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<男子>第７５回滋賀県中学校夏季総合体育大会 ２０２２年７月２８日（木）２９日（金）　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

道満　昊典(1) 12.16 (+1.5) 木山　凌汰(1) 12.24 (+1.5) 岡本　澄也(1) 12.28 (+1.5) 蜂屋　尋正(1) 12.44 (+1.5) 岸本　直悟(1) 12.46 (+1.5) 岸本　大暉(1) 12.48 (+1.5) 中尾　櫂斗(1) 12.54 (+1.8) 井上　雄斗(1) 12.56 (+1.8)
西浅井中 立命館守山中 志賀中 野洲中 老上中 野洲中 瀬田北中 船岡中
中野　岳瑠(2) w11.30 (+2.1) 石原　琉聖(2) w11.50 (+2.1) 日置　獅音(2) w11.52 (+2.1) 山本　真祐斗(2) w11.53 (+2.1) 吉村　莞太(2) w11.59 (+2.1) 吉留　大智(2) w11.69 (+2.1) 近藤　寛明(2) w11.72 (+2.1)
打出中 彦根中 仰木中 高穂中 守山南中 栗東西中 打出中

岩﨑　航大(2) w11.53 (+2.1)
立命館守山中

伊藤　大翔(3) 11.01 (+0.3) 西口　友晟(3) 11.36 (+0.3) 森川　瑛太(3) 11.41 (+0.3) 川上　大智(3) 11.47 (+0.3) 松本　大雅(3) 11.51 (+0.3) 大岡　颯祐(3) 11.53 (+0.3) 伊藤　大紘(3) 11.58 (+0.3) 上田　葦恭(3) 11.59 (+0.3)
日吉中 全中 青山中 信楽中 信楽中 水口中 彦根中 城山中 松原中
北村　仁一朗(3) 22.39 (-0.1) 島田　絢都(3) 22.59 (-0.1) 向井　朋央(3) 23.29 (-0.1) 髙森　遥斗(3) 23.63 (+0.3) 大井　琥太郎(3) 23.66 (-0.1) 久保田　清大(3) 23.67 (-0.1) 樫野　丈二(3) 23.84 (+0.3) 迫田　航(3) 23.89 (-0.1)
双葉中 全中 守山北中 全中 甲西中 八幡中 長浜北中 甲南中 甲賀中 中主中
古谷　ルク(3) 52.99 和多田　響(3) 53.86 飛田　瑛渡(3) 54.07 内田　裕斗(3) 54.55 髙松　蓮騰(3) 55.06 浅田　皐吉(3) 55.14 矢島　秀悟(3) 55.38 藤田　眞(3) 56.14
今津中 瀬田北中 水口中 信楽中 双葉中 守山南中 日野中 八幡中
佐藤　煉(2) 2:06.64 岡野　太智(2) 2:07.40 中嶋　悠翔(2) 2:08.22 吉岡　巧翔(3) 2:09.39 村上　豪(3) 2:10.00 渡辺　大智(3) 2:10.86 西野　佑飛(3) 2:12.84 石橋　高市(3) 2:12.84
草津中 河南中 甲賀中 双葉中 市立守山中 青山中 水口東中 聖徳中
伊勢村　優斗(1) 4.33.18 石原　向規(1) 4.38.93 川南　星流(1) 4.40.85 大林　凛太郎(1) 4.45.47 大﨑　次朗(1) 4.49.88 吉見　颯空(1) 4.54.37 畑井　海翔(1) 4.55.58 後藤　柚輝(1) 5.00.82
明富中 市立守山中 日野中 粟津中 朝桜中 栗東西中 水口東中 唐崎中
伊勢村　羚太(3) 4:13.13 谷　隆誠(2) 4:16.58 岡野　秀(3) 4:20.90 一谷　優希(3) 4:22.13 髙橋　恭祐(2) 4:28.34 松山　遼祐(3) 4:28.41 小林　大輔(3) 4:29.32 原田　雄太(3) 4:31.21
明富中 瀬田北中 河南中 信楽中 城山中 水口中 日野中 守山南中
今井　悠貴(2) 9:22.13 西原　陸(3) 9:23.73 若狭　奏汰(3) 9:26.05 岩井　樹(3) 9:26.72 上野　佑斗(3) 9:29.34 井上　功介(3) 9:43.50 松原　拓真(3) 9:46.62 田中　彩翔(3) 9:48.14
信楽中 水口中 聖徳中 城山中 高穂中 甲賀中 長浜西中 彦根東中
小西　力(3) 15.41 (+1.2) 平岡　健斗(3) 15.70 (+1.2) 鵜飼　良悠(3) 16.01 (+1.2) 大澤　葵(3) 16.49 (+1.2) 山元　魁人(3) 16.51 (+1.2) 小森　空(3) 16.53 (+1.2) 酒井　照久(3) 17.15 (+1.2) 野杉　琳音(3) 17.31 (+1.2)
仰木中 皇子山中 中主中 朝桜中 松原中 玉園中 市立守山中 日野中
市立守山中 46.91 双葉中 46.95 立命館守山中 47.84 瀬田北中 48.17 聖徳中 48.20 守山北中 48.50 高穂中 48.52 水口中 49.52
西　敬汰(2) 北村　勇翔(2) 中松　英資(2) 藤井　康太朗(2) 大庭　叡知(2) 山副　功太郎(2) 今井　一斗(2) 川島　大芽(2)
國松　滉(1) 川嵜　仁(1) 木山　凌汰(1) 松田　康雅(1) 塚本　遥貴(1) 岩﨑　光汰(1) 大原　蓮(1) 寺村　陸(1)
高橋　優太(1) 小川　琉鶴(1) 木村　勇歩(1) 中川　瑛心(1) 中池　天之介(1) 山田　兼世(1) 上田　将正(1) 岡村　宥弥(1)
中西　礼響(2) 横田　咲希哉(2) 岩﨑　航大(2) 久保　悠真(2) 宮川　諒(2) 安藤　翔也(2) 山本　真祐斗(2) カバナダ　ジョンマイケル(2)

日吉中 43.22 水口中 44.29 双葉中 44.39 中主中 44.54 信楽中 44.67 彦根中央中 44.90 八幡中 45.07 朝桜中 45.10
河原　響希(3) GR 堂山　将汰(3) 大島　羚煌(3) 雨宮　海利(3) 内田　裕斗(3) 杉本　夏輝(3) 前田　琥右真(2) 目片　亮(3)
山本　悠一郎(3) 山根　仁嵐(3) 髙松　蓮騰(3) 武村　敦史(3) 上嶋　煌心(3) 堀内　空羽(2) 萬野　弥凪(2) 松村　悠志(3)
林　碧海(3) 竹山　湊(3) 久保田　大智(3) 迫田　航(3) 森川　瑛太(3) 萩原　健心(3) 髙森　遥斗(3) 大森　凱斗(3)
伊藤　大翔(3) 松本　大雅(3) 北村　仁一朗(3) 安田　朔(3) 川上　大智(3) 深山　陽翔(3) 藤田　龍信(3) 大澤　葵(3)
眞野　吏津(3) 1.85 西脇　大智(3) 1.82 森澤　和雅(3) 1.76 河野　悠生(3) 1.76 今村　釉胡磨(3) 1.73 森地　彩斗(3) 1.70 平川　慶志(2) 1.65
皇子山中  全中 高穂中 明富中 市立守山中 新堂中 水口中 甲南中

財津　慶弥(2) 1.76
高島中

大久保　知輝(2) 2.60
葉山中
大森　凱斗(3) 6.08 (+1.7) 上畠　大輝(3) 5.95 (+0.8) 西堀　竜之介(3) 5.91 (+1.9) 西本　大宙(3) 5.72 (0.0) 足立　淳成(3) 5.69 (+1.0) 中村　勇翔(3) 5.65 (+1.1) 田畑　翔矢(3) 5.63 (+0.7) 尾形　泰規(3) 5.55 (+1.7)
朝桜中 土山中 聖徳中 守山南中 玉川中 安曇川中 栗東西中 高穂中
玉置　陽彩(3) 12.80 (+1.1) 眞部　樹(3) 12.49 (+1.5) 田中　悠翔(3) w12.37 (+2.3) 中田　修司(3) 12.30 (+1.8) 大塚　斗誠(3) w12.05 (+2.7) 大倉　将哉(3) w11.57 (+2.8) 山口　龍輝(3) 11.51 (+0.9) 能勢　武瑠(3) 11.48 (+1.4)
双葉中 光泉カトリック中 高穂中 公認なし 守山南中 日野中 公認：11.63(+1.0) 守山北中 公認：11.26(+1.5) 朝桜中 松原中
横山　月依(3) 12.41 野澤　颯汰(3) 11.21 古髙　真睦(3) 10.95 松村　悠志(3) 10.88 小寺　祐希(3) 10.63 兼子　遼太郎(3) 9.92 杉田　匠飛(3) 9.56 片倉　康介(2) 9.55
土山中 日野中 市立守山中 朝桜中 守山北中 湖西中 朽木中 米原中
髙野　凌(3) 36.51 米崎　暖翔(3) 34.40 八木　奏磨(3) 34.05 田中　蒼真(2) 30.11 谷場　涼太(3) 30.11 加納　侑也(2) 29.60 河井　央祐(3) 28.10 北村　洵弥(3) 27.58
瀬田中 石部中 河瀬中 彦根中央中 セカンド：30.10 朝桜中 セカンド：29.88 日野中 信楽中 米原中
目片　亮(3) 2656点 北村　澪音(2) 2233点 山根　仁嵐(3) 2215点 角　晃太朗(3) 2153点 安積　紫音(3) w2082点 杉山　慶(3) w1728点 古川　秀馬(3) w1605点 中谷　将大(3) 1569点
朝桜中 SJH-GR-全中 長浜西中 水口中 彦根東中 河瀬中 湖北中 湖西中 彦根西中

110H 14.76 (+1.9) 879点 16.61 (+1.9) 666点 15.57 (+1.9) 782点 16.47 (+1.9) 681点 w16.83 (+2.4) 642点 w17.65 (+2.4) 558点 w19.18 (+2.4) 417点 17.93 (+1.9) 531点
ＳＰ 10.85 537点 9.46 453点 9.08 431点 8.63 404点 9.53 457点 7.70 349点 7.96 364点 7.63 344点
ＨＪ 1.77 602点 1.60 464点 1.60 464点 1.74 577点 1.60 464点 1.60 464点 1.40 317点 1.45 352点
400m 54.05 638点 53.74 650点 56.54 538点 57.80 491点 57.05 519点 1:01.70 357点 57.37 507点 1:02.18 342点

双葉中 38点 朝桜中 37点 水口中 36点 信楽中 35点 市立守山中 31.5点 日野中 25点 高穂中 24.5点 明富中 22点

SJH：滋賀県中学記録会

GR：大会新記録
全中：全中標準記録突破
w：追風参考 女子 3年100m 予選2組1着 12"47(+1.4) 奧野　由萌　水口･3

3年100m 予選5組1着 12"52(+1.2) 治武　杏祈　城山･3

7/29 三段跳 12

7/28 棒高跳 1

学校対抗得点男子

日付
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四種競技7/28

7/29 砲丸投 15

7/28 円盤投 15
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7/29 4×100m 56
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7/29 800m 27
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33

7/28 110mH 25



<女子>第７５回滋賀県中学校夏季総合体育大会 ２０２２年７月２８日（木）２９日（金）　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

佐山　まこ(1) w13.20 (+3.1) 佐藤　琴心(1) w13.36 (+3.1) 永井　穏(1) w13.41 (+3.1) 瀬戸口　桜(1) w13.60 (+3.1) 福山　愛莉(1) w13.69 (+3.1) 矢野　彩乃(1) w13.69 (+3.1) 吉永　朱里(1) w13.70 (+3.1) 熊田　結彩(1) w13.76 (+3.1)
玉川中 唐崎中 彦根東中 立命館守山中 仰木中 守山南中 日吉中 青山中
山本　渚月(2) w12.61 (+2.2) 松井　咲歩(2) w13.01 (+2.2) 杉原　希亜(2) w13.07 (+2.2) 堀田　奈那(2) w13.10 (+2.2) 永山　理羽(2) w13.28 (+2.2) 松本　栞那(2) w13.29 (+2.2) 森地　奈那子(2) w13.37 (+2.2) 近藤　優音(2) w13.50 (+2.2)
土山中 日吉中 市立守山中 大東中 守山南中 守山北中 甲賀中 彦根中央中
小谷　菜々(3) 12.82 (+1.3) 山口　華穂(3) 12.98 (+1.3) 山田　莉子(3) 13.18 (+1.3) 松山　珠里(3) 13.21 (+1.3) 谷口　凛音(3) 13.23 (+1.3) 田中　真桜(3) 13.26 (+1.3) 駒村　優波(3) 13.29 (+1.3) 德永　虹花(3) 13.29 (+1.7)
志賀中 多賀中 日吉中 青山中 水口中 中主中 南郷中 (13.281) 市立守山中 (13.285)

200m 津本　瑛夏(3) 25.15 (+0.5) 氏原　楓(3) 26.37 (+0.5) 齊内　愛音(3) 26.56 (+0.5) 安藤　ひなた(3) 27.25 (+0.5) 小松　果歩(3) 27.39 (+0.5) 中西　萌望(3) 27.48 (+0.5) 林　千里(2) 28.30 (+0.5) 山田　カリノ(3) 28.65 (+0.5)
(+0.5) 南郷中 GR-全中 米原中 県立守山中 志賀中 甲西中 瀬田中 中主中 唐崎中

藤田　琉里(1) 2:25.95 菊地　桜香(1) 2:27.26 久保田　真由(1) 2:28.27 伊地智　彩(1) 2:28.90 田中　葵(1) 2:31.63 牧野　智彩(1) 2:32.24 梅川　希來里(1) 2:34.14 大治　空楽(1) 2:34.48
粟津中 信楽中 双葉中 甲西北中 水口中 市立守山中 瀬田北中 甲賀中
小松　真優(3) 2.18.60 植田　涼音(3) 2.22.14 石田　紗和(2) 2.23.75 河合　夢乃(3) 2.30.14 横藤　空音(2) 2.32.63 小川　由衣(3) 2.32.81 三宅　野々花(3) 2.33.07 中島　優里花(3) 2.35.78
瀬田中 北大路中 守山南中 甲賀中 甲南中 水口東中 志賀中 立命館守山中
浅井　笙子(3) 4:42.14 福本　真生(2) 4:43.80 伊藤　楓(3) 5:03.61 網治　美空(3) 5:05.16 片矢　陽菜(3) 5:05.23 山﨑　叶(3) 5:05.70 能海　茉莉(2) 5:06.02 小松　愛優(3) 5:23.62
日吉中 甲西北中 志賀中 甲南中 甲賀中 水口東中 南郷中 瀬田中
大黒　真緒(2) 14.99 (+1.9) 稲村　友紀菜(2) 15.55 (+1.9) 中島　純鈴(3) 15.58 (+1.9) 村田　萌衣(3) 15.63 (+1.9) 吉村　桜(3) 15.86 (+1.9) 仁賀　柑奈(3) 16.15 (+1.9) 大西　菜由羽(1) 16.23 (+1.9) 温井　歩実(3) 16.30 (+1.9)
粟津中 玉園中 水口東中 高穂中 聖徳中 志賀中 守山南中 野洲中
守山南中 52.94 水口中 53.93 市立守山中 54.33 中主中 54.80 彦根東中 54.81 仰木中 55.32 玉川中 55.38
石田　紗和(2) 藤川　心愛(2) 石内　愛菜(2) 藤本　遥愛(2) 大野　結生(2) 伊藤　桃花(2) 中井　晴乃(2)
矢野　彩乃(1) 今坂　心奏(1) 高橋　優妃(1) 督永　珠愛(1) 永井　穏(1) 福山　愛莉(1) 佐山　まこ(1)
大西　菜由羽(1) 大浦　陽咲(1) 植西　叶望(1) 河口　未來(1) 田部　紗唯(1) 福田　莉央奈(1) 太田　蒼來(1)
永山　理羽(2) 遠藤　百笑(2) 萩中　凜(2) 林　千里(2) 田中　杏実(2) 齋藤　夢(2) 奥村　美湖(2)
青山中 50.49 南郷中 50.91 日吉中 51.22 甲西中 51.31 志賀中 51.60 高穂中 51.80 彦根東中 52.01 唐崎中 52.97
中原　桃子(3) 駒村　優波(3) 岩坂　まひな(3) 栗元　陽音(2) 星野　ゆり(2) 吉見　沙樹(3) 松本　怜奈(3) 山田　カリノ(3)
木村　真緒(3) 上野　優実(2) 松井　咲歩(2) 佐藤　虹星(2) 仁賀　柑奈(3) 飛川　莉凜(2) 北川　栞菜(3) 奥村　希美(2)
松山　珠里(3) 寺本　遥(2) 大澤　日愛(3) 福森　香月(3) 安藤　ひなた(3) 村田　萌衣(3) 村地　由紀(3) 小峠　美彩紀(3)

