
<男子>滋賀県中体連第３ブロック（Ａ・Ｂ）陸上競技選手権 ２０２２年６月７日（火）　希望が丘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

木山　凌汰(1) 12.51 (+1.8) 岸本　大暉(1) 12.72 (+1.8) 蜂屋　尋正(1) 12.78 (+1.8) 高橋　優太(1) 13.01 (+1.8) 田中　光羽(1) 13.14 (+1.8) 山田　琳惺(1) 13.21 (+1.8) 河原崎　琉依(1) 13.22 (+2.0) 山田　兼世(1) 13.26 (+2.0)
立命館守山中 野洲中 野洲中 市立守山中 中主中 老上中 八幡西中 守山北中
岩﨑　航大(2) w11.59 (+2.5) 田口　淳志(2) w11.68 (+2.5) 吉村　莞太(2) w11.83 (+2.5) 中西　礼響(2) w11.92 (+2.5) 八木　一斗(2) w11.93 (+2.5) 清水　隆希(2) w12.10 (+2.5) 岡田　優飛(2) w12.22 (+2.5) 小西　蓮太(2) w12.25 (+2.5)
立命館守山中 栗東西中 守山南中 市立守山中 栗東中 守山南中 守山北中 八幡中
安田　朔(3) 11.66 (0.0) 山本　瑛嵩(3) 11.89 (0.0) 上田　葦恭(3) 11.93 (0.0) 久保　洸太(3) 12.00 (0.0) 窪田　友真(3) 12.02 (0.0) 喜田　侑磨(3) 12.06 (0.0) 雨宮　海利(3) 12.13 (0.0) 白井　瑠煌(3) 12.15 (0.0)
中主中 高穂中 松原中 高穂中 守山北中 栗東西中 中主中 栗東中
島田　絢都(3) 22.89 (+1.1) 迫田　航(3) 24.00 (+1.1) 山本　真祐斗(2) 24.00 (+1.1) 武村　敦史(3) 24.01 (+1.1) 吉留　大智(2) 24.37 (+1.1) 萬野　弥凪(2) 24.75 (+1.1) 中松　英資(2) 25.26 (+1.1) 福永　獅恩(3) 25.77 (+1.1)
守山北中 中主中 高穂中 中主中 栗東西中 八幡中 立命館守山中 高穂中
浅田　皐吉(3) 56.44 木村　颯汰(3) 56.52 森　和葉(2) 56.87 橋口　諒太郎(3) 58.27 湊　大悟(3) 58.74 鵜飼　良慶(3) 58.80 黒木　怜斗(3) 1:00.03 井上　善斗(2) 1:00.07
守山南中 高穂中 栗東西中 立命館守山中 明富中 中主中 新堂中 八幡中
伊勢村　羚太(3) 2:02.27 佐藤　煉(2) 2:08.30 鷺　敦司(3) 2:12.93 和田　直人(3) 2:13.27 村上　豪(3) 2:14.54 石原　聡太(2) 2:15.72 植木　一心(3) 2:16.45 髙岡　大誠(3) 2:16.47
明富中 草津中 守山南中 野洲中 市立守山中 県立守山中 立命館守山中 守山北中
石原　向規(1) 4:55.02 夜野　統真(1) 5:05.76 小林　想也(1) 5:05.89 西村　世夏(1) 5:05.97 長谷　源(1) 5:14.08 赤﨑　好明(1) 5:16.55 武村　悠聖(1) 5:17.52 伊東　瑠生(1) 5:27.70
