアキ リュウオウチュウ

14.44福田　悠菜(2) 守山南中 野田　千晶(2) 竜王中

3組 (-0.4 m/s) 4組 (-1.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 5701
ヤマグチ　カホ タガチュウ

Q 13.42 1 6323
ウジハラ　カエデ マイバラチュウ

Q 13.67山口　華穂(2) 多賀中 氏原　楓(2) 米原中

2 763
ミナミ　ルリ ヒコネヒガシチュウ

q 13.87 2 1243
ホリウチ　ナナ ナガハマキタチュウ

q 13.71南　るり(2) 彦根東中 堀内　捺菜(2) 長浜北中

3 3322
コマツ　カホ コウセイチュウ

q 13.88 3 401
アオニシ　コユキ アワヅチュウ

q 13.77小松　果歩(2) 甲西中 青西　湖雪(2) 粟津中

4 258
ヤスダ　メイ オウジヤマチュウ

q 13.90 4 9123
ナカガワ　サリ モリヤマキタチュウ

q 13.82安田　芽唯(2) 皇子山中 中川　彩来(2) 守山北中

5 2401
イトウ　ミミカ マツバラ

13.99 5 9012
ワタナベ　ハナ カラサキチュウ

13.92伊藤　実々花(2) 松原中 渡邉　花(2) 唐崎中

6 2710
クシダ　ミズホ リットウチュウ

14.29 6 130
イワサカ　マヒナ ヒヨシチュウ

14.09串田　瑞歩(2) 栗東中 岩坂　まひな(2) 日吉中

7 11201
スズキ　アイサ コウフクカンサイチュウ

14.33 7 3110
カワサキ　マユ ヤスチュウ

14.22鈴木　愛咲(2) 幸福関西中 川崎　愛友(2) 野洲中

8 325
カタヤ　ユイナ ウチデチュウ

14.33 8 3546
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ

14.50片矢　結菜(2) 打出中 中川　麗菜(2) 城山中

5組 (-1.2 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9812
ヤマモト　コノミ ヒコネチュウオウチュウ

Q 13.57山本　好(2) 彦根中央中

2 3718
シノハラ　チサメ コウカ

q 13.83篠原　千雨(2) 甲賀中

3 7551
ムラタ　メイ タカホチュウ

q 13.88村田　萌衣(2) 高穂中

4 3489
イタニ　ユナ ミナクチチュウ

13.97 SB-PB
伊谷　唯那(2) 水口中

5 11012
マエヤマ　ミホ リツメイカンモリヤマチュウ

14.10前山　実歩(2) 立命館守山中

6 2515
ウエノ　ヒナタ セタチュウ

14.20上野　陽葵(2) 瀬田中

7 807
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ

14.20黒柳　芽以(2) 彦根西中

8 5651
ナカニシ　ナツミ コウラチュウ

14.45中西　夏海(2) 甲良中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 19:34:42- 36 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２年女子100m 予選 7/28 11:05 (5-1+11)
決勝 7/28 13:20 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (-1.5 m/s) 2組 (+0.7 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9410
タカテラ　カホ リットウニシチュウ

13.74 SB-PB 1 2201
コタニ　ナナ シガチュウ

12.96高寺　夏帆(2) 栗東西中 小谷　菜々(2) 志賀中

2 9123
ナカガワ　サリ モリヤマキタチュウ

13.75 2 5701
ヤマグチ　カホ タガチュウ

13.18中川　彩来(2) 守山北中 山口　華穂(2) 多賀中

3 10206
エンドウ　カヨコ アケトミチュウ

13.76 3 9812
ヤマモト　コノミ ヒコネチュウオウチュウ

13.61遠藤　佳良子(2) 明富中 山本　好(2) 彦根中央中

4 3322
コマツ　カホ コウセイチュウ

13.85 4 6323
ウジハラ　カエデ マイバラチュウ

13.62小松　果歩(2) 甲西中 氏原　楓(2) 米原中

5 7551
ムラタ　メイ タカホチュウ

13.90 5 1243
ホリウチ　ナナ ナガハマキタチュウ

13.63村田　萌衣(2) 高穂中 堀内　捺菜(2) 長浜北中

6 763
ミナミ　ルリ ヒコネヒガシチュウ

13.92 6 3860
ワタナベ　コトネ コウナンチュウ

13.70南　るり(2) 彦根東中 渡辺　琴音(2) 甲南中

7 258
ヤスダ　メイ オウジヤマチュウ

13.92 7 401
アオニシ　コユキ アワヅチュウ

13.79安田　芽唯(2) 皇子山中 青西　湖雪(2) 粟津中

8 3718
シノハラ　チサメ コウカ

13.92 8 10411
ジンオ　リア オウギチュウ

13.88篠原　千雨(2) 甲賀中 甚尾　莉愛(2) 仰木中

リスト出力日時 2021/07/28 19:36:32- 37 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

３年女子100m 予選 7/27 10:25 (6-1+10)
決勝 7/27 13:35 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川

〈〈 予選 〉〉 (6-1+10)
1組 (-2.3 m/s) 2組 (-1.3 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 4701
ヤマカワ　ナツミ エイゲンジチュウ

Q 13.09 1 7532
モリイ　サツキ タカホチュウ

Q 13.00山川　なつみ(3) 永源寺中 森井　彩月(3) 高穂中

2 8208
ウエハラ　ユズハ コセイチュウ

q 13.58 2 1201
ショウブイケ　ユナ ナガハマキタチュウ

q 13.81上原　柚羽(3) 湖西中 菖蒲池　由奈(3) 長浜北中

3 253
マツイ　ユイ オウジヤマチュウ

q 13.82 3 10706
オノデラ　モモコ ケンリツモリヤマチュウ

13.96松井　唯(3) 皇子山中 小野寺　桃子(3) 県立守山中

4 2108
モリモト　ノゾミ カタタチュウ

13.90 4 2812
カタマタ　イヅモ イチリツモリヤマチュウ

13.99森本　希(3) 堅田中 片又　乙萌(3) 市立守山中

5 9401
サカシタ　モエ リットウニシチュウ

14.19 5 2422
ハガ　ユウカ マツバラ

14.14坂下　萌愛(3) 栗東西中 羽賀　友香(3) 松原中

6 7311
キノシタ　ユメコ ニシアザイチュウ

14.19 6 4105
ヤマダ　カノン チョウオウチュウ

14.38木下　夢子(3) 西浅井中 山田　珂音(3) 朝桜中

7 3467
ツジタ　チヒロ ミナクチチュウ

14.20 7 9565
カワサキ　ハグミ キタオオジチュウ

14.39辻田　千洋(3) 水口中 川崎　はぐみ(3) 北大路中

3組 (-0.7 m/s) 4組 (-1.6 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 8712
ムラカミ　コヒメ モリヤマミナミチュウ

Q 13.10 1 2004
タナカ　エミリ セイトク

Q 13.06村上　瑚姫(3) 守山南中 田中　瑛美莉(3) 聖徳中

2 419
タカハシ　リア アワヅチュウ

q 13.45 2 3243
ヤマモト　ウタ チュウズチュウ

q 13.52髙橋　里亜(3) 粟津中 山本　詩(3) 中主中

3 10312
イケダ　モモ タマガワチュウ

q 13.84 3 9257
ツジ　リオナ オイカミチュウ

q 13.71池田　もも(3) 玉川中 辻　莉音菜(3) 老上中

4 10565
コハラ　カスミ アオヤマチュウ

14.02 4 6701
ハセ　ユキナ アザイチュウ

14.09小原　香純(3) 青山中 長谷　優希奈(3) 浅井中

5 2510
テライ　スミカ セタチュウ

14.12 SB-PB 5 805
イソタニ　アコ ヒコネニシチュウ

14.51寺井　澄夏(3) 瀬田中 礒谷　杏子(3) 彦根西中

6 9366
キタデ　アヤノ シンドウチュウ

14.14 6 2336
クボタ　アユミ クサツチュウ

14.54北出　彩乃(3) 新堂中 久保田　歩(3) 草津中

7 2602
イノウエ　イク タナカミチュウ

14.69 7 3857
ヒラオ　ユア コウナンチュウ

14.55井上　育(3) 田上中 平尾　夕愛(3) 甲南中

5組 (-2.0 m/s) 6組 (-0.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 123
トクナガ　シュウカ ヒヨシチュウ

Q 13.38 1 2245
タナベ　ユキノ シガチュウ

Q 13.18 SB-PB
德永　柊花(3) 日吉中 田邉　雪乃(3) 志賀中

2 9829
タケナカ　アメリ ヒコネチュウオウチュウ

13.87 2 4903
ツカモト　モモカ ノトガワチュウ

q 13.43竹中　天璃(3) 彦根中央中 塚本　百香(3) 能登川中

3 1719
サイトウ　モモカ ハチマンニシチュウ

14.12 3 2702
タナカ　ハナ リットウチュウ

q 13.63齋藤　百夏(3) 八幡西中 田中　花奈(3) 栗東中

4 6001
フジイ　リオ ダイトウチュウ

14.31 4 6814
ババ　チョウカ コホクチュウ

q 13.76藤居　梨央(3) 大東中 馬場　兆佳(3) 湖北中

5 702
カゲヤマ　レナ ヒコネヒガシチュウ

14.50 5 8923
キタムラ　アイリ ヤスキタチュウ

13.97影山　玲奈(3) 彦根東中 北村　愛莉(3) 野洲北中

6 316
ミヤオ　アイリ ウチデチュウ

14.62 6 929
シミズ　ハナミ ヒコネミナミチュウ

14.03宮尾　愛里(3) 打出中 清水　葉南(3) 彦根南中

7 8015
カサハラ　ユヅキ アドガワチュウ

14.66笠原　佑月(3) 安曇川中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 10:43:59- 38 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