今村　瑠々奈(3) 津本　瑛夏(3) 山田　莉子(3) 小松　果歩(3) 小谷　菜々(3) 中村　真希(2) 南　るり(3) 渡邉　花(3)
青山　詩音(3) 1.51 下村　奈々華(3) 1.48 大井　萌愛(3) 1.48 眞浦　理湖(3) 1.45 石田　瑞稀(3) 1.40 古株　若奈(3) 1.40 春木　麻佑(3) 1.35 岩元　美優(2) 1.35
青山中 土山中 明富中 守山南中 新堂中 竜王中 粟津中 今津中
辻　紬生(3) 5.14 (+0.5) 古野　いろは(3) 4.77 (+1.2) 今村　瑠々奈(3) 4.75 (+0.6) 片矢　結菜(3) 4.71 (+1.7) 岳山　由宇(3) 4.71 (+1.0) 飛川　莉凜(2) w4.69 (+2.2) 村地　由紀(3) 4.68 (+0.9) 村上　愛莉(3) 4.63 (+0.2)
土山中 双葉中 青山中 打出中 セカンド：4.64(+1.1) 立命館守山中 セカンド:4.61(+1.2) 高穂中 公認:4.68(+0.9) 彦根東中 河瀬中
ソウザ　ビアンカ(3) 11.82 加藤　凛(3) 11.70 谷村　結彩(3) 11.45 三浦　月姫(3) 11.19 吉見　沙樹(3) 11.15 中村　美羽(3) 9.43 金田　琉杏(2) 9.23 宮副　結衣(3) 9.19
朝桜中 彦根東中 双葉中 市立守山中 高穂中 土山中 城山中 甲西北中
井上　朋(3) 26.34 川村　心乃香(3) 24.96 遠城　心(3) 24.44 山田　愛葉(2) 23.88 松川　暖奈(3) 21.58 大西　優莉乃(3) 20.63 佐々木　優衣(3) 20.37 河邊　乙葉(3) 19.99
志賀中 甲賀中 日野中 甲西中 打出中 粟津中 彦根東中 明富中
諸木　陽菜紗(3) 2787点 黒柳　芽以(3) 2117点 渡邊　璃子(3) 2022点 小島　ゆず姫(3) 1887点 中川　麗菜(3) 1871点 将亦　莉星(3) 1695点 山中　はるか(2) 1630点
県立守山中 GR-全中 彦根西中 聖徳中 近畿出場 安曇川中 城山中 彦根東中 南郷中

100H 14.86 (+1.8) 860点 16.64 (+1.8) 638点 16.73 (+1.8) 627点 17.64 (+1.8) 526点 17.11 (+1.8) 584点 18.45 (+1.8) 443点 18.07 (+1.8) 481点
ＨＪ 1.58 712点 1.35 460点 1.43 544点 1.35 460点 1.25 359点 1.30 409点 1.30 409点
ＳＰ 10.62 750点 7.32 356点 295点 8.19 412点 7.71 381点 7.52 368点 6.36 294点
200m 27.82 (+1.3) 645点 27.60 (+1.3) 663点 28.97 (+1.3) 556点 29.90 (+1.3) 489点 29.10 (+0.8) 547点 30.10 (+0.8) 475点 30.52 (+0.8) 446点

岸本　朋華(2) 2022点
松原中

100H 16.68 (+1.8) 633点
ＨＪ 1.40 512点
ＳＰ 6.96 332点
200m 29.12 (+1.3) 545点

志賀中 36点 日吉中 29点 青山中 28点
（上位者数による）

守山南中 28点
（上位者数による）

土山中 26点 彦根東中 25点 粟津中 21点
（上位者数による）

市立守山中 21点
（上位者数による）

双葉中 57点 市立守山中 52.5点 水口中 51点 日吉中 45点
（上位者数による）

朝桜中 45点
（上位者数による）

守山南中 45点
（上位者数による）

志賀中 42点
（上位者数による）

信楽中 42点
（上位者数による）

GR：大会新記録

全中：全中標準記録突破

w：追風参考

26

7/29
2年

100m
39

9

7/29 1500m

7/28 円盤投

21

41

日付

7/28
3年

100m

7/28 800m

7/29
1年

100ｍ

1年
800m

四種競技7/28

41

7/28 20

7/29 4×100m

14

7/28

12

7/29 100mH 21

7/29

学校対抗得点男女総合

低学年
4×100m

20

学校対抗得点女子

7/29

7/29

7/28 走幅跳 17

砲丸投 9

11

走高跳 18

最優秀選手賞 男子　 男子共通四種競技 競技会コード 22253002

女子　 女子共通四種競技 競技場コード 252020 総　　務 西　田　雄　一

審 判 長 ｽﾀｰﾄ 小　林　徹　郎

参加校 参加人数 大会新記録一覧表 ﾄﾗｯｸ 山　林　　　聡

男子 82 729 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 跳躍 西　尾　圭　介

女子 70 470 7/28 〇 〇 女 200m 予 25"10(+0.9) 津本　瑛夏 南郷中・３年 投てき 西　藤　高　志

合計 86 1199 7/28 〇 男 200m 予 22"66(+1.5) 北村　仁一朗 双葉中・３年 混成 文　室　康　志

7/28 〇 〇 女 200m 決 25"15(+0.5) 津本　瑛夏 南郷中・３年 記録主任 藤　田　翔　平

7/28 〇 男 200m 決 22"39(-0.1) 北村　仁一朗 双葉中・３年 滋賀県中学校体育連盟陸上競技専門部

7/28 〇 男 200m 決 22"59(-0.1) 島田　絢都 守山北中・３年

7/28 〇 男 3年100m 予 11"08(+1.4) 伊藤　大翔 日吉中・３年

7/28 〇 男 3年100m 決 11"01(+0.3) 伊藤　大翔 日吉中・３年

7/28 〇 〇 男 低学年4×100mR 予 46"53 北村・川嵜・小川・横田 双葉中

7/28 〇 〇 女 四種競技 決 2787 諸木　陽菜紗 県立守山中・３年

7/28 〇 〇 〇 男 四種競技 決 2656  目片　亮 朝桜中・３年

7/29 〇 男 共通4×100m 予 43"04 河原・山本・林・伊藤 日吉中

7/29 ○ 男 共通4×100m 決 43"22 河原・山本・林・伊藤 日吉中

7/29 ○ 男 走高跳 決 1m85 眞野　吏津 皇子山中・3年

目片　亮（朝桜中・３年）

諸木　陽菜紗（県立守山中・３年）



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

1年男子100m 予選 7/29 11:50 (6-0+16)
決勝 7/29 13:25 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川
全中参加標準記録 11.20 　 　  　

〈〈 予選 〉〉 (6-0+16)
1組 (+2.3 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 2236
オカモト　トウヤ シガチュウ

q w12.30 1 11020
キヤマ　リョウタ リツメイカンモリヤマチュウ

q 12.20 PB岡本　澄也(1) 志賀中 木山　凌汰(1) 立命館守山中

2 3107
ハチヤ　ヒロマサ ヤスチュウ

q w12.33 2 6556
オガワ　ルカ ソウヨウチュウ

q 12.61 PB蜂屋　尋正(1) 野洲中 小川　琉鶴(1) 双葉中

3 10412
ウエキ　マサト オオギチュウ

w13.11 3 7518
オオハラ　レン タカホチュウ

q 12.62 PB上木　将大(1) 仰木中 大原　蓮(1) 高穂中

4 1556
ヨツタニ　ハルマ ハチマンチュウ

w13.23 4 10245
マチノ　ハルト アケトミチュウ

12.96 PB四谷　遙真(1) 八幡中 町野　陽都(1) 明富中

1401
ニシカワ　アキト ナガハマミナミチュウ

DNS 5 1714
ワキサカ　リョウ ハチマンニシチュウ

13.01 PB西川　晃叶(1) 長浜南中 脇阪　遼(1) 八幡西中

8022
シマモト　コウセイ アドガワチュウ

DNS 6 3864
オノ　イブキ コウナンチュウ

13.15 PB島本　康聖(1) 安曇川中 小野　一颯(1) 甲南中

6348
ハセガワ　レオ マイバラチュウ

DNS 7 2408
ヨコエ　ソウタ マツバラ

13.39 PB長谷川　怜央(1) 米原中 横江　蒼大(1) 松原中

3組 (+2.1 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 7348
ドウマン　ゴウスケ ニシアザイチュウ

q w12.07 1 2801
タカハシ　ユウタ イチリツモリヤマチュウ

q 12.50道満　昊典(1) 西浅井中 高橋　優太(1) 市立守山中

2 9658
マツダ　コウガ セタキタチュウ

q w12.46 2 4927
モリシタ　アイト ノトガワチュウ

q 12.62 PB松田　康雅(1) 瀬田北中 森下　愛斗(1) 能登川中

3 1806
イノウエ　ユウト フナオカチュウ

q w12.61 3 7601
タカハシ　ヒロト キノモトチュウ

q 12.82井上　雄斗(1) 船岡中 髙橋　裕斗(1) 木之本中

4 1227
ハタノ　ケイタロウ ナガハマキタチュウ

w12.88 4 10375
ハタナカ　ナツキ タマガワチュウ

13.00 PB畑野　惠太郎(1) 長浜北中 畠中　夏希(1) 玉川中

5 4319
フクヤマ　リュウキ ナンゴウチュウ

w13.07 5 2378
キタガワ　ヒロム クサツチュウ

13.09 PB福山　琉輝(1) 南郷中 北川　弘武(1) 草津中

6 746
ハタノ　ナオキ ヒコネヒガシチュウ

w13.09 6 1631
イマワカ　ゴウキ ハチマンヒガシチュウ

13.24 PB畑野　直希(1) 彦根東中 今若　剛輝(1) 八幡東中

7 8706
ミナガワ　シュンヤ モリヤマミナミチュウ

w13.11 10517
マルヤマ　ヒロウミ アオヤマチュウ

DNS南川　竣哉(1) 守山南中 丸山　大海(1) 青山中

5組 (+1.9 m/s) 6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 9204
キシモト　ナオサト オイカミチュウ

q 12.25 1 3104
キシモト　ダイキ ヤスチュウ

q 12.45 PB岸本　直悟(1) 老上中 岸本　大暉(1) 野洲中

2 9630
ナカオ　カイト セタキタチュウ

q 12.52 PB 2 3232
タナカ　コウ チュウズチュウ

12.90中尾　櫂斗(1) 瀬田北中 田中　光羽(1) 中主中

3 2021
ツカモト　ハルキ セイトク

q 12.76 PB 3 9158
ヤマダ　ケンセイ モリヤマキタチュウ

13.28塚本　遥貴(1) 聖徳中 山田　兼世(1) 守山北中

4 9042
フジタ　コウダイ カラサキチュウ

q 12.88 PB 4 1153
テラムラ　ユウスケ ナガハマニシチュウ

13.38藤田　煌大(1) 唐崎中 寺村　勇亮(1) 長浜西中

5 233
カジモト　イツキ オウジヤマチュウ

12.92 PB 4259
ニシカワ　マサト ヒノチュウ

DQ FS 梶本　樹生(1) 皇子山中 西川　雅登(1) 日野中

6 9440
ヤマモト　ユウト リットウニシチュウ

13.19 PB 3460
テラムラ　リク ミナクチチュウ

DQ FS 山本　優人(1) 栗東西中 寺村　陸(1) 水口中

835
ミヤケ　ユウタ ヒコネニシチュウ

DNS三宅　悠太(1) 彦根西中

w:追風参考  q:プラスによる進出    DNS:欠場  PB:パーソナルベスト  DQ:失格  FS:TR16.7-不正スタート  
リスト出力日時 2022/07/29 14:59:45



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

1年男子100m 予選 7/29 11:50 (6-0+16)
決勝 7/29 13:25 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川
全中参加標準記録 11.20 　 　  　

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+1.5 m/s) 2組 (+1.8 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 7348
ドウマン　ゴウスケ ニシアザイチュウ

12.16 1 9630
ナカオ　カイト セタキタチュウ

12.54 PB道満　昊典(1) 西浅井中 中尾　櫂斗(1) 瀬田北中

2 11020
キヤマ　リョウタ リツメイカンモリヤマチュウ

12.24 PB 2 1806
イノウエ　ユウト フナオカチュウ

12.56 PB木山　凌汰(1) 立命館守山中 井上　雄斗(1) 船岡中

3 2236
オカモト　トウヤ シガチュウ

12.28 3 4927
モリシタ　アイト ノトガワチュウ

12.64 PB岡本　澄也(1) 志賀中 森下　愛斗(1) 能登川中

4 3107
ハチヤ　ヒロマサ ヤスチュウ

12.44 PB 4 6556
オガワ　ルカ ソウヨウチュウ

12.68蜂屋　尋正(1) 野洲中 小川　琉鶴(1) 双葉中

5 9204
キシモト　ナオサト オイカミチュウ

12.46 5 2021
ツカモト　ハルキ セイトク

12.79 PB岸本　直悟(1) 老上中 塚本　遥貴(1) 聖徳中

6 3104
キシモト　ダイキ ヤスチュウ

12.48 PB 6 9042
フジタ　コウダイ カラサキチュウ

12.83 PB岸本　大暉(1) 野洲中 藤田　煌大(1) 唐崎中

7 9658
マツダ　コウガ セタキタチュウ

12.58 PB 7 7601
タカハシ　ヒロト キノモトチュウ

12.84松田　康雅(1) 瀬田北中 髙橋　裕斗(1) 木之本中

8 2801
タカハシ　ユウタ イチリツモリヤマチュウ

12.69 8 7518
オオハラ　レン タカホチュウ

12.91高橋　優太(1) 市立守山中 大原　蓮(1) 高穂中

PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 15:01:28



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

2年男子100m 予選 7/29 11:15 (6-1+10)
決勝 7/29 13:15 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川
全中参加標準記録 11.20 　 　  　

〈〈 予選 〉〉 (6-1+10)
1組 (+2.3 m/s) 2組 (+2.6 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

1 350
ナカノ　タケル ウチデチュウ

Q w11.44 1 5849
イシハラ　リュウセイ ヒコネチュウ

Q w11.54
中野　岳瑠(2) 打出中 石原　琉聖(2) 彦根中

2 2855
ナカニシ　レオン イチリツモリヤマチュウ

q w11.77 2 8739
ヨシムラ　カンタ モリヤマミナミチュウ

q w11.73
中西　礼響(2) 市立守山中 吉村　莞太(2) 守山南中

3 10813
イチミヤ　ハル ミナクチヒガシチュウ

w11.95 3 2732
ヤギ　イチト リットウチュウ

w12.02一宮　暖(2) 水口東中 八木　一斗(2) 栗東中

4 9139
オカダ　ユウト モリヤマキタチュウ

w12.15 4 3443
カバナダ　ジョンマイケル ミナクチチュウ

w12.17岡田　優飛(2) 守山北中 カバナダ　ジョンマイケル(2) 水口中

5 10125
タケダ　ヨシタカ コウセンカトリックチュウ

w12.34 5 2226
ニシムラ　ダイキ シガチュウ

w12.37武田　賢孝(2) 光泉カトリック中 西村　大喜(2) 志賀中

6 10212
イカイ　タクミ アケトミチュウ

w12.52 6 2363
ニシムラ　ショウマ クサツチュウ

w12.37猪飼　逞光(2) 明富中 西村　尚真(2) 草津中

7 6050
マツダ　ユウキ ダイトウチュウ

w12.68 7 9024
ヒノシタ　ソウスケ カラサキチュウ

w12.69松田　侑樹(2) 大東中 日下　奏佑(2) 唐崎中

1133
ババ　ユウト ナガハマニシチュウ

DNS馬場　悠人(2) 長浜西中

3組 (+1.4 m/s) 4組 (+2.6 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 9413
タグチ　アツシ リットウニシチュウ

Q 11.69 PB 1 9411
ヨシドメ　ダイチ リットウニシチュウ

Q w11.60
田口　淳志(2) 栗東西中 吉留　大智(2) 栗東西中

2 726
イノウエ　ハルノブ ヒコネヒガシチュウ

q 11.85 2 7554
ヤマモト　マユト タカホチュウ

q w11.71井上　晴信(2) 彦根東中 山本　真祐斗(2) 高穂中

3 6549
ヨコタ　サキヤ ソウヨウチュウ

q 11.87 PB 3 1513
イシイ　セイノスケ ハチマンチュウ

q w11.86
横田　咲希哉(2) 双葉中 石井　聖之介(2) 八幡中

4 1543
マエダ　コウマ ハチマンチュウ

11.99 PB 4 3518
ツルヤマ　ソウタ シロヤマチュウ

w12.15前田　琥右真(2) 八幡中 鶴山　颯大(2) 城山中

5 9602
フジイ　コウタロウ セタキタチュウ

12.23 PB 5 4521
キタガワ　セイシロウ リュウオウチュウ

w12.31藤井　康太朗(2) 瀬田北中 北川　清志郎(2) 竜王中

6 10002
ナカツカ　ハルヒ マノチュウ

12.26 PB 6 2124
モリノ　ユウト カタタチュウ

w12.32中塚　陽飛(2) 真野中 森野　友斗(2) 堅田中

7 3163
ヤマダ　コウセイ ヤスチュウ

12.34 PB 7 1213
ヒロベ　ハルト ナガハマキタチュウ

w12.58山田　康晴(2) 野洲中 廣部　陽大(2) 長浜北中

8 8604
イノダ　アキ キョウダイシャチュウ

12.75 PB 439
ミズタニ　ハルト アワヅチュウ

DNS猪田　晄生(2) 兄弟社中 水谷　暖仁(2) 粟津中

5組 (+2.0 m/s) 6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 11002
イワサキ　コウタ リツメイカンモリヤマチュウ