市立守山中 八幡中 八幡西中 草津中 高穂中 八幡中 草津中 八幡中
塩満　蓮(3) 4:36.33 原田　雄太(3) 4:40.58 浜松　透希(3) 4:40.71 杉藤　立基(3) 4:43.66 吉田　空央(3) 4:44.00 田中　颯(3) 4:45.81 丸山　奏人(2) 4:47.87 上田　來空(3) 4:49.03
栗東西中 守山南中 栗東西中 玉川中 野洲中 中主中 老上中 中主中
上野　佑斗(3) 9:54.40 伊勢村　優斗(1) 9:55.86 能瀬　亮賢(2) 10:03.28 大橋　仁一朗(3) 10:10.84 森　一翔(3) 10:19.21 永田　唯人(3) 10:23.35 小林　成晃(2) 10:41.94 寺谷　絢吾(2) 10:45.08
高穂中 明富中 市立守山中 八幡西中 県立守山中 高穂中 守山南中 明富中
山元　魁人(3) 16.64 (+1.7) 鵜飼　良悠(3) 17.10 (+1.7) 酒井　照久(3) 17.70 (+1.7) 林　樟太朗(3) 18.49 (+1.7) 野﨑　亮佑(2) 20.12 (+1.6) 加藤　聡士(2) 20.87 (+1.7) 小寺　勇輝(3) 21.67 (+1.6) 鎌倉　航(2) 22.58 (+1.7)
松原中 中主中 市立守山中 兄弟社中 八幡中 八幡中 草津中 葉山中
市立守山中 48.98 立命館守山中 50.48 中主中 50.99 松原中 51.05 守山北中 51.37 野洲中 51.60 守山南中 51.72 高穂中 51.74
西　敬汰(2) 藤田　礼央(2) 辻　匠寿(2) 山田　蓮翔(2) 山副　功太郎(2) 森田　蒼真(2) 鍵和田　涼祐(2) 今井　一斗(2)
國松　滉(1) 木山　凌汰(1) 田中　光羽(1) 横江　蒼大(1) 岩﨑　光汰(1) 岸本　大暉(1) 南川　竣哉(1) 大原　蓮(1)
高橋　優太(1) 木村　勇歩(1) 奥村　輝(1) 吉田　遥弥(1) 山田　兼世(1) 蜂屋　尋正(1) 北田　晃次郎(1) 上田　将正(1)
中西　礼響(2) 五十嵐　仁人(2) 今井　誌音(2) 仁賀　天翔(2) 安藤　翔也(2) 奥村　彪琉(2) 東　蓮碧(2) 竹内　莉晄(2)
守山北中 45.07 高穂中 45.43 栗東西中 46.15 守山南中 46.38 立命館守山中 47.78 栗東中 48.08 八幡中 48.25 兄弟社中 48.42
岡田　優飛(2) 久保　洸太(3) 木村　文哉(3) 西本　大宙(3) 中松　英資(2) 北川　尚輝(3) 小西　蓮太(2) 林　樟太朗(3)
小嶋　心斗(3) 山本　真祐斗(2) 吉留　大智(2) 吉村　莞太(2) 岩﨑　航大(2) 白井　瑠煌(3) 前田　琥右真(2) 大辻　悠惺(3)
窪田　友真(3) 福永　獅恩(3) 田口　淳志(2) 清水　隆希(2) 荘田　拓郎(3) 川井　悠河(3) 石井　聖之介(2) 中村　泉月(3)
島田　絢都(3) 山本　瑛嵩(3) 喜田　侑磨(3) 浅田　皐吉(3) 橋口　諒太郎(3) 久保　修虎(3) 萬野　弥凪(2) 宮嶋　貫乃介(3)