３年女子100m 予選 7/27 10:25 (6-1+10)
決勝 7/27 13:35 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (-0.9 m/s) 2組 (+2.0 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3243
ヤマモト　ウタ チュウズチュウ

13.32 SB-PB 1 2004
タナカ　エミリ セイトク

12.61 SB-PB
山本　詩(3) 中主中 田中　瑛美莉(3) 聖徳中

2 8208
ウエハラ　ユズハ コセイチュウ

13.32 SB-PB 2 4701
ヤマカワ　ナツミ エイゲンジチュウ

12.73 SB-PB
上原　柚羽(3) 湖西中 山川　なつみ(3) 永源寺中

3 9257
ツジ　リオナ オイカミチュウ

13.42 SB-PB 3 7532
モリイ　サツキ タカホチュウ

12.76 SB-PB
辻　莉音菜(3) 老上中 森井　彩月(3) 高穂中

4 1201
ショウブイケ　ユナ ナガハマキタチュウ

13.49 4 8712
ムラカミ　コヒメ モリヤマミナミチュウ

12.82 SB-PB
菖蒲池　由奈(3) 長浜北中 村上　瑚姫(3) 守山南中

5 253
マツイ　ユイ オウジヤマチュウ

13.64 5 2245
タナベ　ユキノ シガチュウ

12.97 SB-PB
松井　唯(3) 皇子山中 田邉　雪乃(3) 志賀中

6 2702
タナカ　ハナ リットウチュウ

13.65 6 123
トクナガ　シュウカ ヒヨシチュウ

13.03田中　花奈(3) 栗東中 德永　柊花(3) 日吉中

7 10312
イケダ　モモ タマガワチュウ

13.66 7 419
タカハシ　リア アワヅチュウ

13.09 SB-PB
池田　もも(3) 玉川中 髙橋　里亜(3) 粟津中

8 6814
ババ　チョウカ コホクチュウ

13.68 8 4903
ツカモト　モモカ ノトガワチュウ

13.45馬場　兆佳(3) 湖北中 塚本　百香(3) 能登川中

リスト出力日時 2021/07/28 10:45:46- 39 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子200m 予選 7/27  9:50 (4-2+8)
決勝 7/27 13:15 

滋賀県中学記録 24.50 壹岐　あいこ 南郷 2015 厚別
全中参加標準記録 25.80 　 　  　
近畿中学記録 24.47 武本　知絋 都祁・奈良 2009 大分

〈〈 予選 〉〉 (4-2+8)
1組 (-1.9 m/s) 2組 (-2.0 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 4303
ツモト　エイカ ナンゴウチュウ

Q 26.36 1 10584
イマムラ　ルルナ アオヤマチュウ

Q 27.67津本　瑛夏(2) 南郷中 今村　瑠々奈(2) 青山中

2 3707
シミズ　メリア コウカ

Q 27.71 2 9407
ミハラ　リオ リットウニシチュウ

Q 28.06清水　芽李亜(3) 甲賀中 三原　理央(3) 栗東西中

3 121
コンドウ　ミユ ヒヨシチュウ

q 28.77 3 2529
ナカニシ　メグミ セタチュウ

q 28.22 SB-PB
近藤　美優(3) 日吉中 中西　萌望(2) 瀬田中

4 9577
マスモト　ハナ キタオオジチュウ

q 29.09 4 9120
オカヤマ　ユカ モリヤマキタチュウ

q 28.79桝本　蓉央(2) 北大路中 岡山　由果(3) 守山北中

5 10402
フクダ　アイリ オウギチュウ

q 29.12 5 703
マツミヤ　ハアト ヒコネヒガシチュウ

29.30福田　愛莉(2) 仰木中 松宮　心姫(3) 彦根東中

6 1236
ツジ　ハノン ナガハマキタチュウ

29.32 6 1716
シンドウ　リン ハチマンニシチュウ

29.37辻　葉音(2) 長浜北中 進藤　凛(3) 八幡西中

7 9285
マシバ　イチカ オイカミチュウ

29.36 2003
ワカサ　ユウカ セイトク

DNS間柴　一花(2) 老上中 若狭　柚花(3) 聖徳中

3組 (-2.5 m/s) 4組 (-3.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9620
イトウ　サツキ セタキタチュウ

Q 27.23 1 413
イノカワ　ユウカ アワヅチュウ

Q 28.43伊藤　さつき(3) 瀬田北中 井野川　夕花(3) 粟津中

2 10710
サイウチ　ノノ ケンリツモリヤマチュウ

Q 27.82 2 2427
ヤマモト　ココロ マツバラ

Q 28.77齊内　愛音(2) 県立守山中 山本　こころ(3) 松原中

3 8703
ヒロセ　サキ モリヤマミナミチュウ

q 28.74 3 10805
ナカジマ　スミレ ミナクチヒガシチュウ

q 29.06廣瀬　早希(3) 守山南中 中島　純鈴(2) 水口東中

4 927
オオスガ　サヨ ヒコネミナミチュウ

q 29.13 4 4234
ニシムラ　リョウ ヒノチュウ

29.27大菅　咲葉(3) 彦根南中 西村　涼(2) 日野中

5 4514
カツミ　レナ リュウオウチュウ

29.69 5 3539
タニグチ　ユズナ シロヤマチュウ

29.59勝見　澪菜(2) 竜王中 谷口　柚奈(3) 城山中

6 5818
ハシモト　アミ ヒコネチュウ

29.69 6 6706
タナカ　シホ アザイチュウ

30.22橋本　彩美(3) 彦根中 田中　志歩(3) 浅井中

9827
クスモト　リサ ヒコネチュウオウチュウ

DNS 3244
タナカ　ヒサキ チュウズチュウ

DNS楠本　りさ(3) 彦根中央中 田中　百咲(3) 中主中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 10:43:38- 40 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子200m 予選 7/27  9:50 (4-2+8)
決勝 7/27 13:15 

滋賀県中学記録 24.50 壹岐　あいこ 南郷 2015 厚別
全中参加標準記録 25.80 　 　  　
近畿中学記録 24.47 武本　知絋 都祁・奈良 2009 大分

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+1.3 m/s) 2組 (+2.9 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 2529
ナカニシ　メグミ セタチュウ

27.39 SB-PB 1 4303
ツモト　エイカ ナンゴウチュウ

w25.49中西　萌望(2) 瀬田中 津本　瑛夏(2) 南郷中

2 10805
ナカジマ　スミレ ミナクチヒガシチュウ

27.85 SB-PB 2 9620
イトウ　サツキ セタキタチュウ

w26.57中島　純鈴(2) 水口東中 伊藤　さつき(3) 瀬田北中

3 9120
オカヤマ　ユカ モリヤマキタチュウ

28.12 SB-PB 3 10584
イマムラ　ルルナ アオヤマチュウ

w26.89岡山　由果(3) 守山北中 今村　瑠々奈(2) 青山中

4 9577
マスモト　ハナ キタオオジチュウ

28.25 SB-PB 4 3707
シミズ　メリア コウカ

w26.99桝本　蓉央(2) 北大路中 清水　芽李亜(3) 甲賀中

5 8703
ヒロセ　サキ モリヤマミナミチュウ

28.25 5 10710
サイウチ　ノノ ケンリツモリヤマチュウ

w27.07廣瀬　早希(3) 守山南中 齊内　愛音(2) 県立守山中

6 927
オオスガ　サヨ ヒコネミナミチュウ

28.33 SB-PB 6 9407
ミハラ　リオ リットウニシチュウ

w27.19大菅　咲葉(3) 彦根南中 三原　理央(3) 栗東西中

7 10402
フクダ　アイリ オウギチュウ

28.62 SB-PB 7 413
イノカワ　ユウカ アワヅチュウ

w27.40福田　愛莉(2) 仰木中 井野川　夕花(3) 粟津中

121
コンドウ　ミユ ヒヨシチュウ

DNS 2427
ヤマモト　ココロ マツバラ

DNS近藤　美優(3) 日吉中 山本　こころ(3) 松原中

DNS:欠場  w:追風参考  
リスト出力日時 2021/07/28 10:45:28- 41 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

１年女子800m 決勝 7/28 10:30 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
全中参加標準記録 2:16.50 　 　  　
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)
1組 2組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 8735
イシダ　サワ モリヤマミナミチュウ