Q 11.55 PB 1 333
コンドウ　ヒロアキ ウチデチュウ

Q w11.57
岩﨑　航大(2) 立命館守山中 近藤　寛明(2) 打出中

2 10426
ヒオキ　ジオン オオギチュウ

q 11.64 PB 2 9814
ホリウチ　クウハ ヒコネチュウオウチュウ

q w11.73
日置　獅音(2) 仰木中 堀内　空羽(2) 彦根中央中

3 9507
アキモリ　シュンガ キタオオジチュウ

q 11.95 PB 3 127
オクダ　ケンゴ ヒヨシチュウ

q w11.74
秋森　隼河(2) 北大路中 奥田　健吾(2) 日吉中

4 213
バンバ　タクミ オウジヤマチュウ

12.21 PB 4 2003
ミヤガワ　リョウ セイトク

w12.04馬場　拓海(2) 皇子山中 宮川　諒(2) 聖徳中

5 3214
イマイ　シオン チュウズチュウ

12.57 5 3917
ウエダ　アヤト シガラキチュウ

w12.15今井　誌音(2) 中主中 上田　彩斗(2) 信楽中

6 3714
ナカムラ　コウセイ コウカチュウ

12.77 6 801
キュウラギ　カナト ヒコネニシチュウ

w12.41中村　晃成(2) 甲賀中 久良木　奏人(2) 彦根西中

7 4101
ナミカワ　ソウタ チョウオウチュウ

12.86 7 3317
コバヤシ　タイジ コウセイチュウ

w12.74並川　颯太(2) 朝桜中 小林　太志(2) 甲西中

6329
スミダ　ハルキ マイバラチュウ

DNS 2535
アオヤマ　ユウイチ セタチュウ

DNS角田　陽輝(2) 米原中 青山　悠一(2) 瀬田中

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DNS:欠場  PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:59:28



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

2年男子100m 予選 7/29 11:15 (6-1+10)
決勝 7/29 13:15 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川
全中参加標準記録 11.20 　 　  　

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+2.1 m/s) 2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

1 350
ナカノ　タケル ウチデチュウ

w11.30 1 8739
ヨシムラ　カンタ モリヤマミナミチュウ

w11.59中野　岳瑠(2) 打出中 吉村　莞太(2) 守山南中

2 5849
イシハラ　リュウセイ ヒコネチュウ

w11.50 2 2855
ナカニシ　レオン イチリツモリヤマチュウ

w11.84石原　琉聖(2) 彦根中 中西　礼響(2) 市立守山中

3 10426
ヒオキ　ジオン オオギチュウ

w11.52 3 6549
ヨコタ　サキヤ ソウヨウチュウ

w11.86日置　獅音(2) 仰木中 横田　咲希哉(2) 双葉中

4 7554
ヤマモト　マユト タカホチュウ

w11.53 4 726
イノウエ　ハルノブ ヒコネヒガシチュウ

w11.87山本　真祐斗(2) 高穂中 井上　晴信(2) 彦根東中

4 11002
イワサキ　コウタ リツメイカンモリヤマチュウ

w11.53 5 9507
アキモリ　シュンガ キタオオジチュウ

w11.88岩﨑　航大(2) 立命館守山中 秋森　隼河(2) 北大路中

6 9411
ヨシドメ　ダイチ リットウニシチュウ

w11.69 6 127
オクダ　ケンゴ ヒヨシチュウ

w11.90吉留　大智(2) 栗東西中 奥田　健吾(2) 日吉中

7 333
コンドウ　ヒロアキ ウチデチュウ

w11.72 7 1513
イシイ　セイノスケ ハチマンチュウ

w12.08近藤　寛明(2) 打出中 石井　聖之介(2) 八幡中

8 9413
タグチ　アツシ リットウニシチュウ

w11.99 9814
ホリウチ　クウハ ヒコネチュウオウチュウ

DNS田口　淳志(2) 栗東西中 堀内　空羽(2) 彦根中央中

w:追風参考  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 15:01:11



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

3年男子100m 予選 7/28 10:30 (7-1+9)
決勝 7/28 13:20 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川
全中参加標準記録 11.20 　 　  　

〈〈 予選 〉〉 (7-1+9)
1組 (+1.4 m/s) 2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

1 115
イトウ　ハルト ヒヨシチュウ

Q 11.08 全中 1 3909
モリカワ　エイタ シガラキチュウ

Q 11.36伊藤　大翔(3) 日吉中 森川　瑛太(3) 信楽中

2 6802
アサダ　トキヤ コホクチュウ

q 11.72 2 136
ハヤシ　アオイ ヒヨシチュウ

q 11.66 PB浅田　斗輝也(3) 湖北中 林　碧海(3) 日吉中

3 428
キタムラ　ヒデヒサ アワヅチュウ

11.80 PB 3 7548
フクナガ　シオン タカホチュウ

11.87北村　成悠(3) 粟津中 福永　獅恩(3) 高穂中

4 9545
ハヤシ　コウタ キタオオジチュウ

11.97 4 2525
トクダ　ハヤヒデ セタチュウ

11.97 PB林　航汰(3) 北大路中 德田　隼秀(3) 瀬田中

5 2751
シライ　ルキ リットウチュウ

12.04 5 10202
ニシムラ　ジン アケトミチュウ

12.17 PB白井　瑠煌(3) 栗東中 西村　仁(3) 明富中

6 764
フシキ　シュン ヒコネヒガシチュウ

12.48 6 7122
フセ　トオイ タカツキチュウ

12.20伏木　駿(3) 彦根東中 布施　斗威(3) 高月中

7 4132
オオザキ　コウタロウ チョウオウチュウ

12.59 7 8930
クズシタ　カズキ ヤスキタチュウ

12.68大﨑　幸太郎(3) 朝桜中 葛下　和輝(3) 野洲北中

3組 (+0.5 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 10502
ニシグチ　ユウセイ アオヤマチュウ

Q 11.44 1 5833
オオオカ　ソウスケ ヒコネチュウ

Q 11.52西口　友晟(3) 青山中 大岡　颯祐(3) 彦根中

2 5401
ヤマダ　ダイゴ イナエチュウ

q 11.72 2 2421
ウエダ　アシタカ マツバラ

q 11.57 PB山田　大悟(3) 稲枝中 上田　葦恭(3) 松原中

3 1503
フジタ　リュウシン ハチマンチュウ

q 11.77 PB 3 8651
ミヤジマ　カンノスケ キョウダイシャチュウ

11.79 PB藤田　龍信(3) 八幡中 宮嶋　貫乃介(3) 兄弟社中

4 3566
ニシダ　ダイチ シロヤマチュウ

11.89 4 3204
アメミヤ　カイリ チュウズチュウ

11.98 PB西多　大地(3) 城山中 雨宮　海利(3) 中主中

5 3723
フクイ　エイト コウカチュウ

12.18 PB 5 8719
マスダ　シンジ モリヤマミナミチュウ

12.18福井　瑛翔(3) 甲賀中 増田　慎仁(3) 守山南中

6 5920
ヤマオ　ユウタ カシワバラチュウ

12.37 6 10037
オクダ　ルキ マノチュウ

12.31山尾　優太(3) 柏原中 奥田　琉希(3) 真野中

7 9914
タナカ　カイト ハヤマチュウ

12.66 7 9266
ホリタニ　カズト オイカミチュウ

12.50田中　海翔(3) 葉山中 堀谷　一翔(3) 老上中

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 3910
カワカミ　ダイチ シガラキチュウ

Q 11.46 1 3417
マツモト　タイガ ミナクチチュウ

Q 11.51 PB川上　大智(3) 信楽中 松本　大雅(3) 水口中

2 9836
ハギワラ　ケンシン ヒコネチュウオウチュウ

q 11.61 2 9676
イトウ　ユウラ セタキタチュウ

q 11.66 PB萩原　健心(3) 彦根中央中 伊東　侑良(3) 瀬田北中

3 280
ナナセ　サクヤ オウジヤマチュウ

q 11.79 PB 3 6530
クボタ　タイチ ソウヨウチュウ

11.94七々瀬　朔陽(3) 皇子山中 久保田　大智(3) 双葉中

4 9131
クボタ　ユウマ モリヤマキタチュウ

11.93 4 6712
キムラ　シュウヤ アザイチュウ

11.95窪田　友真(3) 守山北中 木村　秀哉(3) 浅井中

5 837
オオスミ　ハルキ ヒコネニシチュウ

11.94 PB 5 6045
ミヤベ　ヤマト ダイトウチュウ

12.10大角　悠貴(3) 彦根西中 宮部　大和(3) 大東中

6 3849
ワタナベ　クウマ コウナンチュウ

12.24 6 9409
キムラ　フミヤ リットウニシチュウ

12.37渡辺　空馬(3) 甲南中 木村　文哉(3) 栗東西中

7 4450
ユグチ　タク コウセイキタチュウ

12.41 7 4514
キタガワ　シュンタ リュウオウチュウ

12.48柚口　大空(3) 甲西北中 北川　隼汰(3) 竜王中

8 1215
ハマス　ユウスケ ナガハマキタチュウ

12.57 PB濱洲　昂佑(3) 長浜北中

7組 (+1.5 m/s)
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

Q 11.51 PB伊藤　大紘(3) 城山中

2 1102
カサイ　ユウキ ナガハマニシチュウ

q 11.58葛西　優希(3) 長浜西中

3 10646
フクナガ　レン カワセチュウ

11.87 PB福永　連生(3) 河瀬中

4 2148
オコシ　リュウヤ カタタチュウ

11.91起　龍也(3) 堅田中

5 2043
カジツカ　ソウム セイトク

12.21 PB梶塚　創夢(3) 聖徳中

6 4965
オオハシ　アユム ノトガワチュウ

12.28 PB大橋　歩(3) 能登川中

7 2348
クボ　ユウスケ クサツチュウ

12.52 PB久保　悠輔(3) 草津中

2203
ヤスダ　アサキ シガチュウ

DNS安田　旭希(3) 志賀中

Q:順位による通過者    全中:全中参加標準記録  q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:55:22



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

3年男子100m 予選 7/28 10:30 (7-1+9)
決勝 7/28 13:20 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 桑田　隆史 寝屋川四・兵庫 1988 万博

10.68 楊井　佑輝緒 長峰・兵庫 2001 加古川
全中参加標準記録 11.20 　 　  　

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+0.3 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

1 115
イトウ　ハルト ヒヨシチュウ

11.01 全中-PB 1 9836
ハギワラ　ケンシン ヒコネチュウオウチュウ

11.74伊藤　大翔(3) 日吉中 萩原　健心(3) 彦根中央中

2 10502
ニシグチ　ユウセイ アオヤマチュウ

11.36 PB 2 1102
カサイ　ユウキ ナガハマニシチュウ

11.77西口　友晟(3) 青山中 葛西　優希(3) 長浜西中

3 3909
モリカワ　エイタ シガラキチュウ

11.41 3 6802
アサダ　トキヤ コホクチュウ

11.78森川　瑛太(3) 信楽中 浅田　斗輝也(3) 湖北中

4 3910
カワカミ　ダイチ シガラキチュウ

11.47 4 1503
フジタ　リュウシン ハチマンチュウ

11.82 PB川上　大智(3) 信楽中 藤田　龍信(3) 八幡中

5 3417
マツモト　タイガ ミナクチチュウ

11.51 PB 5 9676
イトウ　ユウラ セタキタチュウ

11.86松本　大雅(3) 水口中 伊東　侑良(3) 瀬田北中

6 5833
オオオカ　ソウスケ ヒコネチュウ

11.53 6 5401
ヤマダ　ダイゴ イナエチュウ

11.88大岡　颯祐(3) 彦根中 山田　大悟(3) 稲枝中

7 3564
イトウ　マサヒロ シロヤマチュウ

11.58 PB 7 136
ハヤシ　アオイ ヒヨシチュウ

11.88伊藤　大紘(3) 城山中 林　碧海(3) 日吉中

8 2421
ウエダ　アシタカ マツバラ

11.59 PB 8 280
ナナセ　サクヤ オウジヤマチュウ

12.04上田　葦恭(3) 松原中 七々瀬　朔陽(3) 皇子山中

PB:パーソナルベスト  全中:全中参加標準記録  
リスト出力日時 2022/07/29 14:57:30



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子200m 予選 7/28  9:50 (5-1+11)
決勝 7/28 13:05 

滋賀県中学記録 21.61 桐生　祥秀 彦根南 2010 鳥取コカコーラ
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 寝屋川四・大阪 1988 郡山
全中参加標準記録 22.75 　 　  　
大会記録 22.04 谷　智也 甲賀中  

〈〈 予選 〉〉 (5-1+11)
1組 (+1.5 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 6538
キタムラ　ジンイチロウ ソウヨウチュウ

Q 22.66 全中 1 9128
シマダ　アヤト モリヤマキタチュウ

Q 23.26北村　仁一朗(3) 双葉中 島田　絢都(3) 守山北中

2 9839
ミヤマ　ハルト ヒコネチュウオウチュウ

q 23.87 PB 2 3854
クボタ　サヤト コウナンチュウ

q 23.74 PB深山　陽翔(3) 彦根中央中 久保田　清大(3) 甲南中

3 5856
タカシマ　ユウト ヒコネチュウ

q 23.89 PB 3 1109
フジタ　エイタロウ ナガハマニシチュウ

q 23.94 PB髙島　優仁(2) 彦根中 藤田　瑛太郎(3) 長浜西中

4 9403
キダ　ユウマ リットウニシチュウ

q 24.15 4 3713
カシノ　ジョウジ コウカチュウ

q 24.00喜田　侑磨(3) 栗東西中 樫野　丈二(3) 甲賀中

5 3435
タケヤマ　ミナト ミナクチチュウ

24.60 5 8744
シミズ　リュウキ モリヤマミナミチュウ

24.46 PB竹山　湊(3) 水口中 清水　隆希(2) 守山南中

6 7520
シゲマツ　ユウト タカホチュウ

25.17 PB 6 274
オオツカ　ヒロキ オウジヤマチュウ

25.65重松　悠斗(3) 高穂中 大塚　大稀(3) 皇子山中

7 9019
カノウ　トモキ カラサキチュウ

25.91 7 1621
カワシマ　ホヅミ ハチマンヒガシチュウ

25.65 PB嘉納　智貴(3) 唐崎中 川嶋　歩積(2) 八幡東中

3組 (0.0 m/s) 4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 3210
サコダ　ワタル チュウズチュウ

Q 24.01 1 3314
ムカイ　トモアキ コウセイチュウ

Q 23.82迫田　航(3) 中主中 向井　朋央(3) 甲西中

2 4454
オオシマ　トオイ コウセイキタチュウ

24.40 PB 2 1507
タカモリ　ハルト ハチマンチュウ

q 23.93大島　登生(3) 甲西北中 髙森　遥斗(3) 八幡中

3 11004
ナカマツ　エイスケ リツメイカンモリヤマチュウ

24.49 3 7806
キョウタニ　ホマレ イマヅ

q 24.28中松　英資(2) 立命館守山中 京谷　誉(3) 今津中

4 9551
ヤノ　ハルマ キタオオジチュウ

24.49 PB 4 2035
ニシウラ　リョウマ セイトク

q 24.29矢野　悠真(3) 北大路中 西浦　遼真(3) 聖徳中

5 10348
ヒグチ　ヨウタ タマガワチュウ

25.24 5 4519
イチオカ　マナト リュウオウチュウ

25.38樋口　洋太(3) 玉川中 市岡　真聖(3) 竜王中

6 6716
カワシマ　リョウト アザイチュウ

25.65 6 2434
ニガ　ソラト マツバラ

25.83川嶋　羚斗(3) 浅井中 仁賀　天翔(2) 松原中

125
ヤマモト　ユウイチロウ ヒヨシチュウ

DNS 6801
アカイ　ケイジュ コホクチュウ

DNS山本　悠一郎(3) 日吉中 赤井　桂樹(3) 湖北中

5組 (+0.1 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 1205
オオイ　コタロウ ナガハマキタチュウ

Q 24.23大井　琥太郎(3) 長浜北中

2 949
ニシムラ　ヨシフミ ヒコネミナミチュウ

q 24.30西村　義央(3) 彦根南中

3 2515
ニシダ　ソウマ セタチュウ

q 24.37 PB西田　蒼真(3) 瀬田中

4 5907
ミヤモト　エイタ カシワバラチュウ

25.33宮本　瑛太(3) 柏原中

5 8648
ナカムラ　ミヅキ キョウダイシャチュウ

25.40 PB中村　泉月(3) 兄弟社中

3570
オガワ　コウヘイ シロヤマチュウ

DNS小川　皓平(3) 城山中

Q:順位による通過者    全中:全中参加標準記録  q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:54:49



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子200m 予選 7/28  9:50 (5-1+11)
決勝 7/28 13:05 

滋賀県中学記録 21.61 桐生　祥秀 彦根南 2010 鳥取コカコーラ
近畿中学記録 21.58 桑田　隆史 寝屋川四・大阪 1988 郡山
全中参加標準記録 22.75 　 　  　
大会記録 22.04 谷　智也 甲賀中  

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (-0.1 m/s) 2組 (+0.3 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 6538
キタムラ　ジンイチロウ ソウヨウチュウ