河野　悠生(3) 1.70 小嶋　紡生(3) 1.60 田中　悠翔(3) 1.50 山田　悠翔(3) 1.45 峠岡　結斗(2) 1.40 横江　賢太(3) 1.40
市立守山中 野洲中 高穂中 中主中 八幡中 松原中

西脇　大智(3) 1.60
高穂中

大久保　知輝(2) 2.60
葉山中
足立　淳成(3) 5.93 (+0.1) 大橋　寛真(2) 5.32 (-0.2) 田畑　翔矢(3) 5.30 (+0.1) 谷川　大和(3) 5.12 (+0.9) 尾形　泰規(3) 5.11 (+1.3) 山中　匠海(2) 4.93 (-1.3) 能勢　武瑠(3) 4.87 (+1.2) 追立　峻弥(3) 4.77 (+1.0)
玉川中 八幡西中 栗東西中 守山北中 高穂中 松原中 松原中 栗東西中
眞部　樹(3) w12.23 (+3.6) 中田　修司(3) 12.05 (+0.2) 内藤　誠道(2) 11.15 (+1.4) 木下　桐雅(3) 11.02 (+0.9) 田端　奏和(3) 10.60 (-0.9)
光泉カトリック中 公12.08(+1.0) 守山南中 高穂中 守山南中 野洲中
小寺　祐希(3) 10.48 古髙　真睦(3) 9.24 鳩代　英翔(3) 8.36 谷口　優介(3) 8.00 森野　朝陽(2) 7.81 八木　龍也(2) 7.49 清水　稀羽(3) 7.40 木下　拓海(3) 7.30
守山北中 市立守山中 野洲中 守山南中 八幡東中 守山南中 松原中 新堂中
冨田　晃汰(2) 26.75 西　　敬汰(2) 25.02 藤井　釉瑚(2) 23.49 米田　宗永(3) 18.19 杉本　直樹(2) 17.87 箕田裕次郎(2) 16.84 横江　凌(3) 16.79 松田　翔希(3) 15.50
市立守山中 市立守山中 老上中 高穂中 守山南中 中主中 松原中 八幡西中
今村　釉胡磨(3) 1859点 長坂　琉雅(2) 1361点 柏原　大空(3) 1286点 小宮　大河(3) 982点 國松　滉(1) 977点
新堂中 葉山中 野洲中 松原中 市立守山中

110H 18.12 (+0.6) 513点 18.73 (+0.6) 456点 21.40 (+0.6) 247点 27.10 (+0.6) 10点 19.88 (+0.6) 359点
ＳＰ 8.01 367点 6.64 286点 10.05 489点 6.48 277点 7.81 355点
ＨＪ 1.70 544点 1.30 250点 1.40 317点 1.40 317点 NM 0点
400m 59.37 435点 1:01.32 369点 1:05.97 233点 1:01.05 378点 1:04.84 263点

市立守山中 76点 高穂中 75.5点 守山南中 63点 中主中 53点 野洲中 47.5点 栗東西中 47点 守山北中 41点 立命館守山中 36点
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学校対抗得点男子



<女子>滋賀県中体連第３ブロック（Ａ・Ｂ）陸上競技選手権 ２０２２年６月７日（火）　希望が丘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

佐山　まこ(1) 13.74 (+0.9) 嵩谷　真央(1) 14.03 (+0.9) 寺浦　さくら(1) 14.31 (+0.9) 澤田　蕾(1) 14.37 (+0.9) 矢野　彩乃(1) 14.50 (+0.9) 高橋　優妃(1) 14.79 (+0.9) 伊藤　凪沙(1) 14.83 (+0.9)
玉川中 八幡中 県立守山中 八幡西中 守山南中 市立守山中 野洲北中