2:31.94 SB-PB 1 8903
タメイケ　リノ ヤスキタチュウ

2:39.85 SB-PB
石田　紗和(1) 守山南中 溜池　梨乃(1) 野洲北中

2 4314
ミヤザキ　ユリ ナンゴウチュウ

2:35.74 SB-PB 2 6015
オオタニ　サクラ ダイトウチュウ

2:40.25 SB-PB
宮﨑　優梨(1) 南郷中 大谷　さくら(1) 大東中

3 4451
フクモト　マイ コウセイキタチュウ

2:38.01 SB-PB 3 9927
カツマ　スミレ ハヤマチュウ

2:41.42 SB-PB
福本　真生(1) 甲西北中 勝間　純鈴(1) 葉山中

4 430
マツモト　ヒヨリ アワヅチュウ

2:38.69 4 2319
ニシムラ　キョウカ クサツチュウ

2:42.91 SB-PB
松本　日和(1) 粟津中 西村　京花(1) 草津中

5 3865
ヨコフジ　クオン コウナンチュウ

2:40.26 5 10820
ワタナベ　ユアン ミナクチヒガシチュウ

2:48.13横藤　空音(1) 甲南中 渡邊　柚安(1) 水口東中

6 9426
タマガワ　トモカ リットウニシチュウ

2:40.53 6 5832
ヒロタ　エマ ヒコネチュウ

2:49.39玉川　朋茄(1) 栗東西中 廣田　笑舞(1) 彦根中

7 7812
ヤマモト　モモコ イマヅ

2:46.86 7 210
ナカガワ　フキ オウジヤマチュウ

2:51.67山本　萌桃子(1) 今津中 中川　風季(1) 皇子山中

8 9505
ナガサワ　ハヅキ キタオオジチュウ

2:47.90 8 6315
シモドウ　マオ マイバラチュウ

2:54.91長澤　葉月(1) 北大路中 下堂　真緒(1) 米原中

3組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 3550
ヤマナカ　カノ シロヤマチュウ

2:46.30 SB-PB
山中　香乃(1) 城山中

2 2022
クニエダ　ニコナ セイトク

2:47.56 SB-PB
国枝　にこ奈(1) 聖徳中

3 7504
ナカムラ　マキ タカホチュウ

2:47.96 SB-PB
中村　真希(1) 高穂中

4 2436
フルカワ　サト マツバラ

2:50.63古川　桜都(1) 松原中

10003
ミヤザキ　ミト マノチュウ

DQ T4 宮崎　海音(1) 真野中

9607
ワタナベ　カリン セタキタチュウ

DQ T4 渡邉　夏凛(1) 瀬田北中

3401
イチダ　ナギサ ミナクチチュウ

DNS市田　凪沙(1) 水口中

DQ:失格  T4:ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った  DNS:欠場  
リスト出力日時 2021/07/28 19:34:19- 42 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２・３年女子800m 予選 7/27  9:30 (3-2+2)
決勝 7/27 13:00 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
全中参加標準記録 2:16.50 　 　  　
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)
1組 2組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 2815
ニシダ　サコ イチリツモリヤマチュウ

Q 2:31.20 1 2519
コマツ　マユ セタチュウ

Q 2:34.62
西田　咲心(3) 市立守山中 小松　真優(2) 瀬田中

2 6550
ワタナベ　マオ ソウヨウチュウ

Q 2:31.49 2 1718
ミサキ　カノン ハチマンニシチュウ

Q 2:34.71
渡邊　真央(3) 双葉中 三﨑　叶夢(3) 八幡西中

3 1206
キョウタニ　ホノミ ナガハマキタチュウ

q 2:32.18 SB-PB 3 8701
カマダ　マナ モリヤマミナミチュウ

2:34.73京谷　穂実(3) 長浜北中 鎌田　真菜(3) 守山南中

4 10568
クサガベ　ナナ アオヤマチュウ

q 2:32.82 4 3711
カワイ　ユメノ コウカ

2:35.07日下部　菜々(3) 青山中 河合　夢乃(2) 甲賀中

5 9405
トリハラ　サナ リットウニシチュウ

2:36.81 5 3851
ナリタ　ヒメカ コウナンチュウ

2:37.07鳥原　紗菜(3) 栗東西中 成田　姫夏(3) 甲南中

6 3475
タホリ　エマ ミナクチチュウ

2:38.01 6 3321
ツジノ　ハヤカ コウセイチュウ

2:37.16田堀　笑茉(2) 水口中 辻野　早香(3) 甲西中

7 10308
シモデラ　ミサト タマガワチュウ

2:39.12 SB-PB 7 4904
ヤマデ　ヒナ ノトガワチュウ

2:38.98下寺　美慧(3) 玉川中 山出　陽菜(3) 能登川中

8 1111
ノサカ　ナツキ ナガハマニシチュウ

2:39.79 SB-PB 8 6705
サノ　ミユウ アザイチュウ

2:42.05野坂　夏希(3) 長浜西中 佐野　美優(3) 浅井中

3組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 9367
ヤマモト　スミレ シンドウチュウ

Q 2:34.00
山本　朱実令(3) 新堂中

2 9572
ウエダ　スズネ キタオオジチュウ

Q 2:34.05
植田　涼音(2) 北大路中

3 6007
キタダ　サクラ ダイトウチュウ

2:34.20北田　咲来(3) 大東中

4 10809
ヤマザキ　カナウ ミナクチヒガシチュウ

2:35.53 SB-PB
山﨑　叶(2) 水口東中

5 11009
タカノ　アマネ リツメイカンモリヤマチュウ

2:40.32髙野　天音(3) 立命館守山中

6 3242
フジオカ　ミハル チュウズチュウ

2:40.81藤岡　美陽(3) 中主中

7 2604
コバヤシ　アカネ タナカミチュウ

2:41.79小林　あかね(2) 田上中

8 10239
ヤマモト　マユ アケトミチュウ

2:42.62 SB-PB
山本　真由(3) 明富中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 10:43:26- 43 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

２・３年女子800m 予選 7/27  9:30 (3-2+2)
決勝 7/27 13:00 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
全中参加標準記録 2:16.50 　 　  　
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 2815
ニシダ　サコ イチリツモリヤマチュウ

2:21.00 SB-PB
西田　咲心(3) 市立守山中

2 9367
ヤマモト　スミレ シンドウチュウ

2:21.06 SB-PB
山本　朱実令(3) 新堂中

3 2519
コマツ　マユ セタチュウ

2:21.44 SB-PB
小松　真優(2) 瀬田中

4 9572
ウエダ　スズネ キタオオジチュウ

2:22.56 SB-PB
植田　涼音(2) 北大路中

5 6550
ワタナベ　マオ ソウヨウチュウ

2:30.65渡邊　真央(3) 双葉中

6 1718
ミサキ　カノン ハチマンニシチュウ

2:35.14三﨑　叶夢(3) 八幡西中

7 10568
クサガベ　ナナ アオヤマチュウ

2:39.55日下部　菜々(3) 青山中

8 1206
キョウタニ　ホノミ ナガハマキタチュウ

2:40.28京谷　穂実(3) 長浜北中

リスト出力日時 2021/07/28 20:08:27- 44 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子1500m 決勝 7/28 12:30 

滋賀県中学記録 4:28.27 森谷　心美 立命館守山 2021 布引
全中参加標準記録 4:38.00 　 　  　
近畿中学記録 4:19.46 福田　有以 稲美北・兵庫 2010 神戸

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 11006
モリタニ　ミミ リツメイカンモリヤマチュウ

4:31.60 全中-GR
森谷　心美(3) 立命館守山中

2 2503
ヒゴ　イロハ セタチュウ

4:49.22肥後　彩羽(3) 瀬田中

3 3471
ヤマナカ　アヤナ ミナクチチュウ

4:49.22山中　彩愛(3) 水口中

4 3856
マツオカ　ハルカ コウナンチュウ

4:58.18 SB-PB
松岡　陽花(3) 甲南中

5 3705
カタヤ　ヒナ コウカ

4:59.99 SB-PB
片矢　陽菜(2) 甲賀中

6 127
アサイ　ショウコ ヒヨシチュウ

5:03.68浅井　笙子(2) 日吉中

7 10835
コバタ　モユ ミナクチヒガシチュウ

5:03.92 SB-PB
木場田　萌優(3) 水口東中

8 6545
コダマ　アイリ ソウヨウチュウ

5:05.86 SB-PB
児玉　愛莉(3) 双葉中

9 8212
ナカニシ　サナ コセイチュウ

5:10.26 SB-PB
中西　紗菜(3) 湖西中

10 2202
イトウ　カエデ シガチュウ

5:10.68 SB-PB
伊藤　楓(2) 志賀中

11 710
センダ　ケイト ヒコネヒガシチュウ

5:14.25 SB-PB
千田　恵冬(3) 彦根東中

12 4948
クラカズ　ハルカ ノトガワチュウ

5:14.96倉員　暖果(3) 能登川中

13 9264
マキハタ　サホ オイカミチュウ

5:17.95 SB-PB
巻幡　咲帆(3) 老上中

14 8005
イリエ　ハナ アドガワチュウ

5:21.61 SB-PB
入江　花(2) 安曇川中

15 1108
カワバタ　ユア ナガハマニシチュウ

5:21.94 SB-PB
川端　悠愛(3) 長浜西中

16 1721
ヤスダ　モユ ハチマンニシチュウ

5:32.99安田　萌結(3) 八幡西中

17 10632
ムラカミ　レイナ カワセチュウ

5:33.98村上　令奈(2) 河瀬中

18 6005
アカオ　ナルホ ダイトウチュウ

5:35.51赤尾　育歩(3) 大東中

19 9576
ヒウケ　ユズハ キタオオジチュウ

5:37.32日生下　柚羽(2) 北大路中

20 1203
ミズカミ　セイナ ナガハマキタチュウ

5:38.35 SB水上　星那(3) 長浜北中

21 10573
サカモト　アヤネ アオヤマチュウ

5:42.43坂本　朱音(3) 青山中

全中:全中参加標準記録  GR:大会記録  
リスト出力日時 2021/07/28 19:35:40- 45 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子100mH (76.2:13-8-15) 予選 7/28 10:50 (3-2+2)
決勝 7/28 13:10 

滋賀県中学記録 14.24 中村　梨穂 守山北 2006 皇子山
全中参加標準記録 14.80 　   
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん 神河・兵庫 2019 皇子山

〈〈 予選 〉〉 (3-2+2)
1組 (+0.1 m/s) 2組 (-1.4 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考 順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 7536
クスノキ　ナナ タカホチュウ