22.39 全中 1 1507
タカモリ　ハルト ハチマンチュウ

23.63 PB北村　仁一朗(3) 双葉中 髙森　遥斗(3) 八幡中

2 9128
シマダ　アヤト モリヤマキタチュウ

22.59 全中 2 3713
カシノ　ジョウジ コウカチュウ

23.84島田　絢都(3) 守山北中 樫野　丈二(3) 甲賀中

3 3314
ムカイ　トモアキ コウセイチュウ

23.29 PB 3 1109
フジタ　エイタロウ ナガハマニシチュウ

24.19 PB向井　朋央(3) 甲西中 藤田　瑛太郎(3) 長浜西中

4 1205
オオイ　コタロウ ナガハマキタチュウ

23.66 4 9403
キダ　ユウマ リットウニシチュウ

24.27大井　琥太郎(3) 長浜北中 喜田　侑磨(3) 栗東西中

5 3854
クボタ　サヤト コウナンチュウ

23.67 PB 5 2035
ニシウラ　リョウマ セイトク

24.31久保田　清大(3) 甲南中 西浦　遼真(3) 聖徳中

6 3210
サコダ　ワタル チュウズチュウ

23.89 6 949
ニシムラ　ヨシフミ ヒコネミナミチュウ

24.36迫田　航(3) 中主中 西村　義央(3) 彦根南中

7 9839
ミヤマ　ハルト ヒコネチュウオウチュウ

23.92 7 2515
ニシダ　ソウマ セタチュウ

24.63深山　陽翔(3) 彦根中央中 西田　蒼真(3) 瀬田中

8 5856
タカシマ　ユウト ヒコネチュウ

23.94 PB 8 7806
キョウタニ　ホマレ イマヅ

24.77髙島　優仁(2) 彦根中 京谷　誉(3) 今津中

全中:全中参加標準記録  PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:57:16



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子400m 予選 7/28 10:55 (4-1+4)
決勝 7/28 12:50 

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

近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 東香芝・奈良 2014 丸亀
全中参加標準記録 51.60 　 　  　

〈〈 予選 〉〉 (4-1+4)
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 7809
フルタニ　ルク イマヅ

Q 52.26 PB 1 3423
ヒダ　エイト ミナクチチュウ

Q 54.86 PB古谷　ルク(3) 今津中 飛田　瑛渡(3) 水口中

2 1502
フジタ　シン ハチマンチュウ

q 55.35 PB 2 4215
ヤジマ　ショウゴ ヒノチュウ

q 55.38 PB藤田　眞(3) 八幡中 矢島　秀悟(3) 日野中

3 7524
スミカワ　ソラ タカホチュウ

55.48 PB 3 3308
イノグチ　タイチ コウセイチュウ

56.17 PB住川　蒼空(3) 高穂中 井之口　太一(3) 甲西中

4 3205
ウカイ　リョウケイ チュウズチュウ

56.77 PB 4 6702
シミズ　シモン アザイチュウ

58.61鵜飼　良慶(3) 中主中 清水　獅門(2) 浅井中

5 9508
モリヤ　キイチ キタオオジチュウ

57.02 PB 5 3649
マエノ　ハルキ ツチヤマチュウ

58.89守屋　希一(2) 北大路中 前野　晴輝(3) 土山中

6 2006
オオバ　エイチ セイトク

57.29 PB 11011
ハシグチ　リョウタロウ リツメイカンモリヤマチュウ

DNS大庭　叡知(2) 聖徳中 橋口　諒太郎(3) 立命館守山中

7 10203
ミナト　ダイゴ アケトミチュウ

57.80 PB 2536
キムラ　ケイシ セタチュウ

DNS湊　大悟(3) 明富中 木村　啓志(2) 瀬田中

3組 4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 3912
ウチダ　ユウト シガラキチュウ

Q 55.33 1 9671
ワタダ　ヒビキ セタキタチュウ

Q 53.87 PB内田　裕斗(3) 信楽中 和多田　響(3) 瀬田北中

2 6402
タベ　ウイチ カナンチュウ

56.25 2 6531
タカマツ　レント ソウヨウチュウ

q 55.13 PB田部　宇一(3) 河南中 髙松　蓮騰(3) 双葉中

3 9421
モリ　カズハ リットウニシチュウ

56.31 PB 3 8721
アサダ　コウキチ モリヤマミナミチュウ

q 55.42 PB森　和葉(2) 栗東西中 浅田　皐吉(3) 守山南中

4 5825
ツカモト　レン ヒコネチュウ

56.65 PB 4 3112
ワダ　ナオト ヤスチュウ

55.85 PB塚本　蓮(3) 彦根中 和田　直人(3) 野洲中

5 1107
シミズ　リョウタロウ ナガハマニシチュウ

57.81 5 10035
ツバキ　レオ マノチュウ

58.35清水　涼太郎(3) 長浜西中 椿　怜央(3) 真野中

6 9376
クロギ　レント シンドウチュウ

58.46 442
ヤマダ　タケル アワヅチュウ

DNS黒木　怜斗(3) 新堂中 山田　崇琉(2) 粟津中

Q:順位による通過者    PB:パーソナルベスト  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:55:40



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子400m 予選 7/28 10:55 (4-1+4)
決勝 7/28 12:50 

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

近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 東香芝・奈良 2014 丸亀
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 7809
フルタニ　ルク イマヅ

52.99古谷　ルク(3) 今津中

2 9671
ワタダ　ヒビキ セタキタチュウ

53.86 PB和多田　響(3) 瀬田北中

3 3423
ヒダ　エイト ミナクチチュウ

54.07 PB飛田　瑛渡(3) 水口中

4 3912
ウチダ　ユウト シガラキチュウ

54.55 PB内田　裕斗(3) 信楽中

5 6531
タカマツ　レント ソウヨウチュウ

55.06 PB髙松　蓮騰(3) 双葉中

6 8721
アサダ　コウキチ モリヤマミナミチュウ

55.14 PB浅田　皐吉(3) 守山南中

7 4215
ヤジマ　ショウゴ ヒノチュウ

55.38 PB矢島　秀悟(3) 日野中

8 1502
フジタ　シン ハチマンチュウ

56.14 PB藤田　眞(3) 八幡中

PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:57:04



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子800m 予選 7/29 10:10 (4-1+4)
決勝 7/29 12:45 

滋賀県中学記録 1:56.87 落合　晃 今津 2021 皇子山
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 柏原・兵庫 1990 博多の森
全中参加標準記録 2:00.50 　 　  　
大会記録 1:56.87 落合　晃 今津中 2021 

〈〈 予選 〉〉 (4-1+4)
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 2034
イシバシ　タケチ セイトク

Q 2:11.94 1 2357
サトウ　レン クサツチュウ

Q 2:06.89
石橋　高市(3) 聖徳中 佐藤　煉(2) 草津中

2 4217
マエダ　ヒロマサ ヒノチュウ

2:13.16 2 2848
ムラカミ　ゴウ イチリツモリヤマチュウ

q 2:09.08
前田　紘直(3) 日野中 村上　豪(3) 市立守山中

3 10211
サカイ　ユウタ アケトミチュウ

2:13.85 3 10504
ワタナベ　ダイチ アオヤマチュウ

q 2:09.28
酒井　悠汰(3) 明富中 渡辺　大智(3) 青山中

4 271
イノウエ　アヤト オウジヤマチュウ

2:17.70 4 7532
キムラ　ソウタ タカホチュウ

2:12.59井上　絢仁(3) 皇子山中 木村　颯汰(3) 高穂中

5 7119
ニシムラ　リュウイ タカツキチュウ

2:17.94 5 3412
イシカワ　カイキ ミナクチチュウ

2:13.96西村　龍威(3) 高月中 石川　海輝(3) 水口中

6 4533
シゲタ　ハルキ リュウオウチュウ

2:21.83 6 8222
カネコ　アサヒ コセイチュウ

2:14.54重田　遥輝(3) 竜王中 兼子　朝陽(3) 湖西中

11012
ウエキ　イッシン リツメイカンモリヤマチュウ

DNS 4909
ノムラ　ジント ノトガワチュウ

DNS植木　一心(3) 立命館守山中 野村　仁人(3) 能登川中

3組 4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 6451
オカノ　タイチ カナンチュウ

Q 2:06.69 1 6537
ヨシオカ　タクト ソウヨウチュウ

Q 2:07.54 PB岡野　太智(2) 河南中 吉岡　巧翔(3) 双葉中

2 3726
ナカジマ　ハルト コウカチュウ

q 2:06.94 2 10801
ニシノ　ユウヒ ミナクチヒガシチュウ

q 2:08.16 PB中嶋　悠翔(2) 甲賀中 西野　佑飛(3) 水口東中

3 3039
タダ　フミヤ イシベチュウ

2:09.94 3 937
ムライ　タロウ ヒコネミナミチュウ

2:09.67 PB多田　史弥(3) 石部中 村居　太郎(3) 彦根南中

4 8724
サギ　アツシ モリヤマミナミチュウ

2:12.02 4 3914
スズキ　ユタカ シガラキチュウ

2:11.34 PB鷺　敦司(3) 守山南中 鈴木　佑岳(2) 信楽中

5 9124
タカオカ　ダイセイ モリヤマキタチュウ

2:12.81 5 1222
タナカ　ハル ナガハマキタチュウ

2:13.42髙岡　大誠(3) 守山北中 田中　遙(3) 長浜北中

6 10712
イシハラ　ソウタ ケンリツモリヤマチュウ

2:15.78 6 3520
ワタモト　タケトラ シロヤマチュウ

2:13.75石原　聡太(2) 県立守山中 綿本　猛虎(2) 城山中

7 5846
フジハラ　トモキ ヒコネチュウ

2:18.24富士原　知軌(2) 彦根中

Q:順位による通過者    DNS:欠場  q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:58:53



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子800m 予選 7/29 10:10 (4-1+4)
決勝 7/29 12:45 

滋賀県中学記録 1:56.87 落合　晃 今津 2021 皇子山
近畿中学記録 1:53.67 足立　俊治 柏原・兵庫 1990 博多の森
全中参加標準記録 2:00.50 　 　  　
大会記録 1:56.87 落合　晃 今津中 2021 

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 2357
サトウ　レン クサツチュウ

2:06.64佐藤　煉(2) 草津中

2 6451
オカノ　タイチ カナンチュウ

2:07.40岡野　太智(2) 河南中

3 3726
ナカジマ　ハルト コウカチュウ

2:08.22中嶋　悠翔(2) 甲賀中

4 6537
ヨシオカ　タクト ソウヨウチュウ

2:09.39吉岡　巧翔(3) 双葉中

5 2848
ムラカミ　ゴウ イチリツモリヤマチュウ

2:10.00村上　豪(3) 市立守山中

6 10504
ワタナベ　ダイチ アオヤマチュウ

2:10.86渡辺　大智(3) 青山中

7 10801
ニシノ　ユウヒ ミナクチヒガシチュウ

2:12.84西野　佑飛(3) 水口東中

8 2034
イシバシ　タケチ セイトク

2:12.84石橋　高市(3) 聖徳中

リスト出力日時 2022/07/29 15:00:42



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

1年男子1500m 決勝 7/28 12:10 

滋賀県中学記録 3:59.08 山﨑　成人 水口 1993 神戸ユニバー
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 加古川
全中参加標準記録 4:08.50 　 　  　
大会記録 4:23.20 安原　海晴 船岡中  

〈〈 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 10240
イセムラ　ヒロト アケトミチュウ

4:33.18 PB 1 361
タニ　コウヘイ ウチデチュウ

5:01.66 PB伊勢村　優斗(1) 明富中 谷　康平(1) 打出中

2 2862
イシハラ　コウキ イチリツモリヤマチュウ

4:38.93 2 6057
ミノウラ　ハルト ダイトウチュウ

5:04.67 PB石原　向規(1) 市立守山中 箕浦　悠人(1) 大東中

3 4255
カワミナミ　セナ ヒノチュウ

4:40.85 PB 3 7567
ハセ　ミナト タカホチュウ

5:09.24川南　星流(1) 日野中 長谷　源(1) 高穂中

4 418
オオバヤシ　リンタロウ アワヅチュウ

4:45.47 PB 4 9664
ヨコタ　シリュウ セタキタチュウ

5:10.51大林　凛太郎(1) 粟津中 横田　士龍(1) 瀬田北中

5 4108
オオザキ　ジロウ チョウオウチュウ

4:49.88 5 8702
キタダ　コウジロウ モリヤマミナミチュウ

5:11.40 PB大﨑　次朗(1) 朝桜中 北田　晃次郎(1) 守山南中

6 9435
ヨシミ　ソラ リットウニシチュウ

4:54.37 PB 6 1557
ヨノ　トウマ ハチマンチュウ

5:13.77吉見　颯空(1) 栗東西中 夜野　統真(1) 八幡中

7 10824
ハタイ　カイト ミナクチヒガシチュウ

4:55.58 PB 7 2303
タケムラ　ハルト クサツチュウ

5:14.58 PB畑井　海翔(1) 水口東中 武村　悠聖(1) 草津中

8 9040
ゴトウ　ユズキ カラサキチュウ

5:00.82 8 1925
ヤマモト　アサヒ タマゾノチュウ

5:22.32後藤　柚輝(1) 唐崎中 山本　朝陽(1) 玉園中

9 2233
ナカムラ　リツ シガチュウ

5:01.28 9 732
スギムラ　ユウスケ ヒコネヒガシチュウ

5:30.53中村　律(1) 志賀中 杉村　優介(1) 彦根東中

10 3547
フクダ　ケンシロウ シロヤマチュウ

5:03.98 10518
ヨシダ　コウ アオヤマチュウ

DNS福田　賢志朗(1) 城山中 吉田　幸生(1) 青山中

1807
フジモト　リョウ フナオカチュウ

DNS 10016
オカベ　レイ マノチュウ

DNS藤本　諒(1) 船岡中 岡部　玲生(1) 真野中

1633
ニシザワ　ソウ ハチマンヒガシチュウ

DNS 6728
シミズ　コハク アザイチュウ

DNS西澤　蒼(1) 八幡東中 清水　琥珀(1) 浅井中

1716
コバヤシ　ソウヤ ハチマンニシチュウ

DNS小林　想也(1) 八幡西中

PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:56:34



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

2.3年男子1500m 決勝 7/29 12:25 

滋賀県中学記録 3:59.08 山﨑　成人 水口 1993 神戸ユニバー
近畿中学記録 3:55.90 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 加古川
全中参加標準記録 4:08.50 　 　  　
大会記録 4:07.13 溜池　一太 野洲北中  

〈〈 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 10208
イセムラ　リョウタ アケトミチュウ

4:13.13 1 4452
コバヤシ　リュウト コウセイキタチュウ

4:38.71伊勢村　羚太(3) 明富中 小林　琉斗(3) 甲西北中

2 9633
タニ　リュウセイ セタキタチュウ

4:16.58 2 1611
フクモト　エイシ ハチマンヒガシチュウ

4:41.32谷　隆誠(2) 瀬田北中 福本　瑛士(2) 八幡東中

3 6401
オカノ　シュウ カナンチュウ

4:20.90 3 7597
ナガタ　ユイト タカホチュウ

4:42.17岡野　秀(3) 河南中 永田　唯人(3) 高穂中

4 3908
イチタニ　ユウキ シガラキチュウ

4:22.13 4 722
ワタナベ　ハルヒト ヒコネヒガシチュウ

4:42.52一谷　優希(3) 信楽中 渡邉　陽仁(2) 彦根東中

5 3515
タカハシ　キョウスケ シロヤマチュウ

4:28.34 5 2009
カトウ　ハル セイトク

4:42.89髙橋　恭祐(2) 城山中 加藤　陽(2) 聖徳中

6 3420
マツヤマ　リョウスケ ミナクチチュウ

4:28.41 6 5902
カジタニ　ナオヤ カシワバラチュウ

4:43.00松山　遼祐(3) 水口中 梶谷　直弥(3) 柏原中

7 4232
コバヤシ　ダイスケ ヒノチュウ

4:29.32 7 3202
タナカ　リュウ チュウズチュウ

4:44.64小林　大輔(3) 日野中 田中　颯(3) 中主中

8 8725
ハラダ　ユウタ モリヤマミナミチュウ

4:31.21 8 3144
ヨシダ　ソウ ヤスチュウ

4:45.33原田　雄太(3) 守山南中 吉田　空央(3) 野洲中

9 9406
ハママツ　トウマ リットウニシチュウ

4:31.89 9 9502
タケウチ　シュウ キタオオジチュウ

4:45.51浜松　透希(3) 栗東西中 竹内　真優(2) 北大路中

10 4971
ハタ　ニチホ ノトガワチュウ

4:36.16 10 10351
スギトウ　リキ タマガワチュウ

4:45.62畑　仁智甫(2) 能登川中 杉藤　立基(3) 玉川中

11 10815
ニシムラ　ユウヤ ミナクチヒガシチュウ

4:38.03 11 3724
ツクダ　タクマ コウカチュウ

4:46.62西村　悠也(2) 水口東中 佃　拓磨(3) 甲賀中

12 1210
ニシカワ　ソラ ナガハマキタチュウ

4:45.36 12 4532
キイ　ハルト リュウオウチュウ

4:49.06西川　空(3) 長浜北中 紀伊　陽翔(3) 竜王中

13 6534
ツチカワ　コウキ ソウヨウチュウ

4:47.84 13 10597
カワバタ　ソラ アオヤマチュウ

4:59.35土川　航希(3) 双葉中 川畑　昊(3) 青山中

443
ヤマモト　ヒイロ アワヅチュウ

DNS 10001
オカベ　リク マノチュウ

DNS山本　秀路(2) 粟津中 岡部　玲空(2) 真野中

4801
ナカムラ　カズハ ゴカショウチュウ

DNS 1710
ツジモト　ミオ ハチマンニシチュウ

DNS中村　和羽(3) 五個荘中 辻本　未央(3) 八幡西中

6317
ナカゼキ　トウマ マイバラチュウ

DNS 8302
マツバラ　ケンシン ヒエイザンチュウ

DNS中関　叶真(3) 米原中 松原　謙心(3) 比叡山中

DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 15:00:21



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子3000m 決勝 7/29  9:55 

滋賀県中学記録 8:30.70 山﨑　成人 水口 1993 鳴門
近畿中学記録 8:21.22 池田　　親 加古川山手・兵庫 2012 尼崎
全中参加標準記録 8:57.00 　 　  　
大会記録 8:54.70 藤澤　怜欧 日枝中  