難波　杏香(1) 14.83 (+0.2)
高穂中

杉原　希亜(2) w13.12 (+3.2) 松本　栞那(2) w13.26 (+3.2) 小守　玲愛(2) w13.50 (+3.2) 奥村　美湖(2) w13.81 (+3.2) 玉川　朋茄(2) w13.88 (+3.2) 村北　理沙(2) w14.00 (+3.2) 山本　佳奈(2) w14.14 (+3.2)
市立守山中 守山北中 立命館守山中 玉川中 栗東西中 守山南中 野洲中
吉見　沙樹(3) 13.30 (+2.0) 中川　彩来(3) 13.33 (+2.0) 田中　真桜(3) 13.46 (+2.0) 德永　虹花(3) 13.58 (+2.0) 山根　瑞紀(3) 13.68 (+2.0) 川崎　愛友(3) 13.81 (+2.0) 森川　南(3) 13.88 (+2.0) 遠藤　佳良子(3) 14.03 (+2.0)
高穂中 守山北中 中主中 市立守山中 栗東西中 野洲中 草津中 明富中
齊内　愛音(3) 26.82 (+1.7) 永山　理羽(2) 27.31 (+1.7) 間柴　一花(3) 28.37 (+1.7) 成田　楓(2) 28.38 (+1.7) 松下　惺奈(2) 30.09 (+1.7) 北村　侑莱(2) 30.51 (+1.7) 元安　梓(2) 30.84 (+1.7) 西田　菜乃(2) 30.95 (+1.7)
県立守山中 守山南中 老上中 守山北中 高穂中 守山南中 老上中 明富中
牧野　智彩(1) 2:36.92 西村　柚(1) 2:38.40 杉藤　百倖(1) 2:39.54 内久保　愛生(1) 2:41.16 庵原　楓(1) 2:42.60 武知　奈歩(1) 2:47.60 澤本　侑莉(1) 2:58.82 黒川　優奈(1) 2:59.96
市立守山中 中主中 玉川中 八幡西中 守山南中 高穂中 栗東西中 松原中
石田　紗和(2) 2:26.83 中島　優里花(3) 2:36.37 溜池　梨乃(2) 2:36.72 勝間　純鈴(2) 2:39.17 角谷　美貴(3) 2:39.63 西中　泉美(3) 2:43.16 中澤　蒼来(3) 2:44.06 筈井　美春(3) 2:45.78
守山南中 立命館守山中 野洲北中 葉山中 中主中 県立守山中 高穂中 松原中
目秦　舞衣(2) 5:35.43 井口　美咲(3) 5:47.25 中田　裕衣可(2) 5:50.16 下村　美貴(2) 5:53.08 雲林院　心菜(3) 6:02.96 小池　悠愛(3) 6:17.14
守山南中 県立守山中 老上中 老上中 明富中 明富中
村田　萌衣(3) 15.98 (+1.2) 温井　歩実(3) 16.69 (+1.2) 内山　心花(3) 17.26 (+1.2) 東山　奏和(3) 17.67 (+1.2) 山田　仁子(3) 17.94 (+0.5) 瀬戸口　桜(1) 17.95 (+0.5) 福井　花(3) 18.74 (+1.2) 谷口　里乃(3) 18.93 (+0.5)
高穂中 野洲中 市立守山中 新堂中 八幡西中 立命館守山中 兄弟社中 栗東西中
守山南中 54.59 立命館守山中 56.65 玉川中 56.89 明富中 57.67 高穂中 57.72 八幡中 57.91 栗東西中 57.93 松原中 57.96
石田　紗和(2) 乾　莉央(2) 中井　晴乃(2) 藤田　りりこ(2) 今村　心優(2) 佐野　絢香(2) 石本　蒔奈(2) 中井　麻貴(2)
矢野　彩乃(1) 瀬戸口　桜(1) 佐山　まこ(1) 猪飼　ひな(1) 難波　杏香(1) 嵩谷　真央(1) 田中　美紀(1) 佐山　雫(1)
大西　菜由羽(1) 中川　結葵(1) 太田　蒼來(1) 上森　咲穂(1) 吉見　真妃(1) 万野　楓歩(1) 澤本　侑莉(1) 黒川　優奈(1)
永山　理羽(2) 村嶋　彩日(2) 奥村　美湖(2) 林　咲穂(2) 松下　惺奈(2) 下池　美結(2) 吉雄　由莉(2) 岸本　朋華(2)
高穂中 51.96 守山北中 53.04 県立守山中 53.26 市立守山中 53.26 守山南中 54.43 野洲中 55.16 松原中 55.56 八幡西中 55.94
吉見　沙樹(3) 成田　楓(2) 寺浦　さくら(1) 德永　虹花(3) 眞浦　理湖(3) 川崎　愛友(3) 山口　陽茉里(3) 種田　ゆら(3)
飛川　莉凜(2) 松本　栞那(2) 諸木　陽菜紗(3) 杉原　希亜(2) 村北　理沙(2) 奥村　結菜(3) 中井　杏(3) 蔵田　結菜(2)
村田　萌衣(3) 北村　華穏(3) 高楠　いちか(2) 梅景　愛琴(3) 小田　優芽(3) 大井　明音(3) 下司　菜月(3) 長﨑　咲弥(2)
中村　真希(2) 中川　彩来(3) 齊内　愛音(3) 内山　心花(3) 福田　悠菜(3) 矢野　あんず(3) 林　瑞樹(3) 澤田　蕾(1)
大井　萌愛(3) 1.40 眞浦　理湖(3) 1.40 石田　瑞稀(3) 1.35 兵等　結南(3) 1.30 津田　怜花(2) 1.30 渡邉　皐江(3) 1.25 高楠　いちか(2) 1.25 諸頭　純(3) 1.25
明富中 守山南中 新堂中 高穂中 八幡西中 栗東西中 県立守山中 中主中