Q 14.90 SB-PB 1 124
トモダ　ヒトカ ヒヨシチュウ

Q 15.52楠　奈那(3) 高穂中 友田　一花(3) 日吉中

2 6311
ナカムラ　ユリ マイバラチュウ

Q 16.58 SB-PB 2 4357
ハマダ　カリン ナンゴウチュウ

Q 16.70 SB-PB
中村　優里(3) 米原中 濱田　夏凜(3) 南郷中

3 1717
ナカニシ　ユナ ハチマンニシチュウ

17.80 3 415
コニシ　ハルナ アワヅチュウ

18.05中西　結菜(3) 八幡西中 小西　遥菜(3) 粟津中

4 8622
フクイ　ハナ キョウダイシャチュウ

18.78 4 3118
ヌクイ　アユミ ヤスチュウ

18.09福井　花(2) 兄弟社中 温井　歩実(2) 野洲中

9369
トウヤマ　ソナ シンドウチュウ

DQ T9 5 1930
オクノ　リオ タマゾノチュウ

18.68東山　奏和(2) 新堂中 奥野　鈴桜(3) 玉園中

8709
オザワ　マナミ モリヤマミナミチュウ

DQ T7 6 9623
ウエノ　リンカ セタキタチュウ

19.03小澤　愛実(3) 守山南中 上野　凜香(3) 瀬田北中

2002
トミダ　モモナ セイトク

DNS 7 10837
フクヤマ　アイカ ミナクチヒガシチュウ

19.39冨田　桃那(3) 聖徳中 福山　愛佳(3) 水口東中

3組 (+1.0 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 7806
モリ　サクラ イマヅ

Q 15.39 SB-PB
森　咲楽(3) 今津中

2 1533
ダケヤ　ユリ ハチマンチュウ

Q 16.22嵩谷　友里(3) 八幡中

3 2423
ハマグチ　ユイ マツバラ

q 17.11 SB-PB
濵口　結衣(3) 松原中

4 2250
イノグチ　ララ シガチュウ

q 17.28井ノ口　らら(3) 志賀中

5 10567
アサダ　ノイ アオヤマチュウ

17.86 SB-PB
浅田　乃唯(3) 青山中

6 10618
モロ　カナウ カワセチュウ

18.13 SB-PB
茂篭　叶有(3) 河瀬中

Q:順位による通過者    DQ:失格  T9:自分または他のレーンのハードルを倒したり移動させて妨害した  T7:足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った  DNS:欠場  q:プラスによる進出    

リスト出力日時 2021/07/28 19:34:31- 46 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子100mH (76.2:13-8-15) 予選 7/28 10:50 (3-2+2)
決勝 7/28 13:10 

滋賀県中学記録 14.24 中村　梨穂 守山北 2006 皇子山
全中参加標準記録 14.80 　   
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん 神河・兵庫 2019 皇子山

〈〈 決勝 〉〉
1組 (-1.5 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 7536
クスノキ　ナナ タカホチュウ

15.04 SB-PB
楠　奈那(3) 高穂中

2 124
トモダ　ヒトカ ヒヨシチュウ

15.12 SB-PB
友田　一花(3) 日吉中

3 7806
モリ　サクラ イマヅ

15.47 SB-PB
森　咲楽(3) 今津中

4 1533
ダケヤ　ユリ ハチマンチュウ

15.85 SB-PB
嵩谷　友里(3) 八幡中

5 4357
ハマダ　カリン ナンゴウチュウ

16.43 SB-PB
濱田　夏凜(3) 南郷中

6 6311
ナカムラ　ユリ マイバラチュウ

16.81 SB-PB
中村　優里(3) 米原中

7 2250
イノグチ　ララ シガチュウ

16.97 SB-PB
井ノ口　らら(3) 志賀中

8 2423
ハマグチ　ユイ マツバラ

17.10 SB-PB
濵口　結衣(3) 松原中

リスト出力日時 2021/07/28 19:36:19- 47 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年女子4x100mR
予選 7/27 11:30 (3-0+8)
決勝 7/27 14:05 

(低)滋賀県中学記録 50.59 上野・讃岐・柴田・吉野 日吉 2013 布引
大会記録 51.01 上野、讃岐、柴田、吉野 日吉中  

〈〈 予選 〉〉 (3-0+8)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ナンゴウチュウ

q 53.44 5
マツバラ

55.63 SB-PB
南郷中 松原中
[1] コマムラ　ユウナ [2] ヤマナカ　ハルカ [1] イトウ　ミミカ [2] キシモト　トモカ

4301 駒村 優波(2) 4315 山中 はるか(1) 2401 伊藤 実々花(2) 2431 岸本 朋華(1)
[3] ウエノ　ユウミ [4] ツモト　エイカ [3] フルカワ　サト [4] ハヤシ　ミズキ

4307 上野 優実(1) 4303 津本 瑛夏(2) 2436 古川 桜都(1) 2407 林 瑞樹(2)

2
モリヤマミナミチュウ

q 53.93 SB 6
チュウズチュウ

56.51
守山南中 中主中
[1] マウラ　リコ [2] ナガヤマ　リウ [1] タナカ　マオ [2] ハヤシ　センリ

8725 眞浦 理湖(2) 8734 永山 理羽(1) 3201 田中 真桜(2) 3207 林 千里(1)
[3] イシダ　サワ [4] フクタ　ユナ [3] フジモト　ハルア [4] モロト　ジュン

8735 石田 紗和(1) 8720 福田 悠菜(2) 3208 藤本 遥愛(1) 3203 諸頭 純(2)

3
モリヤマキタチュウ

54.91
オウギチュウ

DQ R3 
守山北中 仰木中
[1] ナカガワ　サリ [2] マツモト　カンナ [1] ホッタ　ヒヨ [2] ヒシダ　カレン

9123 中川 彩来(2) 9131 松本 栞那(1) 10412 堀田 陽世(2) 10414 菱田 楓恋(1)
[3] ナリタ　カエデ [4] キタムラ　カノン [3] ヤマモト　ヒカル [4] ハシガキ　ハルカ

9134 成田 楓(1) 9126 北村 華穏(2) 10415 山本 ひかる(1)10403 橋柿 遥(2)

4
シガチュウ

55.51 SB-PB
志賀中
[1] ニガ　カンナ [2] ホシノ　ユリ

2206 仁賀 柑奈(2) 2220 星野 ゆり(1)
[3] ゴトウ　フミカ [4] アンドウ　ヒナタ

2221 後藤 文香(1) 2208 安藤 ひなた(2)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
コウセイチュウ

q 53.75 5
ヒコネチュウオウチュウ

56.83
甲西中 彦根中央中
[1] フクモリ　カヅキ [2] サトウ　ナナセ [1] ホリベ　アスカ [2] コンドウ　ユノン

3324 福森 香月(2) 3327 佐藤 虹星(1) 9837 堀部 明日香(2) 9824 近藤 優音(1)
[3] クリモト　ヒナノ [4] コマツ　カホ [3] ヒロタ　サリイ [4] ミズタニ　セイカ

3326 栗元 陽音(1) 3322 小松 果歩(2) 9819 廣田 紗梨(1) 9838 水谷 静花(2)

2
セタチュウ

q 53.88 6
コウカ

59.07
瀬田中 甲賀中
[1] ナカニシ　メグミ [2] ムラタ　ヒマリ [1] フジハシ　スズカ [2] カワイ　ハナカ

2529 中西 萌望(2) 2539 村田 陽葵(1) 3720 藤橋 涼花(2) 3723 河合 華伽(1)
[3] イシダ　ホノカ [4] コマツ　マユ [3] ヤマサキ　ミク [4] フジタ　アイカ

2541 石田 歩花(1) 2519 小松 真優(2) 3721 山嵜 美来(1) 3724 藤田 愛可(2)

3
ヒヨシチュウ

q 54.20 7
ウチデチュウ

1:02.35
日吉中 打出中
[1] イワサカ　マヒナ [2] マツイ　サホ [1] イトウ　リンカ [2] マキタ　スズカ

130 岩坂 まひな(2) 132 松井 咲歩(1) 331 伊東 鈴華(2) 341 蒔田 涼風(1)
[3] キムラ　アヤカ [4] ヤマダ　リコ [3] フワ　ユナ [4] マツカワ　ハルナ

134 木村 文香(1) 129 山田 莉子(2) 340 不破 結菜(1) 321 松川 暖奈(2)

4
ミナクチチュウ

54.75
水口中
[1] イタニ　ユナ [2] エンドウ　モエ

3489 伊谷 唯那(2) 3496 遠藤 百笑(1)
[3] フジカワ　ココア [4] タニグチ　リノン

3498 藤川 心愛(1) 3478 谷口 凛音(2)

リスト出力日時 2021/07/28 12:02:25

- 48 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年女子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (3-0+8)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
リツメイカンモリヤマチュウ

q 52.93 5
リットウニシチュウ

55.35立命館守山中 栗東西中
[1] マエヤマ　ミホ [2] コモリ　レア [1] ホンダ　ミオ [2] タマガワ　トモカ

11012 前山 実歩(2) 11022 小守 玲愛(1) 9411 本田 美緒(2) 9426 玉川 朋茄(1)
[3] ナカニシ　トモコ [4] シン　サクラ [3] イシモト　マナ [4] ヤマネ　ミズキ

11024 中西 倫子(1) 11013 新 咲来(2) 9423 石本 蒔奈(1) 9412 山根 瑞紀(2)

2
イチリツモリヤマチュウ

q 54.04 SB-PB 6
コウセイキタチュウ

55.62市立守山中 甲西北中
[1] トクナガ　ニイナ [2] スギハラ　ノア [1] サメシマ　ココミ [2] ニシカワ　リコ

2818 德永 虹花(2) 2823 杉原 希亜(1) 4440 鮫島 心海(2) 4448 西川 理子(1)
[3] ハギナカ　リン [4] ミウラ　カグヤ [3] イサイ　シオリ [4] サワダ　ライナ