〈〈 決勝 〉〉
1組
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

9:22.13 PB今井　悠貴(2) 信楽中

2 3419
ニシハラ　リク ミナクチチュウ

9:23.73西原　陸(3) 水口中

3 2048
ワカサ　ソウタ セイトク

9:26.05 PB若狭　奏汰(3) 聖徳中

4 3507
イワイ　タツキ シロヤマチュウ

9:26.72 PB岩井　樹(3) 城山中

5 7545
ウエノ　ユウト タカホチュウ

9:29.34 PB上野　佑斗(3) 高穂中

6 3701
イノウエ　コウスケ コウカチュウ

9:43.50井上　功介(3) 甲賀中

7 1110
マツバラ　タクマ ナガハマニシチュウ

9:46.62 PB松原　拓真(3) 長浜西中

8 710
タナカ　アヤト ヒコネヒガシチュウ

9:48.14田中　彩翔(3) 彦根東中

9 2857
ノセ　リョウケン イチリツモリヤマチュウ

10:02.34
能瀬　亮賢(2) 市立守山中

10 9404
シオミツ　レン リットウニシチュウ

10:02.96
塩満　蓮(3) 栗東西中

11 1706
オオハシ　ジンイチロウ ハチマンニシチュウ

10:11.96大橋　仁一郎(3) 八幡西中

12 9546
カマタニ　シュンゴ キタオオジチュウ

10:18.22釜谷　駿吾(3) 北大路中

13 10721
モリ　カズト ケンリツモリヤマチュウ

10:18.38森　一翔(3) 県立守山中

14 3651
クサナ　ミライ ツチヤマチュウ

10:19.91草名　海徠(3) 土山中

15 347
ハタ　トウマ ウチデチュウ

10:21.40秦　斗真(2) 打出中

16 8226
バンバ　アツキ コセイチュウ

10:38.00
馬場　温己(3) 湖西中

17 3160
アタラシ　ユウト ヤスチュウ

10:40.45
新　悠翔(2) 野洲中

18 10814
オクダ　リンタロウ ミナクチヒガシチュウ

10:40.71奥田　凛太郎(2) 水口東中

19 9673
カツミ　タケル セタキタチュウ

10:51.64勝見　武尊(3) 瀬田北中

20 10218
タカハシ　ルキ アケトミチュウ

10:54.15髙橋　琉希(2) 明富中

21 4235
キシムラ　ユウシ ヒノチュウ

11:36.76岸村　優心(3) 日野中

3041
ハセガワ　リュウト イシベチュウ

DNS長谷川　流斗(3) 石部中

431
フジタ　カンタ アワヅチュウ

DNS藤田　勘太(3) 粟津中

PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:58:46



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/28  9:15 (4-1+4)
決勝 7/28 12:30 

滋賀県中学記録 14.16 藤原　孝輝 高穂 2017 えがお熊本
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 平城京・奈良  長居
全中参加標準記録 15.00 　   
大会記録 14.27 藤原　孝輝 高穂中  

〈〈 予選 〉〉 (4-1+4)
1組 (+2.4 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 10401
コニシ　チカラ オオギチュウ

Q w15.72 1 278
ヒラオカ　ケント オウジヤマチュウ

Q 15.73 PB小西　力(3) 仰木中 平岡　健斗(3) 皇子山中

2 4135
オオザワ　アオイ チョウオウチュウ

q w17.10 2 1919
コモリ　ソラ タマゾノチュウ

q 16.60 PB大澤　葵(3) 朝桜中 小森　空(3) 玉園中

3 2046
ツツミ　コウセイ セイトク

w17.53 3 4241
ノスギ　リント ヒノチュウ

q 17.13 PB堤　煌聖(3) 聖徳中 野杉　琳音(3) 日野中

4 6533
オオシマ　レオ ソウヨウチュウ

w18.15 4 4968
ノゾキ　ユウト ノトガワチュウ

17.16大島　羚煌(3) 双葉中 及位　優音(3) 能登川中

5 336
ハタ　ショウタロウ ウチデチュウ

w18.69 5 1508
フルバヤシ　ケンタ ハチマンチュウ

19.66畑　祥太朗(2) 打出中 古林　賢大(3) 八幡中

6 9653
ナカガワ　エイシン セタキタチュウ

w18.79 2610
ノノヤマ　ユウシン タナカミチュウ

DQ T8 中川　瑛心(1) 瀬田北中 野々山　優心(3) 田上中

1113
ヤマシタ　リク ナガハマニシチュウ

DQ T8 山下　璃久(3) 長浜西中

3組 (+1.2 m/s) 4組 (+0.6 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 2427
ヤマモト　カイト マツバラ

Q 16.53 PB 1 3209
ウカイ　リョウユウ チュウズチュウ

Q 16.31山元　魁人(3) 松原中 鵜飼　良悠(3) 中主中

2 2846
サカイ　テルヒサ イチリツモリヤマチュウ

q 16.98 PB 2 8649
ハヤシ　ショウタロウ キョウダイシャチュウ

17.37 PB酒井　照久(3) 市立守山中 林　樟太朗(3) 兄弟社中

3 9844
コダマ　トウイ ヒコネチュウオウチュウ

17.23 3 4516
イケダ　リク リュウオウチュウ

18.14 PB児玉　櫂夷(2) 彦根中央中 池田　陸大(3) 竜王中

4 3424
ミヤジ　モンタ ミナクチチュウ

17.50 PB 4 7808
ヒヅメ　ショウキ イマヅ

18.17 PB宮路　茂牟太(3) 水口中 日爪　翔希(3) 今津中

5 3853
ニシキノ　リク コウナンチュウ

17.50 PB 3311
ゴトウ　コウジロウ コウセイチュウ

DQ T8 錦野　利玖(3) 甲南中 後藤　孝次郎(3) 甲西中

6 3569
ムラタ　カケル シロヤマチュウ

18.98 701
スギモト　ゲン ヒコネヒガシチュウ

DQ FS 村田　翔(3) 城山中 杉本　源(3) 彦根東中

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    DQ:失格  T8:TR22.6.2-手や身体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した  PB:パーソナルベスト  FS:TR16.7-不正スタート  

リスト出力日時 2022/07/29 14:54:17



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/28  9:15 (4-1+4)
決勝 7/28 12:30 

滋賀県中学記録 14.16 藤原　孝輝 高穂 2017 えがお熊本
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 平城京・奈良  長居
全中参加標準記録 15.00 　   
大会記録 14.27 藤原　孝輝 高穂中  

〈〈 決勝 〉〉
1組 (+1.2 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10401
コニシ　チカラ オオギチュウ

15.41 PB小西　力(3) 仰木中

2 278
ヒラオカ　ケント オウジヤマチュウ

15.70 PB平岡　健斗(3) 皇子山中

3 3209
ウカイ　リョウユウ チュウズチュウ

16.01 PB鵜飼　良悠(3) 中主中

4 4135
オオザワ　アオイ チョウオウチュウ

16.49 PB大澤　葵(3) 朝桜中

5 2427
ヤマモト　カイト マツバラ

16.51 PB山元　魁人(3) 松原中

6 1919
コモリ　ソラ タマゾノチュウ

16.53 PB小森　空(3) 玉園中

7 2846
サカイ　テルヒサ イチリツモリヤマチュウ

17.15酒井　照久(3) 市立守山中

8 4241
ノスギ　リント ヒノチュウ

17.31 PB野杉　琳音(3) 日野中

PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:56:42



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年男子4x100mR
予選 7/28 11:30 (5-0+8)
決勝 7/28 14:05 

(低)滋賀県中学記録 46.66 島田・菅・芝崎・木村 守山北 1991 鴻ノ池
(低)近畿中学記録 45.00 栗田・白石・青山・山中 咲くやこの花・大阪 2017 ヤンマーフィールド

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
モリヤマキタチュウ

q 48.68 PB 5
クサツチュウ

51.09
守山北中 草津中
[1] ヤマゾエ　コウタロウ [2] イワサキ　コウタ [1] ツジ　ハヤト [2] キタガワ　ヒロム

9136 山副 功太郎(2) 9151 岩﨑 光汰(1) 2358 辻 隼人(2) 2378 北川 弘武(1)
[3] ヤマダ　ケンセイ [4] アンドウ　ショウヤ [3] フジイ　ハヤト [4] ニシムラ　ショウマ

9158 山田 兼世(1) 9138 安藤 翔也(2) 2304 藤井 勇人(1) 2363 西村 尚真(2)

2
オウジヤマチュウ

49.68 6
キョウダイシャチュウ

51.12
皇子山中 兄弟社中
[1] ミナガワ　アオト [2] カジモト　イツキ [1] クマイ　イオリ [2] キタムラ　ヒロツグ

209 皆川 蒼斗(2) 233 梶本 樹生(1) 8620 熊井 庵人(2) 8657 北村 洋諭(1)
[3] ヨコタ　トモキ [4] バンバ　タクミ [3] サイウチ　ハルト [4] イノダ　アキ

251 横田 智輝(1) 213 馬場 拓海(2) 8658 齊内 悠人(1) 8604 猪田 晄生(2)

3
マツバラ

49.82 PB 7
ダイトウチュウ

51.39 PB
松原中 大東中
[1] ヤマダ　レンショウ [2] コニシ　ルイ [1] ナカモリ　タケル [2] キタムラ　リョウタ

2438 山田 蓮翔(2) 2402 小西 琉唯(1) 6046 中森 威瑠(2) 6056 北村 良太(1)
[3] ヨコエ　ソウタ [4] ニガ　ソラト [3] ホシミゾ　テッペイ [4] ホッタ　ケイゴ

2408 横江 蒼大(1) 2434 仁賀 天翔(2) 6068 細溝 哲平(1) 6049 堀田 圭吾(2)

4
リットウニシチュウ

50.21
栗東西中
[1] イシザキ　ハヤト [2] ヤマモト　ユウト

9414 石﨑 早登(2) 9440 山本 優人(1)
[3] マツダ　レント [4] ヨシモト　オウスケ

9451 松田 怜都(1) 9416 吉本 凰涼(2)

2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 47.22
モリヤマミナミチュウ

DQ R2 
立命館守山中 守山南中
[1] ナカマツ　エイスケ [2] キヤマ　リョウタ [1] カギワダ　リョウスケ [2] ミナガワ　シュンヤ

11004 中松 英資(2) 11020 木山 凌汰(1) 8742 鍵和田 涼祐(2) 8706 南川 竣哉(1)
[3] キムラ　ユフ [4] イワサキ　コウタ [3] キタダ　コウジロウ [4] ヒガシ　レンア

11021 木村 勇歩(1) 11002 岩﨑 航大(2) 8702 北田 晃次郎(1) 8733 東 蓮碧(2)

2
ナガハマキタチュウ

50.34
アワヅチュウ

DNS
長浜北中 粟津中
[1] マツキ　レンタロウ [2] ハタノ　ケイタロウ [1] ニッタ　ソウイチロウ [2] コバヤシ　ケイゴ

1236 夏木 蓮太朗(2) 1227 畑野 惠太郎(1) 411 新田 蒼一郎(2) 420 小林 啓悟(1)
[3] カワセ　ナギサ [4] マツイ　ユウト [3] カサイ　ソウタ [4] ミズタニ　ハルト

1201 川瀬 渚(1) 1235 松井 優和(2) 419 笠井 蒼太(1) 439 水谷 暖仁(2)

3
アケトミチュウ

50.54 PB
シロヤマチュウ

DNS
明富中 城山中
[1] イカイ　タクミ [2] マチノ　ハルト

10212 猪飼 逞光(2) 10245 町野 陽都(1)
[3] モリ　コウシロウ [4] シモムラ　ダイスケ

10243 森 孔志郎(1) 10217 下村 大輔(2)

4
マイバラチュウ

51.40
米原中
[1] カタクラ　コウスケ [2] ハセガワ　レオ

6337 片倉 康介(2) 6348 長谷川 怜央(1)
[3] ミウラ　レント [4] タジマ　アキト

6349 三浦 蓮人(1) 6332 田嶋 彪登(2)

リスト出力日時 2022/07/29 14:55:58



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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
ソウヨウチュウ

q 46.53 SjH-GR 5
チュウズチュウ

49.95双葉中 中主中
[1] キタムラ　ハヤト [2] カワサキ　ジン [1] ツジ　タクト [2] タナカ　コウ

6544 北村 勇翔(2) 6557 川嵜 仁(1) 3222 辻 匠寿(2) 3232 田中 光羽(1)
[3] オガワ　ルカ [4] ヨコタ　サキヤ [3] オクムラ　ヒカル [4] イマイ　シオン

6556 小川 琉鶴(1) 6549 横田 咲希哉(2) 3231 奥村 輝(1) 3214 今井 誌音(2)

2
セタキタチュウ

q 48.46 6
ハチマンニシチュウ

50.10 PB瀬田北中 八幡西中
[1] フジイ　コウタロウ [2] マツダ　コウガ [1] オオハシ　トウマ [2] ワキサカ　リョウ

9602 藤井 康太朗(2) 9658 松田 康雅(1) 1738 大橋 寛真(2) 1714 脇阪 遼(1)
[3] ナカガワ　エイシン [4] クボ　ユウマ [3] カワハラサキ　ルイ [4] イチカワ　リョウ

9653 中川 瑛心(1) 9612 久保 悠真(2) 1717 河原崎 琉依(1) 1745 市川 凌(2)

3
ミナクチチュウ

q 49.02 7
アオヤマチュウ

51.02水口中 青山中
[1] カワシマ　タイガ [2] テラムラ　リク [1] ヤマダ　セイ [2] マルヤマ　ヒロウミ

3444 川島 大芽(2) 3460 寺村 陸(1) 10512 山田 惺(2) 10517 丸山 大海(1)
[3] オカムラ　ユウヤ [4] カバナダ　ジョンマイケル [3] ヤマモト　キッペイ [4] カサハラ　コウセイ

3468 岡村 宥弥(1) 3443 カバナダ ジョンマイケル(2) 10521 山本 桔平(1) 10513 笠原 巧成(2)

4
オオギチュウ

49.83 PB仰木中
[1] カナヤ　ユウト [2] ウエキ　マサト

10410 金谷 優音(2) 10412 上木 将大(1)
[3] ヒラマツ　ケンシロウ [4] フジワラ　トモキ

10413 平松 健士郎(1)10407 藤原 智紀(2)

4組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
セイトク

q 48.49 4
ノトガワチュウ

49.59聖徳中 能登川中
[1] オオバ　エイチ [2] ツカモト　ハルキ [1] オクダ　エイト [2] モリシタ　アイト

2006 大庭 叡知(2) 2021 塚本 遥貴(1) 4977 奥田 瑛翔(2) 4927 森下 愛斗(1)
[3] ナカイケ　テンノスケ [4] ミヤガワ　リョウ [3] アダチ　コウタロウ [4] カミヤマ　イブキ

2025 中池 天之介(1) 2003 宮川 諒(2) 4933 足立 航太郎(1) 4979 神山 維吹(2)

2
タカホチュウ

q 48.70 PB 5
ヒコネヒガシチュウ

49.74 PB高穂中 彦根東中
[1] イマイ　カズト [2] オオハラ　レン [1] モモタ　タカヒロ [2] ハタノ　ナオキ

7560 今井 一斗(2) 7518 大原 蓮(1) 727 百田 尚広(2) 746 畑野 直希(1)
[3] ウエダ　ユキマサ [4] ヤマモト　マユト [3] ナカオ　リク [4] イノウエ　ハルノブ

7517 上田 将正(1) 7554 山本 真祐斗(2) 729 中尾 凌久(1) 726 井上 晴信(2)

3
ハチマンチュウ

49.17 PB 6
ヒヨシチュウ

50.16八幡中 日吉中
[1] イシイ　セイノスケ [2] ヨツタニ　ハルマ [1] オクダ　ケンゴ [2] オクヒラ　ハルト

1513 石井 聖之介(2) 1556 四谷 遙真(1) 127 奥田 健吾(2) 143 奥平 遥斗(1)
[3] オオハシ　ユウシン [4] コニシ　レンタ [3] フクシロ　リキ [4] ワタナベ　ケイ

1533 大橋 祐心(1) 1518 小西 蓮太(2) 147 福城 吏毅(1) 134 渡辺 圭(2)

5組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
イチリツモリヤマチュウ

q 46.98 4
ヒコネニシチュウ

51.69市立守山中 彦根西中
[1] ニシ　ケイタ [2] クニマツ　アキラ [1] ムラタ　ユイト [2] カワタ　ユウ

2856 西 敬汰(2) 2863 國松 滉(1) 802 村田 悠唯音(2) 810 川田 悠(1)
[3] タカハシ　ユウタ [4] ナカニシ　レオン [3] イザキ　ハルヤ [4] ナカタ　ウタ