田中　柚音(2) 1.25
松原中

岳山　由宇(3) 4.64 (-0.8) 飛川　莉凜(2) 4.55 (+0.8) 奥田　陶子(3) 4.34 (+0.9) 田中　綾音(3) 4.28 (+1.2) 梅景　愛琴(3) 4.19 (-0.8) 田中　美紀(1) 4.17 (+0.1) 竹中　美結(3) 4.11 (0.0) 北野　聖羅(3) 3.98 (+0.3)
立命館守山中 高穂中 守山南中 野洲中 市立守山中 栗東西中 新堂中 老上中
三浦　月姫(3) 12.03 貝淵　胡桃(3) 9.21 岩本　絆里(3) 7.93 山田　杏(3) 7.50 北村　志穏(3) 7.33 荷宮　紬(3) 7.21 中井　杏(3) 6.92 古川　桜都(2) 6.42
市立守山中 野洲中 高穂中 明富中 守山北中 野洲北中 松原中 松原中
奥　桃奈実(3) 21.59 保坂　莉那(3) 19.02 佐藤さくら(3) 17.95 河邉　乙葉(3) 17.2 山西　友理(3) 15.87 今井　心海(3) 15.06 佐藤かすみ(2) 15.05 松原　心渚(3) 13.20
野洲北中 高穂中 守山北中 明富中 野洲中 明富中 松原中 兄弟社中
岸本　朋華(2) 1813点 山口　美織(2) 1309点
松原中 新堂中

100H 17.20 (-0.6) 574点 20.08 (-0.6) 296点
ＨＪ 1.30 409点 1.20 312点
ＳＰ 6.58 308点 5.80 259点
200m 29.44 (+1.7) 522点 30.59 (+1.7) 442点

高穂中 63.5点 守山南中 62点 市立守山中 47点 守山北中 36点 明富中 35点 県立守山中 32点 立命館守山中 31点 野洲中 31点

高穂中 139点 守山南中 125点 市立守山中 123点 野洲中 78.5点 守山北中 77点 中主中 70.5点 立命館守山中 67点 栗東西中 66点

w：追風参考

学校対抗得点男女

低学年
4×100m

17

学校対抗得点女子

15

四種競技6/7

6/7

6/7

6/7 走幅跳 25

砲丸投 14

6/7 円盤投

2

14

走高跳

42

6/7 200m 17

6/7 4×100m

23

6/7

8

6/7 100mH 17

6/7
1年

800m

17

21

日付

6/7
3年

100m

6/7 800m

6/7
1年

100ｍ
62

6/7
2年

100m
52

6/7 1500m

最優秀選手賞 男子　 競技会コード 22254001

女子　 競技場コード 254079

総　　務 島　元　葵　生

参加校 参加人数 大会新記録一覧表 審 判 長 小　林　徹　郎

男子 24 499 記録主任 町　釋　光

女子 23 306 滋賀県中学校体育連盟陸上競技専門部

合計 24 805