2824 萩中 凜(1) 2820 三浦 月姫(2) 4450 委細 汐里(1) 4443 澤田 徠七(2)

3
タカホチュウ

q 54.16 7
セイトク

57.71高穂中 聖徳中
[1] マツウラ　マユ [2] トビカワ　リリ [1] ワタナベ　リコ [2] タテイシ　ユキナ

7545 松浦 真優(2) 7505 飛川 莉凜(1) 2009 渡邊 璃子(2) 2019 立石 優樹菜(1)
[3] ナカムラ　マキ [4] ヨシミ　サキ [3] オグラ　ヒカリ [4] イノウエ　ミズキ

7504 中村 真希(1) 7501 吉見 沙樹(2) 2021 小椋 ひかり(1) 2010 井上 瑞葵(2)

4
ヒコネヒガシチュウ

54.43彦根東中
[1] マツモト　レナ [2] タナカ　アミ

760 松本 怜奈(2) 712 田中 杏実(1)
[3] コジマ　リノ [4] ミナミ　ルリ

720 小嶋 莉乃(1) 763 南 るり(2)

q:プラスによる進出    DQ:失格  R3:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった（３走→４走）  
リスト出力日時 2021/07/28 12:02:25

- 49 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年女子4x100mR
予選 7/27 11:30 (3-0+8)
決勝 7/27 14:05 

(低)滋賀県中学記録 50.59 上野・讃岐・柴田・吉野 日吉 2013 布引
大会記録 51.01 上野、讃岐、柴田、吉野 日吉中  

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
リツメイカンモリヤマチュウ

53.00 5
イチリツモリヤマチュウ

54.00 SB-PB
立命館守山中 市立守山中
[1] マエヤマ　ミホ [2] コモリ　レア [1] トクナガ　ニイナ [2] スギハラ　ノア

11012 前山 実歩(2) 11022 小守 玲愛(1) 2818 德永 虹花(2) 2823 杉原 希亜(1)
[3] ナカニシ　トモコ [4] シン　サクラ [3] ハギナカ　リン [4] ミウラ　カグヤ

11024 中西 倫子(1) 11013 新 咲来(2) 2824 萩中 凜(1) 2820 三浦 月姫(2)

2
コウセイチュウ

53.35 SB-PB 6
モリヤマミナミチュウ

54.02 SB
甲西中 守山南中
[1] フクモリ　カヅキ [2] サトウ　ナナセ [1] マウラ　リコ [2] ナガヤマ　リウ

3324 福森 香月(2) 3327 佐藤 虹星(1) 8725 眞浦 理湖(2) 8734 永山 理羽(1)
[3] クリモト　ヒナノ [4] コマツ　カホ [3] イシダ　サワ [4] フクタ　ユナ

3326 栗元 陽音(1) 3322 小松 果歩(2) 8735 石田 紗和(1) 8720 福田 悠菜(2)

3
セタチュウ

53.78 7
ヒヨシチュウ

54.48
瀬田中 日吉中
[1] ナカニシ　メグミ [2] ムラタ　ヒマリ [1] イワサカ　マヒナ [2] マツイ　サホ

2529 中西 萌望(2) 2539 村田 陽葵(1) 130 岩坂 まひな(2) 132 松井 咲歩(1)
[3] イシダ　ホノカ [4] コマツ　マユ [3] キムラ　アヤカ [4] ヤマダ　リコ

2541 石田 歩花(1) 2519 小松 真優(2) 134 木村 文香(1) 129 山田 莉子(2)

4
ナンゴウチュウ

53.94 8
タカホチュウ

55.68
南郷中 高穂中
[1] コマムラ　ユウナ [2] ヤマナカ　ハルカ [1] マツウラ　マユ [2] マツシタ　セナ

4301 駒村 優波(2) 4315 山中 はるか(1) 7545 松浦 真優(2) 7511 松下 惺奈(1)
[3] ウエノ　ユウミ [4] ツモト　エイカ [3] ナカムラ　マキ [4] ヨシミ　サキ

4307 上野 優実(1) 4303 津本 瑛夏(2) 7504 中村 真希(1) 7501 吉見 沙樹(2)

リスト出力日時 2021/07/28 20:08:12

- 50 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子4x100mR
予選 7/28  9:00 (6-0+8)
決勝 7/28 13:55 

滋賀県中学記録 47.69 福林・壹岐・阪田・前田 南郷 2014 丸亀
近畿中学記録 47.04 岡・福井・稲荷・藤木 桐蔭・和歌山 2019 長居
大会記録 48.75 福林、壹岐、柴田、前田 南郷中  

〈〈 予選 〉〉 (6-0+8)

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
タカホチュウ

q 51.32 5
オウジヤマチュウ

53.80
高穂中 皇子山中
[1] ムラタ　メイ [2] クスノキ　ナナ [1] タナカ　ミナミ [2] タカヤマ　ミユ

7551 村田 萌衣(2) 7536 楠 奈那(3) 245 田中 南実(3) 257 高山 未優(2)
[3] ヤマナカ　マコト [4] モリイ　サツキ [3] マツイ　ユイ [4] ヤスダ　メイ

7537 山中 真琴(3) 7532 森井 彩月(3) 253 松井 唯(3) 258 安田 芽唯(2)

2
シガチュウ

q 51.97 6
ヒノチュウ

54.61 SB-PB
志賀中 日野中
[1] イノグチ　ララ [2] コタニ　ナナ [1] エンジョウ　シン [2] ニシムラ　リョウ

2250 井ノ口 らら(3) 2201 小谷 菜々(2) 4231 遠城 心(2) 4234 西村 涼(2)
[3] キノシタ　チサ [4] タナベ　ユキノ [3] モリタ　アイカ [4] マツダ　フユミ

2260 木下 千彩(3) 2245 田邉 雪乃(3) 4255 森田 愛可(3) 4253 松田 冬美(3)

3
ソウヨウチュウ

52.90 7
リツメイカンモリヤマチュウ

55.54
双葉中 立命館守山中
[1] タヅケ　サラ [2] フルノ　イロハ [1] オカヤマ　ユウ [2] タナカ　ミホ

6555 田附 咲良(2) 6552 古野 いろは(2) 11011 岳山 由宇(2) 11007 田中 美帆(3)
[3] キタニ　マオ [4] キタムラ　ユウ [3] マツウラ　イマリ [4] イヌイ　リオ

6543 木谷 茉央(3) 6544 北村 優羽(3) 11008 松浦 衣茉莉(3)11020 乾 莉央(1)

4
イチリツモリヤマチュウ

53.64 SB-PB 8
モリヤマキタチュウ

55.75
市立守山中 守山北中
[1] ウメカゲ　マコト [2] カタマタ　イヅモ [1] オカヤマ　ユカ [2] キタノ　ハルカ

2817 梅景 愛琴(2) 2812 片又 乙萌(3) 9120 岡山 由果(3) 9125 北野 陽空(2)
[3] サエキ　ネネ [4] ニシダ　サコ [3] ヤマザキ　ミク [4] マツヒサ　モモコ

2813 佐伯 寧音(3) 2815 西田 咲心(3) 9124 山﨑 美空(2) 9122 松久 桃子(3)

2組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
セイトク

q 52.43 5
ヤスチュウ

54.86
聖徳中 野洲中
[1] コイケ　シュリ [2] ワカサ　ユウカ [1] カワサキ　マユ [2] ヌクイ　アユミ

2017 小池 珠理(2) 2003 若狭 柚花(3) 3110 川崎 愛友(2) 3118 温井 歩実(2)
[3] ヨシムラ　サクラ [4] タナカ　エミリ [3] オオイ　アカネ [4] ヤノ　アンズ

2016 吉村 桜(2) 2004 田中 瑛美莉(3) 3112 大井 明音(2) 3115 矢野 あんず(2)

2
オイカミチュウ

52.76 6
ウチデチュウ

54.92
老上中 打出中
[1] ツジ　リオナ [2] フクモト　リノン [1] カタヤ　ユイナ [2] サナダ　カナ

9257 辻 莉音菜(3) 9261 福本 莉音(3) 325 片矢 結菜(2) 323 真田 佳奈(2)
[3] イトウ　ミキ [4] アイバ　ユウナ [3] イトウ　ヒマリ [4] ミヤオ　アイリ

9252 伊藤 美希(3) 9250 饗庭 佑菜(3) 327 伊藤 妃莉(2) 316 宮尾 愛里(3)

3
カラサキチュウ

53.84 7
ナンゴウチュウ

57.98
唐崎中 南郷中
[1] イケバタ　ユウカ [2] ヤマダ　カリノ [1] エンドウ　アヤネ [2] ハンダ　コムギ

9008 池端 優香(3) 9015 山田 カリノ(2) 4309 遠藤 愛音(1) 4304 半田 こむぎ(2)
[3] コトウゲ　ミサキ [4] ワタナベ　ハナ [3] マツダ　アオイ [4] シミズ　ユノ

9013 小峠 美彩紀(2) 9012 渡邉 花(2) 4313 松田 葵(1) 4355 清水 由埜(3)

4
オウギチュウ

54.81
仰木中
[1] ヤギ　アユリ [2] フクダ　アイリ

10409 八木 歩浬(3) 10402 福田 愛莉(2)
[3] クロノ　サクラコ [4] ジンオ　リア

10408 黒野 桜子(3) 10411 甚尾 莉愛(2)

リスト出力日時 2021/07/28 19:33:14
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (6-0+8)