2801 高橋 優太(1) 2855 中西 礼響(2) 809 井﨑 晴也(1) 826 中田 宇汰(2)

2
ナガハマニシチュウ

49.73 PB
ヤスチュウ

DNF長浜西中 野洲中
[1] ババ　ユウト [2] テラムラ　ユウスケ [1] コバヤシ　アイト [2] キシモト　ダイキ

1133 馬場 悠人(2) 1153 寺村 勇亮(1) 3158 小林 愛翔(2) 3104 岸本 大暉(1)
[3] ツカダ　キョウスケ [4] キタムラ　レオン [3] ハチヤ　ヒロマサ [4] ヤマダ　コウセイ

1147 塚田 喬介(1) 1136 北村 澪音(2) 3107 蜂屋 尋正(1) 3163 山田 康晴(2)

3
タカツキチュウ

50.23 PB
カラサキチュウ

DNS高月中 唐崎中
[1] ヤマモト　アイト [2] ミウラ　ソウマ

7114 山本 愛翔(2) 7127 三浦 颯馬(1)
[3] ミタムラ　ユウリ [4] ヤマネ　ユウショウ

7134 三田村 優利(1) 7113 山根 悠晶(2)

q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DQ:失格  R2:TR24.7-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（２走→３走）  DNS:欠場  SjH:(低)滋賀県中学記録  GR:大会記録  DNF:途中棄権  

リスト出力日時 2022/07/29 14:55:58



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年男子4x100mR
予選 7/28 11:30 (5-0+8)
決勝 7/28 14:05 

(低)滋賀県中学記録 46.66 島田・菅・芝崎・木村 守山北 1991 鴻ノ池
(低)近畿中学記録 45.00 栗田・白石・青山・山中 咲くやこの花・大阪 2017 ヤンマーフィールド

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
イチリツモリヤマチュウ

46.91 5
セイトク

48.20
市立守山中 聖徳中
[1] ニシ　ケイタ [2] クニマツ　アキラ [1] オオバ　エイチ [2] ツカモト　ハルキ

2856 西 敬汰(2) 2863 國松 滉(1) 2006 大庭 叡知(2) 2021 塚本 遥貴(1)
[3] タカハシ　ユウタ [4] ナカニシ　レオン [3] ナカイケ　テンノスケ [4] ミヤガワ　リョウ

2801 高橋 優太(1) 2855 中西 礼響(2) 2025 中池 天之介(1) 2003 宮川 諒(2)

2
ソウヨウチュウ

46.95 6
モリヤマキタチュウ

48.50 PB
双葉中 守山北中
[1] キタムラ　ハヤト [2] カワサキ　ジン [1] ヤマゾエ　コウタロウ [2] イワサキ　コウタ

6544 北村 勇翔(2) 6557 川嵜 仁(1) 9136 山副 功太郎(2) 9151 岩﨑 光汰(1)
[3] オガワ　ルカ [4] ヨコタ　サキヤ [3] ヤマダ　ケンセイ [4] アンドウ　ショウヤ

6556 小川 琉鶴(1) 6549 横田 咲希哉(2) 9158 山田 兼世(1) 9138 安藤 翔也(2)

3
リツメイカンモリヤマチュウ

47.84 7
タカホチュウ

48.52 PB
立命館守山中 高穂中
[1] ナカマツ　エイスケ [2] キヤマ　リョウタ [1] イマイ　カズト [2] オオハラ　レン

11004 中松 英資(2) 11020 木山 凌汰(1) 7560 今井 一斗(2) 7518 大原 蓮(1)
[3] キムラ　ユフ [4] イワサキ　コウタ [3] ウエダ　ユキマサ [4] ヤマモト　マユト

11021 木村 勇歩(1) 11002 岩﨑 航大(2) 7517 上田 将正(1) 7554 山本 真祐斗(2)

4
セタキタチュウ

48.17 8
ミナクチチュウ

49.52
瀬田北中 水口中
[1] フジイ　コウタロウ [2] マツダ　コウガ [1] カワシマ　タイガ [2] テラムラ　リク

9602 藤井 康太朗(2) 9658 松田 康雅(1) 3444 川島 大芽(2) 3460 寺村 陸(1)
[3] ナカガワ　エイシン [4] クボ　ユウマ [3] オカムラ　ユウヤ [4] カバナダ　ジョンマイケル

9653 中川 瑛心(1) 9612 久保 悠真(2) 3468 岡村 宥弥(1) 3443 カバナダ ジョンマイケル(2)

PB:パーソナルベスト  

リスト出力日時 2022/07/29 14:57:53



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
予選 7/29  9:25 (7-0+8)
決勝 7/29 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 43.45 廣田、伊藤、奥田、古田 日吉中 2021 

〈〈 予選 〉〉 (7-0+8)

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

q 43.04 GR 5
オウジヤマチュウ

46.38
日吉中 皇子山中
[1] カワハラ　ヒビキ [2] ヤマモト　ユウイチロウ [1] イノウエ　アヤト [2] ナナセ　サクヤ

116 河原 響希(3) 125 山本 悠一郎(3) 271 井上 絢仁(3) 280 七々瀬 朔陽(3)
[3] ハヤシ　アオイ [4] イトウ　ハルト [3] ヤマダ　ハルト [4] オオツカ　ヒロキ

136 林 碧海(3) 115 伊藤 大翔(3) 289 山田 悠人(3) 274 大塚 大稀(3)

2
リットウニシチュウ

45.44 6
ヒノチュウ

48.22
栗東西中 日野中
[1] キムラ　フミヤ [2] ヨシドメ　ダイチ [1] マスダ　メイチ [2] ノザワ　ソウタ

9409 木村 文哉(3) 9411 吉留 大智(2) 4239 増田 芽直(3) 4219 野澤 颯汰(3)
[3] タグチ　アツシ [4] キダ　ユウマ [3] シマムラ　シン [4] ノスギ　リント

9413 田口 淳志(2) 9403 喜田 侑磨(3) 4237 嶋村 芯(3) 4241 野杉 琳音(3)

3
ウチデチュウ

46.29 PB 7
コホクチュウ

48.25
打出中 湖北中
[1] クラハシ　ユイ [2] ナカノ　タケル [1] ナカタニ　ハルト [2] スギヤマ　キョウ

340 倉橋 侑生(2) 350 中野 岳瑠(2) 6808 中谷 陽登(3) 6806 杉山 慶(3)
[3] ナカノ　エイタロウ [4] コンドウ　ヒロアキ [3] ニシムラ　コウシロウ [4] アサダ　トキヤ

339 中野 瑛太郎(2) 333 近藤 寛明(2) 6809 西村 昊士郎(3) 6802 浅田 斗輝也(3)

4
オオギチュウ

46.37 PB 8
ハチマンニシチュウ

48.74 PB
仰木中 八幡西中
[1] スガハラ　ヒロト [2] ヒオキ　ジオン [1] アビコ　ユウト [2] ムカイ　ユウマ

10402 菅原 大翔(3) 10426 日置 獅音(2) 1708 我孫子 悠人(3) 1707 向井 優真(3)
[3] マツキ　ダイキ [4] コニシ　チカラ [3] ワカバヤシ　カズキ [4] ツジモト　ミオ

10424 松木 大輝(2) 10401 小西 力(3) 1701 若林 航希(3) 1710 辻本 未央(3)

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 44.96 PB 5
ヒコネミナミチュウ

47.44 PB
八幡中 彦根南中
[1] マエダ　コウマ [2] マンノ　ミナギ [1] キタガワ　リク [2] アサハラ　タクミ

1543 前田 琥右真(2) 1547 萬野 弥凪(2) 943 北川 陸駆(3) 946 浅原 拓実(3)
[3] タカモリ　ハルト [4] フジタ　リュウシン [3] カワグチ　タカト [4] ニシムラ　ヨシフミ

1507 髙森 遥斗(3) 1503 藤田 龍信(3) 950 川口 貴斗(3) 949 西村 義央(3)

2
モリヤマミナミチュウ

45.42 6
ノトガワチュウ

47.71
守山南中 能登川中
[1] ニシモト　マヒロ [2] ヨシムラ　カンタ [1] ノゾキ　ユウト [2] フクサカ　エイジュン

8722 西本 大宙(3) 8739 吉村 莞太(2) 4968 及位 優音(3) 4918 福坂 瑛隼(3)
[3] シミズ　リュウキ [4] アサダ　コウキチ [3] ヒロセ　ダイト [4] オオハシ　アユム

8744 清水 隆希(2) 8721 浅田 皐吉(3) 4964 廣瀬 大隼(3) 4965 大橋 歩(3)

3
セイトク

46.64 7
マツバラ

48.38
聖徳中 松原中
[1] スギモト　ユウム [2] ツツミ　コウセイ [1] シミズ　マナト [2] ヤマモト　カイト

2007 杉本 優夢(2) 2046 堤 煌聖(3) 2425 清水 稀羽(3) 2427 山元 魁人(3)
[3] ニシウラ　リョウマ [4] カジツカ　ソウム [3] シオツキ　ユウキ [4] ウエダ　アシタカ

2035 西浦 遼真(3) 2043 梶塚 創夢(3) 2424 塩月 湧喜(3) 2421 上田 葦恭(3)

4
コウセイチュウ

46.84
モリヤマキタチュウ

DQ R3 
甲西中 守山北中
[1] イノグチ　タイチ [2] ムカイ　トモアキ [1] オカダ　ユウト [2] コジマ　シント

3308 井之口 太一(3) 3314 向井 朋央(3) 9139 岡田 優飛(2) 9129 小嶋 心斗(3)
[3] サヤマ　カツキ [4] コバヤシ　タイジ [3] クボタ　ユウマ [4] シマダ　アヤト

3312 佐山 勝輝(3) 3317 小林 太志(2) 9131 窪田 友真(3) 9128 島田 絢都(3)

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:25



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (7-0+8)

3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

q 44.78 5
マノチュウ

47.11 PB中主中 真野中
[1] アメミヤ　カイリ [2] タケムラ　アツシ [1] マエダ　ハルト [2] ナカツカ　ハルヒ

3204 雨宮 海利(3) 3207 武村 敦史(3) 10036 前田 陽登(3) 10002 中塚 陽飛(2)
[3] サコダ　ワタル [4] ヤスダ　ハジメ [3] ツバキ　レオ [4] オクダ　ルキ

3210 迫田 航(3) 3227 安田 朔(3) 10035 椿 怜央(3) 10037 奥田 琉希(3)

2
ヒコネチュウオウチュウ

q 44.90 PB 6
ツチヤマチュウ

47.64 PB彦根中央中 土山中
[1] スギモト　ナツキ [2] ホリウチ　クウハ [1] カワシマ　テッショウ [2] カミハタ　トモキ

9838 杉本 夏輝(3) 9814 堀内 空羽(2) 3648 川嶋 鉄将(3) 3642 上畠 大輝(3)
[3] ハギワラ　ケンシン [4] ミヤマ　ハルト [3] マエノ　ハルキ [4] ヨコヤマ　ルイ

9836 萩原 健心(3) 9839 深山 陽翔(3) 3649 前野 晴輝(3) 3646 横山 月依(3)

3
シロヤマチュウ

45.56 7
コセイチュウ

48.61 PB城山中 湖西中
[1] カタフチ　セイヤ [2] ニシダ　ダイチ [1] カネコ　リョウタロウ [2] クロサワ　ガク

3505 片渕 聖哉(3) 3566 西多 大地(3) 8217 兼子 遼太郎(3) 8223 黒澤 楽(3)
[3] イトウ　マサヒロ [4] アラキ　レイタ [3] ナカダ　フウマ [4] フルカワ　シュウマ

3564 伊藤 大紘(3) 3563 荒木 麗太(3) 8208 中田 風優真(3) 8221 古川 秀馬(3)

4
コウナンチュウ

46.52 PB 8
タカツキチュウ

48.77甲南中 高月中
[1] ニシキノ　リク [2] ヒラカワ　ケイシ [1] ウラヤマ　ケイタ [2] ヒライ　カイト

3853 錦野 利玖(3) 3858 平川 慶志(2) 7115 浦山 敬大(3) 7120 平居 海斗(3)
[3] ワタナベ　クウマ [4] クボタ　サヤト [3] シマズ　ユウキ [4] フセ　トオイ

3849 渡辺 空馬(3) 3854 久保田 清大(3) 7109 島津 悠生(3) 7122 布施 斗威(3)

4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 44.81 5
ダイトウチュウ

47.52水口中 大東中
[1] ドウヤマ　ショウタ [2] ヤマネ　ジラン [1] ナウチ　ヨウタ [2] マツダ　ユウキ

3438 堂山 将汰(3) 3437 山根 仁嵐(3) 6042 名内 英汰(3) 6050 松田 侑樹(2)
[3] タケヤマ　ミナト [4] マツモト　タイガ [3] タカモリ　ケイタロウ [4] ミヤベ　ヤマト

3435 竹山 湊(3) 3417 松本 大雅(3) 6043 高森 慶多郎(3) 6045 宮部 大和(3)

2
カワセチュウ

45.88 6
タナカミチュウ

48.14 PB河瀬中 田上中
[1] コニシ　カズキ [2] ヤギ　ソウマ [1] ノノヤマ　ユウシン [2] イチカワ　トモキ

10643 小西 一暉(3) 10647 八木 奏磨(3) 2610 野々山 優心(3) 2606 市川 智稀(3)
[3] フクナガ　レン [4] アヅミ　シオン [3] ヤマナカ　ハヤト [4] マスイ　リュウマ

10646 福永 連生(3) 10641 安積 紫音(3) 2615 山中 隼(3) 2612 桝井 琉雅(3)

3
アオヤマチュウ

46.45 7
コウカチュウ

48.28青山中 甲賀中
[1] ツボタ　ケント [2] ニシグチ　ユウセイ [1] シミズ　トツキ [2] カシノ　ジョウジ

10501 坪田 健斗(3) 10502 西口 友晟(3) 3708 清水 翔月(3) 3713 樫野 丈二(3)
[3] オガサワラ　コウタ [4] ムラオカ　ハル [3] シミズ　ジュンヤ [4] フクイ　エイト

10596 小笠原 煌太(3)10503 村岡 陽(3) 3706 清水 純弥(3) 3723 福井 瑛翔(3)

4
ヒコネニシチュウ

46.80
アワヅチュウ

DNS彦根西中 粟津中
[1] シバタ　シュウセイ [2] オオスミ　ハルキ [1] モリ　ユウキ [2] マツセ　アイト

845 柴田 柊星(3) 837 大角 悠貴(3) 440 森 悠葵(2) 433 松瀬 逢人(3)
[3] キュウラギ　カナト [4] ヤマモト　アツキ [3] ムラオカ　カツミ [4] キタムラ　ヒデヒサ

801 久良木 奏人(2) 836 山元 海月(3) 436 村岡 克海(3) 428 北村 成悠(3)

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:25



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (7-0+8)

5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 44.83 5
タカホチュウ

47.66双葉中 高穂中
[1] オオシマ　レオ [2] タカマツ　レント [1] クボ　コウタ [2] ヤマモト　エイス

6533 大島 羚煌(3) 6531 髙松 蓮騰(3) 7534 久保 洸太(3) 7541 山本 瑛嵩(3)
[3] クボタ　タイチ [4] キタムラ　ジンイチロウ [3] フクナガ　シオン [4] ニシカワ　アキヒロ

6530 久保田 大智(3) 6538 北村 仁一朗(3) 7548 福永 獅恩(3) 7565 西川 明宏(3)

2
キタオオジチュウ

46.11 6
アザイチュウ

48.02 PB北大路中 浅井中
[1] ヤノ　ハルマ [2] アキモリ　シュンガ [1] イトウ　ユウト [2] キムラ　シュウヤ

9551 矢野 悠真(3) 9507 秋森 隼河(2) 6714 伊藤 悠斗(3) 6712 木村 秀哉(3)
[3] バンバ　リュウノスケ [4] ハヤシ　コウタ [3] ヒガシカワ　マサヤ [4] カワシマ　リョウト

9550 馬場 琉乃介(3) 9545 林 航汰(3) 6703 東川 真也(2) 6716 川嶋 羚斗(3)

3
ナガハマキタチュウ

46.67 7
ミナクチヒガシチュウ

49.39長浜北中 水口東中
[1] ハマス　ユウスケ [2] カワセ　ソラ [1] ヤマネ　アツヤ [2] ムラマツ　タクミ

1215 濱洲 昂佑(3) 1209 川瀬 空(3) 10818 山根 篤也(2) 10816 村松 拓己(2)
[3] ヒロベ　ハルト [4] オオイ　コタロウ [3] アラキ　ムツキ [4] ヤスオカ　マヒロ

1213 廣部 陽大(2) 1205 大井 琥太郎(3) 10812 荒木 睦桔(2) 10817 安岡 真広(2)

4
キョウダイシャチュウ

47.42 8
リツメイカンモリヤマチュウ

49.95兄弟社中 立命館守山中
[1] ハヤシ　ショウタロウ [2] ミヤジマ　カンノスケ [1] ハシグチ　リョウタロウ [2] カワカミ　オウスケ

8649 林 樟太朗(3) 8651 宮嶋 貫乃介(3) 11011 橋口 諒太郎(3)11003 河上 桜輔(2)
[3] オオツジ　ユウセイ [4] ナカムラ　ミヅキ [3] ショウダ　タクロウ [4] アラホリ　ユウト

8653 大辻 悠惺(3) 8648 中村 泉月(3) 11013 荘田 拓郎(3) 11010 荒堀 悠斗(3)

6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

45.42 5
コウセイキタチュウ

47.80長浜西中 甲西北中
[1] カサイ　ユウキ [2] シミズ　リョウタロウ [1] ナカムラ　イブキ [2] オオシマ　トオイ

1102 葛西 優希(3) 1107 清水 涼太郎(3) 4457 中村 伊吹(2) 4454 大島 登生(3)
[3] クボ　アキヒロ [4] フジタ　エイタロウ [3] タケウチ　リュウノシン [4] ユグチ　タク

1105 久保 亮博(3) 1109 藤田 瑛太郎(3) 4453 竹内 龍ノ心(3) 4450 柚口 大空(3)

2
ヒコネチュウ

45.56 6
アケトミチュウ

48.48彦根中 明富中
[1] オカダ　ユキト [2] イシハラ　リュウセイ [1] ミナト　ダイゴ [2] ニシムラ　ジン

5821 岡田 優希人(3) 5849 石原 琉聖(2) 10203 湊 大悟(3) 10202 西村 仁(3)
[3] タカシマ　ユウト [4] オオオカ　ソウスケ [3] ナカエ　カイキ [4] オオザワ　ルイ

5856 髙島 優仁(2) 5833 大岡 颯祐(3) 10209 中江 海綺(3) 10206 大澤 琉生(3)

3
イマヅ

46.37 PB 7
カナンチュウ

49.36今津中 河南中
[1] フルタニ　アオイ [2] フルタニ　ルク [1] タベ　ウイチ [2] オオハシ　カイセイ

7817 古谷 碧惟(2) 7809 古谷 ルク(3) 6402 田部 宇一(3) 6450 大橋 快成(2)
[3] ヒヅメ　ショウキ [4] キョウタニ　ホマレ [3] ツチダ　ヨウセイ [4] ナカムラ　リョウタ

7808 日爪 翔希(3) 7806 京谷 誉(3) 6456 土田 陽生(2) 6403 中村 亮太(3)

4
ヒコネヒガシチュウ

47.32 PB
リットウチュウ

DNS彦根東中 栗東中
[1] カキウチ　ダイア [2] フシキ　シュン

705 柿内 大空(3) 764 伏木 駿(3)
[3] タカギ　リク [4] オウルマ　カナメ

761 髙木 俐玖(3) 771 小漆間 要(3)

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:25



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
〈〈 予選 〉〉 (7-0+8)

7組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
シガラキチュウ

q 44.79 PB 5
カタタチュウ

47.52 PB信楽中 堅田中
[1] ウチダ　ユウト [2] ウエシマ　コウシン [1] モリノ　ユウト [2] コニシ　オウスケ

3912 内田 裕斗(3) 3911 上嶋 煌心(3) 2124 森野 友斗(2) 2147 小西 欧介(3)
[3] モリカワ　エイタ [4] カワカミ　ダイチ [3] タカハシ　ヤマト [4] オコシ　リュウヤ

3909 森川 瑛太(3) 3910 川上 大智(3) 2149 髙橋 大和(3) 2148 起 龍也(3)

2
チョウオウチュウ

q 45.32 6
ヤスチュウ

48.62 PB朝桜中 野洲中
[1] メカタ　リョウ [2] マツムラ　ヒサシ [1] オガタ　クウ [2] カシハラ　ソラ

4134 目片 亮(3) 4138 松村 悠志(3) 3114 緒方 玖優(3) 3155 柏原 大空(3)
[3] オオモリ　ガイト [4] オオザワ　アオイ [3] タナカ　リュウノスケ [4] モリタ　ソウマ

4133 大森 凱斗(3) 4135 大澤 葵(3) 3159 田中 柳之介(2) 3161 森田 蒼真(2)

3
セタキタチュウ

46.56 7
シガチュウ

48.92瀬田北中 志賀中
[1] カノ　ユウト [2] イトウ　ユウラ [1] ツバキノ　トモキ [2] ニシムラ　ダイキ

9601 狩野 友飛(2) 9676 伊東 侑良(3) 2201 椿野 共生(3) 2226 西村 大喜(2)
[3] ツボウチ　ユウゴ [4] ワタダ　ヒビキ [3] スガハラ　ヒナタ [4] ワタナベ　ナツヤ

9670 坪内 佑醐(3) 9671 和多田 響(3) 2225 菅原 陽向(2) 2202 渡辺 夏和(3)

4
セタチュウ

46.77 8
リュウオウチュウ

49.03瀬田中 竜王中
[1] タカノ　リョウ [2] トクダ　ハヤヒデ [1] キタガワ　セイシロウ [2] キタガワ　シュンタ

2517 髙野 凌(3) 2525 德田 隼秀(3) 4521 北川 清志郎(2) 4514 北川 隼汰(3)
[3] オオツ　シンノスケ [4] ニシダ　ソウマ [3] コカブ　タカフミ [4] イチオカ　マナト

2513 大津 真之介(3) 2515 西田 蒼真(3) 4517 古株 崇史(3) 4519 市岡 真聖(3)

q:プラスによる進出    GR:大会記録  PB:パーソナルベスト  DQ:失格  R3:TR24.7-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）  DNS:欠場  

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:25



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子4x100mR
予選 7/29  9:25 (7-0+8)
決勝 7/29 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 43.45 廣田、伊藤、奥田、古田 日吉中 2021 

〈〈 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

43.22 GR 5
シガラキチュウ

44.67 PB
日吉中 信楽中
[1] カワハラ　ヒビキ [2] ヤマモト　ユウイチロウ [1] ウチダ　ユウト [2] ウエシマ　コウシン

116 河原 響希(3) 125 山本 悠一郎(3) 3912 内田 裕斗(3) 3911 上嶋 煌心(3)
[3] ハヤシ　アオイ [4] イトウ　ハルト [3] モリカワ　エイタ [4] カワカミ　ダイチ

136 林 碧海(3) 115 伊藤 大翔(3) 3909 森川 瑛太(3) 3910 川上 大智(3)

2
ミナクチチュウ

44.29 6
ヒコネチュウオウチュウ

44.90 PB
水口中 彦根中央中
[1] ドウヤマ　ショウタ [2] ヤマネ　ジラン [1] スギモト　ナツキ [2] ホリウチ　クウハ

3438 堂山 将汰(3) 3437 山根 仁嵐(3) 9838 杉本 夏輝(3) 9814 堀内 空羽(2)
[3] タケヤマ　ミナト [4] マツモト　タイガ [3] ハギワラ　ケンシン [4] ミヤマ　ハルト

3435 竹山 湊(3) 3417 松本 大雅(3) 9836 萩原 健心(3) 9839 深山 陽翔(3)

3
ソウヨウチュウ

44.39 7
ハチマンチュウ

45.07 PB
双葉中 八幡中
[1] オオシマ　レオ [2] タカマツ　レント [1] マエダ　コウマ [2] マンノ　ミナギ

6533 大島 羚煌(3) 6531 髙松 蓮騰(3) 1543 前田 琥右真(2) 1547 萬野 弥凪(2)
[3] クボタ　タイチ [4] キタムラ　ジンイチロウ [3] タカモリ　ハルト [4] フジタ　リュウシン

6530 久保田 大智(3) 6538 北村 仁一朗(3) 1507 髙森 遥斗(3) 1503 藤田 龍信(3)

4
チュウズチュウ

44.54 8
チョウオウチュウ

45.10
中主中 朝桜中
[1] アメミヤ　カイリ [2] タケムラ　アツシ [1] メカタ　リョウ [2] マツムラ　ヒサシ

3204 雨宮 海利(3) 3207 武村 敦史(3) 4134 目片 亮(3) 4138 松村 悠志(3)
[3] サコダ　ワタル [4] ヤスダ　ハジメ [3] オオモリ　ガイト [4] オオザワ　アオイ

3210 迫田 航(3) 3227 安田 朔(3) 4133 大森 凱斗(3) 4135 大澤 葵(3)

GR:大会記録  PB:パーソナルベスト  

リスト出力日時 2022/07/29 15:01:42



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子走高跳 決勝 7/29  9:30 

滋賀県中学記録 2.00 古川　浩司 米原 1992 紀三井寺
近畿中学記録 2.06 松井　紀之 田原本・奈良 1986 橿原公苑

全中参加標準記録 1.85 　 　  　
大会記録 1.92 坂口　広行 野洲中  

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. Ord. 競技者名 所属
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73

記録 備考
1.76 1.79 1.82 1.85 1.88

1 287 13
マノ　リツ オウジヤマチュウ - - - - xo o 1.85 全中-PB眞野　吏津(3) 皇子山中 o xo xo o xxx

2 7533 4
ニシワキ　ダイチ タカホチュウ - - o o o o 1.82 PB西脇　大智(3) 高穂中 xxo o o xxx

3 10210 17
モリザワ　アイガ アケトミチュウ - - - o o xo 1.76森澤　和雅(3) 明富中 o xxx

4 2845 7
カワノ　ハルキ イチリツモリヤマチュウ - - - o o xxo 1.76河野　悠生(3) 市立守山中 o xxx

4 8101 14
ザイツ　ケイヤ タカシマチュウ - - o o o xxo 1.76財津　慶弥(2) 高島中 o xxx

6 9375 16
イマムラ　ユウマ シンドウチュウ - - - o o xo 1.73今村　釉胡磨(3) 新堂中 xxx

7 3421 12
モリチ　アヤト ミナクチチュウ o o o xxo o xxx 1.70 PB森地　彩斗(3) 水口中

8 3858 9
ヒラカワ　ケイシ コウナンチュウ - - xo o xxx 1.65平川　慶志(2) 甲南中

9 119 10
ナカムラ　ハルト ヒヨシチュウ o o xxx 1.55 PB中村　陽音(3) 日吉中

10 3111 5
コジマ　ツムギ ヤスチュウ o xo xxx 1.55小嶋　紡生(3) 野洲中

10 7108 11
カタギリ　アイト タカツキチュウ o xo xxx 1.55片桐　逢斗(3) 高月中

12 2428 1
ヨコエ　ケンタ マツバラ xo xo xxx 1.55横江　賢太(3) 松原中

13 4243 8
ムライ　シュント ヒノチュウ o xxx 1.50村井　駿斗(2) 日野中

14 2038 2
ヨコヤマ　ダイキ セイトク xo xxx 1.50横山　大希(3) 聖徳中

1209 3
カワセ　ソラ ナガハマキタチュウ - - xx- x NM川瀬　空(3) 長浜北中

3212 6
ヤマダ　ユウガ チュウズチュウ

DNS山田　悠翔(3) 中主中

2520 15
ナカジマ　ツバサ セタチュウ

DNS中島　光翼(3) 瀬田中



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子棒高跳 決勝 7/28 10:00 

滋賀県中学記録 4.50 滝井　哲 水口 1990 国立
近畿中学記録 4.90 浅野　喜洋 広陵・兵庫 2001 鴻ノ池
全中参加標準記録 4.00 　 　  　
大会記録 4.30 澤　薫 城山中  

〈〈 決勝 〉〉

1組

順位 No. Ord. 競技者名 所属
2.40 2.50 2.60 2.70

記録 備考

1 9937 1
オオクボ　トモキ ハヤマチュウ o xo xxo xxx 2.60大久保　知輝(2) 葉山中



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子走幅跳 決勝 7/28 12:00 

滋賀県中学記録 6.89 山川　夏輝 能登川 2010 鳥取コカコーラ
近畿中学記録 7.40 和田　晃輝 楠葉西・大阪 2016 枚方
全中参加標準記録 6.55 　 　  　
大会記録 6.85 山川　夏輝 能登川中  

〈〈 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 4133 8
オオモリ　ガイト チョウオウチュウ

x 5.81(+0.3) 6.08(+1.7) 5.95(+0.6) x 5.90(+1.0) 6.08 (+1.7) PB大森　凱斗(3) 朝桜中

2 3642 25
カミハタ　トモキ ツチヤマチュウ

5.86(+1.7) 5.71(+1.6) 5.95(+0.8) 5.70(+0.7) 5.36(+0.2) 5.77(+2.3) 5.95 (+0.8) PB上畠　大輝(3) 土山中

3 2050 10
ニシボリ　リュウノスケ セイトク

5.81(+1.7) 5.91(+1.9) 5.86(+1.3) 5.74(0.0) 5.58(+0.9) 5.82(-1.2) 5.91 (+1.9) PB西堀　竜之介(3) 聖徳中

4 8722 18
ニシモト　マヒロ モリヤマミナミチュウ

5.33(+1.3) 5.64(+1.5) 5.72(0.0) x x 4.30(-0.1) 5.72 ( 0.0) PB西本　大宙(3) 守山南中

5 10350 23
アダチ　ジュンセイ タマガワチュウ

5.54(+1.5) 5.45(+1.2) 5.35(+1.8) 5.59(+0.2) 5.49(+0.7) 5.69(+1.0) 5.69 (+1.0)
足立　淳成(3) 玉川中

6 8002 6
ナカムラ　ユウト アドガワチュウ

5.65(+1.1) x 5.24(+0.9) 5.41(+0.6) 5.27(-0.3) 5.17(-0.5) 5.65 (+1.1) PB中村　勇翔(3) 安曇川中

7 9410 16
タバタ　ショウヤ リットウニシチュウ

5.51(+1.5) 5.63(+0.7) 5.54(+1.7) 5.40(+0.9) 5.61(+0.2) 3.99(-0.2) 5.63 (+0.7) PB田畑　翔矢(3) 栗東西中

8 7522 4
オガタ　ヤスノリ タカホチュウ

5.55(+1.7) 5.46(+1.7) 5.30(+0.6) 5.51(0.0) 5.43(0.0) 5.43(+0.3) 5.55 (+1.7) PB尾形　泰規(3) 高穂中

9 3911 22
ウエシマ　コウシン シガラキチュウ

x 5.41(+1.6) 5.51(+0.8) 5.51 (+0.8)
上嶋　煌心(3) 信楽中

10 339 14
ナカノ　エイタロウ ウチデチュウ

5.20(+1.8) x 5.46(+0.6) 5.46 (+0.6)
中野　瑛太郎(2) 打出中

11 4920 11
キタムラ　シュンヤ ノトガワチュウ

5.02(+1.7) 5.44(+1.0) 5.33(+1.0) 5.44 (+1.0) PB北村　峻也(3) 能登川中

12 134 21
ワタナベ　ケイ ヒヨシチュウ

5.12(+1.5) x 5.43(+0.9) 5.43 (+0.9) PB渡辺　圭(2) 日吉中

13 1105 15
クボ　アキヒロ ナガハマニシチュウ

5.39(+1.8) 5.28(+0.5) 5.09(+0.5) 5.39 (+1.8) PB久保　亮博(3) 長浜西中

14 3506 1
カワセ　サナト シロヤマチュウ

5.35(+0.3) 5.37(+2.3) 5.19(+0.5) w5.37 (+2.3)  公認:5.35(0.3) 

河瀬　真知(3) 城山中

15 5823 3
キクノ　アキム ヒコネチュウ

4.96(+0.4) 5.34(+1.1) 4.95(+0.9) 5.34 (+1.1)
菊野　晃睦(3) 彦根中

16 1738 5
オオハシ　トウマ ハチマンニシチュウ

5.23(+1.6) 5.30(+1.6) 4.87(+1.2) 5.30 (+1.6)
大橋　寛真(2) 八幡西中

17 4457 17
ナカムラ　イブキ コウセイキタチュウ

5.28(+1.1) x x 5.28 (+1.1)
中村　伊吹(2) 甲西北中

18 7115 9
ウラヤマ　ケイタ タカツキチュウ

5.24(+2.0) 5.12(+0.5) x 5.24 (+2.0)
浦山　敬大(3) 高月中

19 9133 12
タニガワ　ヤマト モリヤマキタチュウ

5.23(+2.6) 5.04(+1.8) 5.08(-0.6) w5.23 (+2.6)  公認:5.08(-0.6) 

谷川　大和(3) 守山北中

20 1916 2
ハヤシ　リョウタ タマゾノチュウ

5.13(+0.7) 5.01(+1.2) 5.20(+1.2) 5.20 (+1.2)
林　亮汰(3) 玉園中

21 9255 20
イマガワ　リョウマ オイカミチュウ

3.57(+1.5) 5.14(+2.4) 4.87(+0.7) w5.14 (+2.4)  公認:4.87(0.7) 

今川　遼真(3) 老上中

22 10817 24
ヤスオカ　マヒロ ミナクチヒガシチュウ

5.10(+2.0) 4.86(-0.2) 4.82(+0.8) 5.10 (+2.0)
安岡　真広(2) 水口東中

23 10503 13
ムラオカ　ハル アオヤマチュウ

5.07(+1.4) 4.73(+1.6) 4.85(-0.3) 5.07 (+1.4)
村岡　陽(3) 青山中

24 429 19
ナミカワ　イオリ アワヅチュウ

4.82(+3.0) x 4.78(+0.4) w4.82 (+3.0)  公認:4.78(0.4) 

並川　伊織(3) 粟津中

25 3312 7
サヤマ　カツキ コウセイチュウ

4.48(0.0) 4.66(+1.5) 4.68(+0.4) 4.68 (+0.4)
佐山　勝輝(3) 甲西中

PB:パーソナルベスト  w:追風参考  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 14:56:18



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子三段跳 決勝 7/29 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 6532 1
タマキ　ヒイロ ソウヨウチュウ