3組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
コウカ

q 52.45 5
キタオオジチュウ

53.84 SB-PB甲賀中 北大路中
[1] マツムラ　ユナ [2] シミズ　メリア [1] カワサキ　ハグミ [2] イマダ　ミズキ

3703 松村 優那(3) 3707 清水 芽李亜(3) 9565 川崎 はぐみ(3) 9571 今田 瑞希(3)
[3] シノハラ　チサメ [4] モリチ　ナナコ [3] マスモト　ハナ [4] ウメハラ　ミウ

3718 篠原 千雨(2) 3726 森地 奈那子(1) 9577 桝本 蓉央(2) 9566 梅原 美憂(3)

2
アオヤマチュウ

q 52.52 6
ヒコネニシチュウ

55.36青山中 彦根西中
[1] アゴウ　コハク [2] ハラ　アオイ [1] アマモリ　ユマ [2] フサノ　ナナミ

10570 吾郷 湖珀(3) 10572 原 碧唯(3) 814 雨森 悠真(3) 813 房野 ななみ(3)
[3] コハラ　カスミ [4] イマムラ　ルルナ [3] ニシムラ　ソラ [4] イソタニ　アコ

10565 小原 香純(3) 10584 今村 瑠々奈(2) 810 西村 蒼空(1) 805 礒谷 杏子(3)

3
ヒコネチュウオウチュウ

53.56 7
アザイチュウ

55.37彦根中央中 浅井中
[1] イケダ　ナツキ [2] ヤマモト　コノミ [1] タカヤマ　ミオ [2] ハセ　ユキナ

9831 池田 梨月(3) 9812 山本 好(2) 6703 髙山 美緒(3) 6701 長谷 優希奈(3)
[3] ムラタ　レア [4] タケナカ　アメリ [3] タナカ　シホ [4] ホンダ　ミユキ

9833 村田 玲杏(3) 9829 竹中 天璃(3) 6706 田中 志歩(3) 6707 本田 みゆき(3)

4
ヒコネミナミチュウ

53.58 8
セタチュウ

56.21彦根南中 瀬田中
[1] フクナガ　コトネ [2] オオスガ　サヨ [1] オカ　サクラ [2] ホリウチ　リサ

933 福永 琴音(3) 927 大菅 咲葉(3) 2513 岡 さくら(3) 2512 堀内 莉咲(3)
[3] シミズ　ハナミ [4] タムラ　マオ [3] テライ　スミカ [4] マツモト　ノゾミ

929 清水 葉南(3) 939 田村 麻央(2) 2510 寺井 澄夏(3) 2507 松本 望美(3)

4組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
アワヅチュウ

q 51.00 SB-PB 5
マイバラチュウ

54.89粟津中 米原中
[1] アサイ　アヤノ [2] タカハシ　リア [1] ワキサカ　メイ [2] ナカムラ　ユリ

410 浅井 彩乃(3) 419 髙橋 里亜(3) 6321 脇坂 芽依(2) 6311 中村 優里(3)
[3] イノカワ　ユウカ [4] ダイコク　マオ [3] ウジハラ　カエデ [4] カン　リンナ

413 井野川 夕花(3) 429 大黒 真緒(1) 6323 氏原 楓(2) 6312 韓 琳奈(3)

2
ナガハマキタチュウ

52.89 6
ツチヤマチュウ

55.09長浜北中 土山中
[1] ハヤシダ　サユリ [2] ショウブイケ　ユナ [1] マエダ　チハル [2] ツジ　ツムギ

1210 林田 小百合(3) 1201 菖蒲池 由奈(3) 3671 前田 ちはる(3) 3680 辻 紬生(2)
[3] ツジ　ハノン [4] ホリウチ　ナナ [3] シモムラ　ナナカ [4] ヤマモト　ナツキ

1236 辻 葉音(2) 1243 堀内 捺菜(2) 3679 下村 奈々華(2) 3681 山本 渚月(1)

3
アケトミチュウ

53.96 SB-PB 7
シロヤマチュウ

55.92明富中 城山中
[1] ニシムラ　モモカ [2] オオイ　モア [1] ヤマグチ　ヒヨリ [2] タニグチ　ユズナ

10227 西村 百夏(3) 10213 大井 萌愛(2) 3541 山口 ひより(3) 3539 谷口 柚奈(3)
[3] ヤマグチ　ミリア [4] エンドウ　カヨコ [3] ナカガワ　レナ [4] ムラタ　サトネ

10228 山口 深俐亜(3)10206 遠藤 佳良子(2) 3546 中川 麗菜(2) 3553 村田 智音(1)

4
チュウズチュウ

54.38 8
コウセイチュウ

57.64中主中 甲西中
[1] タナカ　ミク [2] ヤマモト　ウタ [1] ツジノ　ハヤカ [2] ヤマダ　イトハ

3241 田中 美空(3) 3243 山本 詩(3) 3321 辻野 早香(3) 3328 山田 愛葉(1)
[3] オクムラ　ユウリ [4] タナカ　ヒサキ [3] ヨゴ　ミナミ [4] ヤマモト　シオリ

3240 奥村 友莉(3) 3244 田中 百咲(3) 3329 余語 みな子(1) 3325 山本 汐莉(2)

リスト出力日時 2021/07/28 19:33:14
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (6-0+8)

5組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
モリヤマミナミチュウ

q 52.02 5
コウナンチュウ

53.99守山南中 甲南中
[1] カマダ　マナ [2] ムラカミ　コヒメ [1] シモミナミ　ユナ [2] ワタナベ　コトネ

8701 鎌田 真菜(3) 8712 村上 瑚姫(3) 3858 下南 結菜(2) 3860 渡辺 琴音(2)
[3] マツウラ　マサエ [4] ヒロセ　サキ [3] スギモト　リリ [4] ヒラオ　ユア

8702 松浦 正恵(3) 8703 廣瀬 早希(3) 3850 杉本 凜々(3) 3857 平尾 夕愛(3)

2
リットウニシチュウ

52.93 6
セタキタチュウ

54.26 SB-PB栗東西中 瀬田北中
[1] サカシタ　モエ [2] タカテラ　カホ [1] オオハシ　ユナ [2] ウエノ　リンカ

9401 坂下 萌愛(3) 9410 高寺 夏帆(2) 9622 大橋 由菜(3) 9623 上野 凜香(3)
[3] サクタ　ユナ [4] ミハラ　リオ [3] スズキ　アンリ [4] イトウ　サツキ

9402 作田 優奈(3) 9407 三原 理央(3) 9621 鈴木 杏里(3) 9620 伊藤 さつき(3)

3
ミナクチチュウ

53.97 7
ダイトウチュウ

55.27水口中 大東中
[1] カワイ　ナナ [2] ナカガワ　アンナ [1] トチハラ　ノノカ [2] ヨシイ　リンナ

3466 河合 奈々(3) 3468 中川 晏奈(3) 6004 栩原 希々佳(3) 6013 吉井 倫奈(1)
[3] ツジタ　チヒロ [4] コヤマ　カリン [3] ホッタ　ナナ [4] フジイ　リオ

3467 辻田 千洋(3) 3470 小山 花凛(3) 6017 堀田 奈那(1) 6001 藤居 梨央(3)

4
ノトガワチュウ

53.97 8
ハチマンニシチュウ

1:02.02能登川中 八幡西中
[1] コザキ　ルア [2] ツカモト　モモカ [1] ナカニシ　ユナ [2] シンドウ　リン

4949 小崎 瑠愛(3) 4903 塚本 百香(3) 1717 中西 結菜(3) 1716 進藤 凛(3)
[3] ヨシジマ　ノリカ [4] キヨモト　スミカ [3] ミサキ　カノン [4] サイトウ　モモカ

4945 吉島 紀佳(3) 4947 清本 純花(3) 1718 三﨑 叶夢(3) 1719 齋藤 百夏(3)

6組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

q 50.97 5
ケンリツモリヤマチュウ

53.75日吉中 県立守山中
[1] ミナグチ　ナミ [2] トクナガ　シュウカ [1] タカクス　イチカ [2] モロキ　ヒナタ

120 水口 奈美(3) 123 德永 柊花(3) 10713 高楠 いちか(1)10712 諸木 陽菜紗(2)
[3] トモダ　ヒトカ [4] コンドウ　ミユ [3] オノデラ　モモコ [4] サイウチ　ノノ

124 友田 一花(3) 121 近藤 美優(3) 10706 小野寺 桃子(3)10710 齊内 愛音(2)

2
マツバラ

52.72 6
ヤスキタチュウ

54.14 SB-PB松原中 野洲北中
[1] ハガ　ユウカ [2] ハマグチ　ユイ [1] マツダ　コト [2] キタムラ　アイリ

2422 羽賀 友香(3) 2423 濵口 結衣(3) 8925 松田 紅音(3) 8923 北村 愛莉(3)
[3] サトウ　スミレ [4] ヤマモト　ココロ [3] ミゾ　メイ [4] ミムラ　マユ

2419 佐藤 すみれ(3) 2427 山本 こころ(3) 8934 溝 萌生(2) 8905 三村 真由(1)

3
コセイチュウ

53.12 SB-PB 7
タマガワチュウ

54.92湖西中 玉川中
[1] カイトウ　アンナ [2] ウエハラ　ユズハ [1] フルタニ　チヒロ [2] タカギ　ナナミ

8210 海東 杏奈(3) 8208 上原 柚羽(3) 10311 古谷 千紘(3) 10309 高木 七海(3)
[3] コウヅキ　カンナ [4] ライオンズ　ラターニャスミレ [3] イケダ　モモ [4] オオイシ　ミリア

8211 神月 栞奈(3) 8216 ライオンズ ラターニャ菫(3) 10312 池田 もも(3) 10310 大石 実梨亜(3)

4
ヒコネヒガシチュウ

53.72 8
コホクチュウ

56.09彦根東中 湖北中
[1] ヤマナ　カヅキ [2] ナカニシ　トア [1] ワキザカ　レナ [2] サカグチ　ユイ

770 山名 夏月(2) 701 中西 翔愛(3) 6816 脇坂 怜奈(2) 6822 坂口 結衣(2)
[3] マツミヤ　ハアト [4] カゲヤマ　レナ [3] マツモト　チカ [4] ババ　チョウカ

703 松宮 心姫(3) 702 影山 玲奈(3) 6815 松本 千佳(2) 6814 馬場 兆佳(3)

q:プラスによる進出    
リスト出力日時 2021/07/28 19:33:14
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子4x100mR
予選 7/28  9:00 (6-0+8)
決勝 7/28 13:55 

滋賀県中学記録 47.69 福林・壹岐・阪田・前田 南郷 2014 丸亀
近畿中学記録 47.04 岡・福井・稲荷・藤木 桐蔭・和歌山 2019 長居
大会記録 48.75 福林、壹岐、柴田、前田 南郷中  

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
ヒヨシチュウ

50.59 5
シガチュウ

51.22
日吉中 志賀中
[1] ミナグチ　ナミ [2] トクナガ　シュウカ [1] イノグチ　ララ [2] コタニ　ナナ

120 水口 奈美(3) 123 德永 柊花(3) 2250 井ノ口 らら(3) 2201 小谷 菜々(2)
[3] トモダ　ヒトカ [4] コンドウ　ミユ [3] キノシタ　チサ [4] タナベ　ユキノ

124 友田 一花(3) 121 近藤 美優(3) 2260 木下 千彩(3) 2245 田邉 雪乃(3)

2
タカホチュウ

50.64 6
モリヤマミナミチュウ

51.56
高穂中 守山南中
[1] ムラタ　メイ [2] クスノキ　ナナ [1] カマダ　マナ [2] ムラカミ　コヒメ

7551 村田 萌衣(2) 7536 楠 奈那(3) 8701 鎌田 真菜(3) 8712 村上 瑚姫(3)
[3] ヤマナカ　マコト [4] モリイ　サツキ [3] マツウラ　マサエ [4] ヒロセ　サキ

7537 山中 真琴(3) 7532 森井 彩月(3) 8702 松浦 正恵(3) 8703 廣瀬 早希(3)

3
アワヅチュウ

50.65 SB-PB 7
アオヤマチュウ

52.37
粟津中 青山中
[1] アサイ　アヤノ [2] タカハシ　リア [1] アゴウ　コハク [2] ハラ　アオイ

410 浅井 彩乃(3) 419 髙橋 里亜(3) 10570 吾郷 湖珀(3) 10572 原 碧唯(3)
[3] イノカワ　ユウカ [4] ダイコク　マオ [3] コハラ　カスミ [4] イマムラ　ルルナ

413 井野川 夕花(3) 429 大黒 真緒(1) 10565 小原 香純(3) 10584 今村 瑠々奈(2)

4
セイトク

51.22 8
コウカ

52.47
聖徳中 甲賀中
[1] コイケ　シュリ [2] ワカサ　ユウカ [1] マツムラ　ユナ [2] シミズ　メリア

2017 小池 珠理(2) 2003 若狭 柚花(3) 3703 松村 優那(3) 3707 清水 芽李亜(3)
[3] トミダ　モモナ [4] タナカ　エミリ [3] シノハラ　チサメ [4] モリチ　ナナコ

2002 冨田 桃那(3) 2004 田中 瑛美莉(3) 3718 篠原 千雨(2) 3726 森地 奈那子(1)

リスト出力日時 2021/07/28 19:37:23
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子走高跳 決勝 7/28  9:30 

滋賀県中学記録 1.70 前田　恵子 双葉 1988 万博記念
全中参加標準記録 1.60 　 　  　
近畿中学記録 1.77 津田　シェリアイ 今市・大阪 2011 長居第二

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. Ord. 競技者名 所属
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.48

記録 備考
1.51 1.54 1.57 1.60 1.63

1 4106 5
フジタ　キエ チョウオウチュウ - - - - o o 1.60  =全中-SB-PB
藤田　季恵(3) 朝桜中 xo xo xo xo xxx

2 4906 10
ムラバヤシ　アンナ ノトガワチュウ - - - xo xo xxo 1.48 SB-PB村林　杏奈(3) 能登川中 xxx

3 3679 9
シモムラ　ナナカ ツチヤマチュウ - - o xxo xxx 1.40下村　奈々華(2) 土山中

4 8702 4
マツウラ　マサエ モリヤマミナミチュウ o xo xxo xxo xxx 1.40 SB-PB松浦　正恵(3) 守山南中

5 7537 11
ヤマナカ　マコト タカホチュウ - - o xxx 1.35山中　真琴(3) 高穂中

5 10030 12
ヤギ　マナツ マノチュウ o o o xxx 1.35八木　愛摘(3) 真野中

5 4501 17
イノウエ　メル リュウオウチュウ o o o xxx 1.35 SB-PB井上　愛月(3) 竜王中

8 10213 3
オオイ　モア アケトミチュウ o xxo o xxx 1.35大井　萌愛(2) 明富中

9 1207 1
ナカジマ　ネネ ナガハマキタチュウ o o xo xxx 1.35 SB-PB中島　寧音(3) 長浜北中

10 10617 15
オグラ　カナ カワセチュウ o o xxo xxx 1.35巨椋　佳那(3) 河瀬中

11 2420 13
ナカツル　カレン マツバラ o xxo xxo xxx 1.35 SB中津留　佳怜(3) 松原中

12 10569 6
アオヤマ　シオン アオヤマチュウ o o xxx 1.30青山　詩音(2) 青山中

13 7101 8
ミヤガワ　リコ タカツキチュウ xo o xxx 1.30宮川　莉瑚(3) 高月中

13 2009 14
ワタナベ　リコ セイトク xo o xxx 1.30渡邊　璃子(2) 聖徳中

15 2249 7
マツオ　アリサ シガチュウ o xo xxx 1.30松尾　有紗(3) 志賀中

15 405 16
ハルキ　マユ アワヅチュウ o xo xxx 1.30春木　麻佑(2) 粟津中

15 701 18
ナカニシ　トア ヒコネヒガシチュウ o xo xxx 1.30中西　翔愛(3) 彦根東中

18 3245 2
フルタ　マナノ チュウズチュウ o xxx 1.25古田　愛乃(3) 中主中

 =全中:全中参加標準タイ記録  o:有効試技  -:パス  x:無効試技  
リスト出力日時: 2021/07/28 19:41:19
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第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子走幅跳 決勝 7/27  9:30 

滋賀県中学記録 5.84 加藤　伊織 能登川 2011 鴻ノ池
全中参加標準記録 5.45 　 　  　
近畿中学記録 6.12 高良　彩花 西宮浜・兵庫 2015 加古川

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 ６回目 記録 備考

1 10227 13
ニシムラ　モモカ アケトミチュウ

5.36(+2.3) 5.25(+0.6) x 5.20(+0.2) 5.07(-1.8) 5.16(+0.6) w5.36 (+2.3)  公認:5.25(0.6) 

西村　百夏(3) 明富中

2 3680 6
ツジ　ツムギ ツチヤマチュウ

x 4.66(+1.1) 4.75(+0.9) 5.00(+1.8) 4.94(+1.4) 4.94(-0.4) 5.00 (+1.8) SB-PB辻　紬生(2) 土山中

3 10566 10
タキ　ハルナ アオヤマチュウ

4.89(+2.9) 4.76(+1.5) 4.58(+1.0) x 4.68(+0.8) 4.68(+1.2) w4.89 (+2.9)  公認:4.76(1.5) SB-PB 

多喜　暖菜(3) 青山中

4 9402 11
サクタ　ユナ リットウニシチュウ

4.79(+1.9) 4.70(+2.4) 4.54(+2.3) 4.61(+1.7) 4.59(+0.9) 4.44(+1.2) 4.79 (+1.9)
作田　優奈(3) 栗東西中

5 2813 14
サエキ　ネネ イチリツモリヤマチュウ

x x 4.73(+1.3) 4.57(+2.0) x 4.37(+1.5) 4.73 (+1.3) SB-PB佐伯　寧音(3) 市立守山中

6 1112 15
ヤマザキ　ユキナ ナガハマニシチュウ

4.63(+2.2) 4.53(+2.8) 4.64(+2.1) 4.57(+1.9) 4.72(+1.3) 4.35(-1.8) 4.72 (+1.3) SB-PB山﨑　雪那(3) 長浜西中

7 120 4
ミナグチ　ナミ ヒヨシチュウ

4.51(+1.8) x 4.65(+1.9) 4.52(+1.7) 4.62(+0.5) x 4.65 (+1.9) SB-PB水口　奈美(3) 日吉中

8 6552 2
フルノ　イロハ ソウヨウチュウ

4.37(+1.5) 4.64(0.0) 4.24(+1.5) 4.40(+2.6) 4.46(+1.6) 4.36(-1.5) 4.64 ( 0.0)
古野　いろは(2) 双葉中

9 769 8
ムラチ　ユキ ヒコネヒガシチュウ

4.40(+3.2) 4.52(+2.2) 4.40(+2.7) w4.52 (+2.2)
村地　由紀(2) 彦根東中

10 1202 7
キタガワ　リョウ ナガハマキタチュウ

x x 4.51(+0.1) 4.51 (+0.1) SB-PB北川　遼(3) 長浜北中

11 4301 12
コマムラ　ユウナ ナンゴウチュウ

4.36(+2.3) 3.98(+0.7) 4.23(+1.8) w4.36 (+2.3)  公認:4.23(1.8) 

駒村　優波(2) 南郷中

12 4101 1
マスハラ　ミユ チョウオウチュウ

4.35(+1.3) 4.17(+1.7) 4.32(+3.4) 4.35 (+1.3)
増原　海憂(3) 朝桜中

13 4518 16
ネコタ　サエ リュウオウチュウ

4.07(+2.5) 4.20(+2.3) 4.34(+3.3) w4.34 (+3.3)
猫田　紗瑛(2) 竜王中

14 6707 17
ホンダ　ミユキ アザイチュウ

3.44(+1.3) 4.14(+3.8) 4.30(+2.6) w4.30 (+2.6)  公認:3.44(1.3) 

本田　みゆき(3) 浅井中

15 2016 3
ヨシムラ　サクラ セイトク

4.30(+1.1) 4.03(+0.7) 4.13(+2.0) 4.30 (+1.1)
吉村　桜(2) 聖徳中

16 11011 5
オカヤマ　ユウ リツメイカンモリヤマチュウ

x 4.30(+1.4) x 4.30 (+1.4)
岳山　由宇(2) 立命館守山中

17 5817 9
カワサキ　ハルナ ヒコネチュウ

3.55(+2.0) 3.57(+2.7) 3.86(+2.2) w3.86 (+2.2)  公認:3.55(2.0) 

川﨑　春菜(3) 彦根中

w:追風参考  x:無効試技  
リスト出力日時: 2021/07/28 11:15:06- 56 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子砲丸投 [2.72kg] 決勝 7/28 10:30 

滋賀県中学記録 13.70 中川　さよ 県立守山 2005 彦根
全中参加標準記録 12.50 　 　  　
近畿中学記録 16.67 尾山　和華 志方・兵庫 2014 太子

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 ６投目 記録 備考

1 6557 11
タニムラ　ユイ ソウヨウチュウ

10.90 10.97 10.74 10.33 10.42 10.70 10.97谷村　結彩(2) 双葉中

2 4253 8
マツダ　フユミ ヒノチュウ

10.31 9.73 9.11 10.07 10.92 10.84 10.92 SB-PB松田　冬美(3) 日野中

3 4111 9
ソウザ　ビアンカ チョウオウチュウ

10.70 10.17 9.11 9.72 10.42 10.80 10.80 SB-PBソウザ　ビアンカ(2) 朝桜中

4 704 10
ヤマグチ　マオ ヒコネヒガシチュウ

9.41 x 8.74 9.49 10.01 x 10.01山口　真央(3) 彦根東中

5 7501 7
ヨシミ　サキ タカホチュウ

9.73 9.66 8.85 8.66 8.50 9.33 9.73 SB-PB吉見　沙樹(2) 高穂中

6 4950 5
ビゼン　ユミ ノトガワチュウ

8.70 8.97 9.13 9.14 9.23 6.50 9.23 SB-PB備前　結心(3) 能登川中

7 2820 6
ミウラ　カグヤ イチリツモリヤマチュウ

8.26 9.03 8.88 8.90 8.81 8.74 9.03三浦　月姫(2) 市立守山中

8 3116 3
カイブチ　クルミ ヤスチュウ

8.98 7.99 7.69 7.93 8.23 7.41 8.98 SB-PB貝淵　胡桃(2) 野洲中

9 10225 2
コイズミ　ヒユナ アケトミチュウ

8.59 8.86 8.19 8.86 SB-PB小泉　妃優乃(3) 明富中

10 7805 4
カワハラダ　ミサキ イマヅ

8.38 8.29 7.15 8.38河原田　美咲(3) 今津中

11 6039 1
ナカオ　ノア ダイトウチュウ

7.66 7.61 7.40 7.66中尾　望愛(3) 大東中

リスト出力日時: 2021/07/28 19:53:58- 57 -



第74回中学夏季総合体育大会[21253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子円盤投 [1.0kg] 決勝 7/27  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

大会記録 34.75 小島　萌実 安曇川中  

〈〈 決勝 〉〉

1組
順位 No. Ord. 競技者名 所属 1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 ６投目 記録 備考

1 6543 12
キタニ　マオ ソウヨウチュウ

23.59 25.84 27.08 22.34 25.45 25.13 27.08 SB-PB木谷　茉央(3) 双葉中

2 3035 10
タカハシ　カナ イシベチュウ

22.73 19.96 21.66 x 24.84 x 24.84 SB-PB髙橋　佳愛(3) 石部中

3 4503 11
ニシムラ　ルナ リュウオウチュウ

23.09 x x 23.05 16.05 x 23.09西村　瑠奈(3) 竜王中

4 4902 9
オオザワ　マホ ノトガワチュウ

22.98 21.19 20.57 22.47 21.52 22.69 22.98 SB-PB大澤　真帆(3) 能登川中

5 3703 6
マツムラ　ユナ コウカ

20.69 18.54 21.89 19.52 20.92 20.61 21.89 SB-PB松村　優那(3) 甲賀中

6 708 8
ミズタニ　マコト ヒコネヒガシチュウ

20.69 21.31 21.49 20.66 21.75 21.28 21.75 SB-PB水谷　真琴(3) 彦根東中

7 9835 5
ノナカ　アミ ヒコネチュウオウチュウ

19.47 18.99 19.98 19.98 21.37 19.81 21.37 SB-PB野中　亜海(3) 彦根中央中

8 10222 4
ヤマダ　ヒナタ アケトミチュウ

20.45 19.61 19.12 18.72 18.03 18.42 20.45 SB-PB山田　妃陽(3) 明富中

9 3673 7
ヤマモト　ユマ ツチヤマチュウ

16.86 19.65 x 19.65山本　結間(3) 土山中

10 403 2
オオニシ　ユリノ アワヅチュウ

16.18 18.62 x 18.62大西　優莉乃(2) 粟津中

11 2001 3
タカイシ　モモカ セイトク

x 17.96 18.26 18.26髙石　杏花(3) 聖徳中

321 1
マツカワ　ハルナ ウチデチュウ

x x ↓ NM松川　暖奈(2) 打出中

NM:計測無し  x:無効試技  
リスト出力日時: 2021/07/28 11:20:28- 58 -



  P  1  

種目 共通 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 21/7/27 審判長 文室　康志

競技会名 第74回中学夏季総合体育大会[21253002] 競技場名 皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任 藤田　翔平

主催団体名 滋賀県陸上競技協会・滋賀県中学校体育連盟 陸協名 滋賀陸上競技協会 [25] 記録担当審判員

Ord. Bibs 競技者名 所属 100mH 走高跳 砲丸投 200m 合計得点 順位 備考

1 10712
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマチュウ 15.66 (-2.4) 1.52 9.41 27.66 (+0.7)

2549 1 SB-PB 
諸木　陽菜紗(2) 県立守山中 756[756] 644[1400] 491[1891] 658[2549]

2 6544
キタムラ　ユウ ソウヨウチュウ 16.96 (-2.4) 1.43 8.85 27.61 (+0.7)

2261 2 SB-PB 
北村　優羽(3) 双葉中 601[601] 544[1145] 454[1599] 662[2261]

4 10836
ニシカワ　アカリ ミナクチヒガシチュウ 17.85 (-2.4) 1.35 7.99 29.36 (+0.7)

1891 3 SB-PB 
西川　明里(3) 水口東中 504[504] 460[964] 399[1363] 528[1891]

3 2512
ホリウチ　リサ セタチュウ 18.60 (-2.4) 1.25 7.22 28.48 (+0.7)

1730 4
堀内　莉咲(3) 瀬田中 428[428] 359[787] 349[1136] 594[1730]

6 126
サカイ　ユノ ヒヨシチュウ 17.97 (-2.4) 1.20 8.11 29.72 (+0.7)

1712 5 SB-PB 
坂井　釉埜(3) 日吉中 492[492] 312[804] 406[1210] 502[1712]

10 2252
カンデ　ハルナ シガチュウ 18.76 (-1.8) 1.25 7.07 30.71 (+0.7)

1546 6 SB-PB 
寒出　晴菜(3) 志賀中 413[413] 359[772] 340[1112] 434[1546]

5 6312
カン　リンナ マイバラチュウ 19.38 (-2.4) 1.20 7.18 29.48 ( 0.0)

1534 7
韓　琳奈(3) 米原中 356[356] 312[668] 347[1015] 519[1534]

7 766
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ 18.95 (-1.8) 1.25 6.07 30.05 ( 0.0)

1509 8 SB-PB 
将亦　莉星(2) 彦根東中 395[395] 359[754] 276[1030] 479[1509]

11 813
フサノ　ナナミ ヒコネニシチュウ 20.81 (-1.8) 1.20 5.70 30.16 ( 0.0)

1274 9
房野　ななみ(3) 彦根西中 239[239] 312[551] 252[803] 471[1274]

8 10228
ヤマグチ　ミリア アケトミチュウ 21.31 (-1.8) NM 7.58 29.17 ( 0.0)

1117 10
山口　深俐亜(3) 明富中 203[203] 0[203] 372[575] 542[1117]

9 248
シラコ　マナカ オウジヤマチュウ 20.31 (-1.8) NM 7.11 32.42 ( 0.0)

945 11
白子　まなか(3) 皇子山中 277[277] 0[277] 342[619] 326[945]

NM:計測無し  
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