12.80(+1.1) x x 12.39(+1.3) 12.41(+2.2) x 12.80 (+1.1) PB玉置　陽彩(3) 双葉中

2 10122 9
マナベ　イツキ コウセンカトリックチュウ

12.11(+2.6) 12.49(+1.5) 12.06(+1.8) - 12.02(+1.3) 12.27(+1.2) 12.49 (+1.5) PB眞部　樹(3) 光泉カトリック中

3 7592 10
タナカ　ハルト タカホチュウ

12.21(+2.4) x x 12.37(+2.3) x x w12.37 (+2.3)

田中　悠翔(3) 高穂中

4 8717 3
ナカダ　シュウジ モリヤマミナミチュウ

11.54(+0.8) 11.88(+2.0) 12.30(+1.8) 11.91(+1.9) 12.18(+1.8) 12.12(+1.6) 12.30 (+1.8)
中田　修司(3) 守山南中

5 4216 7
オオツカ　トウマ ヒノチュウ

11.49(+1.3) 11.56(+2.2) 11.63(+1.0) - 10.38(+1.5) 12.05(+2.7) w12.05 (+2.7)  公認:11.63(1.0) 

大塚　斗誠(3) 日野中

6 9126 5
オオクラ　ショウヤ モリヤマキタチュウ

10.92(+1.5) 10.92(+1.8) 11.54(+2.2) 11.26(+1.5) 11.57(+2.8) 10.34(+1.9) w11.57 (+2.8)  公認:11.26(1.5) PB 

大倉　将哉(3) 守山北中

7 4120 11
ヤマグチ　タツキ チョウオウチュウ

11.47(+2.0) 11.51(+0.9) 11.34(+1.9) x 11.50(+1.8) x 11.51 (+0.9)
山口　龍輝(3) 朝桜中

8 2426 12
ノセ　タケル マツバラ

10.87(+2.3) 11.48(+1.4) x 10.35(+2.3) 10.80(+2.7) x 11.48 (+1.4) PB能勢　武瑠(3) 松原中

9 10596 8
オガサワラ　コウタ アオヤマチュウ

11.24(+1.8) 11.34(+1.3) 11.14(+1.3) 11.34 (+1.3) PB小笠原　煌太(3) 青山中

10 3427 4
キダ　ハヤト ミナクチチュウ

10.94(+3.5) x 11.23(+3.3) w11.23 (+3.3)

城多　駿斗(3) 水口中

11 834 6
マエガワ　コウタ ヒコネニシチュウ

x 10.24(+1.7) 11.21(+1.9) 11.21 (+1.9)
前川　倖汰(3) 彦根西中

12 3319 2
タナカ　ヒロト コウセイチュウ

10.98(+1.2) 10.57(+2.7) 10.80(+2.9) 10.98 (+1.2)
田中　寛人(2) 甲西中

PB:パーソナルベスト  w:追風参考  x:無効試技  -:パス  リスト出力日時:
2022/07/29 14:59:13



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/29 12:30 

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

〈〈 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 3646 15
ヨコヤマ　ルイ ツチヤマチュウ

12.10 12.41 11.99 x x 12.18 12.41 PB横山　月依(3) 土山中

2 4219 13
ノザワ　ソウタ ヒノチュウ

x 10.07 10.13 10.25 11.21 10.97 11.21野澤　颯汰(3) 日野中

3 2847 12
フルタカ　マサヨシ イチリツモリヤマチュウ

10.95 10.74 10.33 x 10.31 10.15 10.95 PB古髙　真睦(3) 市立守山中

4 4138 14
マツムラ　ヒサシ チョウオウチュウ

x 10.56 x 10.88 10.79 10.45 10.88松村　悠志(3) 朝桜中

5 9132 11
コテラ　ユウキ モリヤマキタチュウ

10.63 10.16 10.28 x 9.96 9.10 10.63 PB小寺　祐希(3) 守山北中

6 8217 5
カネコ　リョウタロウ コセイチュウ

9.46 9.28 8.59 8.76 9.92 8.70 9.92 PB兼子　遼太郎(3) 湖西中

7 7901 3
スギタ　タクト クツキチュウ

8.63 8.46 9.46 9.56 8.74 9.06 9.56 PB杉田　匠飛(3) 朽木中

8 6337 10
カタクラ　コウスケ マイバラチュウ

9.00 9.55 8.74 9.00 8.91 9.22 9.55 PB片倉　康介(2) 米原中

9 760 9
フクモト　タクミ ヒコネヒガシチュウ

9.06 9.06 9.03 9.06福本　匠(3) 彦根東中

10 6454 7
サンボウ　ダイゴ カナンチュウ

8.98 8.91 8.51 8.98 PB三坊　大悟(2) 河南中

11 8730 6
タニグチ　ユウスケ モリヤマミナミチュウ

8.71 8.42 8.44 8.71谷口　優介(3) 守山南中

12 1624 2
モリノ　アサヒ ハチマンヒガシチュウ

8.41 8.20 8.69 8.69 PB森野　朝陽(2) 八幡東中

13 2036 8
コニシ　ケイタ セイトク

8.24 7.97 8.56 8.56小西　啓太(3) 聖徳中

14 3118 1
クシロ　エイショウ ヤスチュウ

7.93 7.94 8.56 8.56鳩代　英翔(3) 野洲中

4976 4
ヨシオカ　アツキ ノトガワチュウ

DNS吉岡　暖生(2) 能登川中

PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 15:00:31



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/28 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 2517 15
タカノ　リョウ セタチュウ

36.12 33.92 36.51 26.89 31.17 x 36.51 PB髙野　凌(3) 瀬田中

2 3042 14
ヨネザキ　ハルト イシベチュウ

28.83 31.34 34.40 x x x 34.40 PB米崎　暖翔(3) 石部中

3 10647 13
ヤギ　ソウマ カワセチュウ

31.84 x 32.22 34.05 32.82 31.63 34.05 PB八木　奏磨(3) 河瀬中

4 9823 8
タナカ　ソウマ ヒコネチュウオウチュウ

27.55 30.11 28.16 x 28.81 30.10 30.11 PB田中　蒼真(2) 彦根中央中

5 4118 11
タニバ　リョウタ チョウオウチュウ

30.11 27.56 27.88 27.82 26.42 29.88 30.11 PB谷場　涼太(3) 朝桜中

6 4221 5
カノウ　ユウヤ ヒノチュウ

26.04 25.78 27.28 28.20 x 29.60 29.60 PB加納　侑也(2) 日野中

7 3913 3
カワイ　オウスケ シガラキチュウ

26.95 27.29 19.92 26.72 27.04 28.10 28.10 PB河井　央祐(3) 信楽中

8 6311 12
キタムラ　ジュンヤ マイバラチュウ

27.58 26.00 x x 25.84 x 27.58北村　洵弥(3) 米原中

9 708 6
フジワラ　トキト ヒコネヒガシチュウ

27.02 26.56 23.17 27.02 PB藤原　時斗(3) 彦根東中

10 9288 2
フジイ　ユウゴ オイカミチュウ

x 17.26 24.87 24.87 PB藤井　釉瑚(2) 老上中

11 124 7
マツモト　カイト ヒヨシチュウ

24.82 24.68 x 24.82松本　空飛(3) 日吉中

12 2015 4
マチダ　セイノスケ セイトク

21.68 22.98 24.72 24.72 PB町田　征之介(3) 聖徳中

13 4908 1
コジマ　ユウタ ノトガワチュウ

19.58 22.95 20.71 22.95小嶋　優太(3) 能登川中

14 3571 10
ナカムラ　キッペイ シロヤマチュウ

22.23 x x 22.23中村　橘平(3) 城山中

2854 9
トミタ　コウタ イチリツモリヤマチュウ

x x x NM冨田　晃汰(2) 市立守山中

PB:パーソナルベスト  NM:記録なし  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 14:56:50



  P  1  

種目 共通 男子 四種競技 決勝 期日・時刻 22/7/28 審判長 文室　康志

競技会名 第７５回中学夏季総合体育大会[22253002] 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

3 4134
メカタ　リョウ チョウオウチュウ 14.76 (+1.9) 10.85 1.77 54.05

2656 1 SJH-全中-GR-PB 

目片　亮(3) 朝桜中 879[879] 537[1416] 602[2018] 638[2656]

2 1136
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ 16.61 (+1.9) 9.46 1.60 53.74

2233 2 PB 
北村　澪音(2) 長浜西中 666[666] 453[1119] 464[1583] 650[2233]

4 3437
ヤマネ　ジラン ミナクチチュウ 15.57 (+1.9) 9.08 1.60 56.54

2215 3 PB 
山根　仁嵐(3) 水口中 782[782] 431[1213] 464[1677] 538[2215]

6 706
スミ　コウタロウ ヒコネヒガシチュウ 16.47 (+1.9) 8.63 1.74 57.80

2153 4 PB 
角　晃太朗(3) 彦根東中 681[681] 404[1085] 577[1662] 491[2153]

10 10641
アヅミ　シオン カワセチュウ w 16.83 (+2.4) 9.53 1.60 57.05

2082 5
安積　紫音(3) 河瀬中 642[642] 457[1099] 464[1563] 519[2082]

11 6806
スギヤマ　キョウ コホクチュウ w 17.65 (+2.4) 7.70 1.60 1:01.70

1728 6
杉山　慶(3) 湖北中 558[558] 349[907] 464[1371] 357[1728]

9 8221
フルカワ　シュウマ コセイチュウ w 19.18 (+2.4) 7.96 1.40 57.37

1605 7
古川　秀馬(3) 湖西中 417[417] 364[781] 317[1098] 507[1605]

1 846
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ 17.93 (+1.9) 7.63 1.45 1:02.18

1569 8 PB 
中谷　将大(3) 彦根西中 531[531] 344[875] 352[1227] 342[1569]

12 2863
クニマツ　アキラ イチリツモリヤマチュウ w 18.17 (+2.4) 8.12 1.40 1:04.69

1466 9
國松　滉(1) 市立守山中 508[508] 373[881] 317[1198] 268[1466]

7 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ 17.60 (+1.9) 7.23 NM 1:00.38

1284 10
長坂　琉雅(2) 葉山中 563[563] 321[884] 0[884] 400[1284]

13 2423
コミヤ　タイガ マツバラ w 20.60 (+2.4) 8.00 NM 1:00.22

1075 11
小宮　大河(3) 松原中 303[303] 366[669] 0[669] 406[1075]

8 3155
カシハラ　ソラ ヤスチュウ w 21.10 (+2.4) 9.74 NM DNS

- -
柏原　大空(3) 野洲中 267[267] 470[737] 0[737] -[-]

5 3207
タケムラ　アツシ チュウズチュウ DQ DNS DNS

-
武村　敦史(3) 中主中 0[0] -[-] -[-] 　　　　[　　　　]

w:追風参考  NM:記録なし  DNF:途中棄権  DQ:失格  DNS:欠場  PB:パーソナルベスト  SJH:滋賀県中学記録  全中:全中参加標準記録  GR: 大会記録  

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:08



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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) 決勝 7/28  9:10 

滋賀県中学記録 14.16 藤原　孝輝 高穂 2017 えがお熊本
近畿中学記録 13.74 田原　歩睦 平城京・奈良  長居
全中参加標準記録 15.00 　   
大会記録 14.27 藤原　孝輝 高穂中  

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+1.9 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 4134
メカタ　リョウ チョウオウチュウ

14.76 PB 1 10641
アヅミ　シオン カワセチュウ

w16.83目片　亮(3) 朝桜中 安積　紫音(3) 河瀬中

2 3437
ヤマネ　ジラン ミナクチチュウ

15.57 PB 2 6806
スギヤマ　キョウ コホクチュウ

w17.65山根　仁嵐(3) 水口中 杉山　慶(3) 湖北中

3 706
スミ　コウタロウ ヒコネヒガシチュウ

16.47 PB 3 2863
クニマツ　アキラ イチリツモリヤマチュウ

w18.17角　晃太朗(3) 彦根東中 國松　滉(1) 市立守山中

4 1136
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ

16.61 PB 4 8221
フルカワ　シュウマ コセイチュウ

w19.18北村　澪音(2) 長浜西中 古川　秀馬(3) 湖西中

5 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

17.60 PB 5 2423
コミヤ　タイガ マツバラ

w20.60長坂　琉雅(2) 葉山中 小宮　大河(3) 松原中

6 846
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ

17.93 6 3155
カシハラ　ソラ ヤスチュウ

w21.10中谷　将大(3) 彦根西中 柏原　大空(3) 野洲中

3207
タケムラ　アツシ チュウズチュウ

DQ T8 武村　敦史(3) 中主中

PB:パーソナルベスト  DQ:失格  T8:TR22.6.2-手や身体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した  w:追風参考  
リスト出力日時 2022/07/29 14:54:10



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子走高跳 決勝 7/28 11:55 

滋賀県中学記録 2.00 古川　浩司 米原 1992 紀三井寺
近畿中学記録 2.06 松井　紀之 田原本・奈良 1986 橿原公苑

全中参加標準記録 1.85 　 　  　
大会記録 1.92 坂口　広行 野洲中  

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. Ord. 競技者名 所属
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65

記録 備考
1.68 1.71 1.74 1.77 1.80

1 4134 3
メカタ　リョウ チョウオウチュウ - - - - o o 1.77目片　亮(3) 朝桜中 o o o o xxx

2 706 6
スミ　コウタロウ ヒコネヒガシチュウ - - - - o o 1.74 PB角　晃太朗(3) 彦根東中 o o xo xxx

3 6806 11
スギヤマ　キョウ コホクチュウ - o o o xo xxx 1.60 PB杉山　慶(3) 湖北中

4 3437 4
ヤマネ　ジラン ミナクチチュウ o o xo xo xo xxx 1.60 PB山根　仁嵐(3) 水口中

5 10641 10
アヅミ　シオン カワセチュウ o o o xo xxo xxx 1.60 PB安積　紫音(3) 河瀬中

6 1136 2
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ o xo xo o xxo xxx 1.60北村　澪音(2) 長浜西中

7 846 1
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ o o xxx 1.45 PB中谷　将大(3) 彦根西中

8 2863 12
クニマツ　アキラ イチリツモリヤマチュウ xo xxx 1.40國松　滉(1) 市立守山中

9 8221 9
フルカワ　シュウマ コセイチュウ xxo xxx 1.40古川　秀馬(3) 湖西中

9923 7
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ xxx NM長坂　琉雅(2) 葉山中

3155 8
カシハラ　ソラ ヤスチュウ xxx NM柏原　大空(3) 野洲中

2423 13
コミヤ　タイガ マツバラ xxx NM小宮　大河(3) 松原中

3207 5
タケムラ　アツシ チュウズチュウ

DNS武村　敦史(3) 中主中



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子砲丸投 [4kg] 決勝 7/28 10:35 

滋賀県中学記録 19.41 髙久保　雄介 明富  広島広域

〈〈 四種競技 〉〉

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 4134 9
メカタ　リョウ チョウオウチュウ

10.11 10.85 10.54 10.85目片　亮(3) 朝桜中

2 3155 1
カシハラ　ソラ ヤスチュウ

9.21 8.25 9.74 9.74柏原　大空(3) 野洲中

3 10641 3
アヅミ　シオン カワセチュウ

9.53 9.45 9.19 9.53安積　紫音(3) 河瀬中

4 1136 8
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ

8.96 9.46 9.37 9.46 PB北村　澪音(2) 長浜西中

5 3437 10
ヤマネ　ジラン ミナクチチュウ

6.11 9.08 8.35 9.08 PB山根　仁嵐(3) 水口中

6 706 12
スミ　コウタロウ ヒコネヒガシチュウ

8.17 8.63 7.58 8.63角　晃太朗(3) 彦根東中

7 2863 5
クニマツ　アキラ イチリツモリヤマチュウ

8.04 8.12 8.04 8.12 PB國松　滉(1) 市立守山中

8 2423 6
コミヤ　タイガ マツバラ

7.06 7.17 8.00 8.00 PB小宮　大河(3) 松原中

9 8221 2
フルカワ　シュウマ コセイチュウ

7.96 7.74 7.79 7.96古川　秀馬(3) 湖西中

10 6806 4
スギヤマ　キョウ コホクチュウ

7.53 7.63 7.70 7.70 PB杉山　慶(3) 湖北中

11 846 7
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ

7.45 7.56 7.63 7.63中谷　将大(3) 彦根西中

12 9923 13
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

7.23 x 7.20 7.23 PB長坂　琉雅(2) 葉山中

3207 11
タケムラ　アツシ チュウズチュウ

DNS武村　敦史(3) 中主中

PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 14:55:32



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通男子400m 決勝 7/28 14:10 

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

近畿中学記録 48.68 梅谷　穂志亜 東香芝・奈良 2014 丸亀
全中参加標準記録 51.60 　 　  　

〈〈 四種競技 〉〉

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 8221
フルカワ　シュウマ コセイチュウ

57.37 1 1136
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ

53.74古川　秀馬(3) 湖西中 北村　澪音(2) 長浜西中

2 2423
コミヤ　タイガ マツバラ

1:00.22 2 4134
メカタ　リョウ チョウオウチュウ

54.05小宮　大河(3) 松原中 目片　亮(3) 朝桜中

3 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

1:00.38 3 3437
ヤマネ　ジラン ミナクチチュウ

56.54長坂　琉雅(2) 葉山中 山根　仁嵐(3) 水口中

4 846
ナカタニ　ショウタ ヒコネニシチュウ

1:02.18 4 10641
アヅミ　シオン カワセチュウ

57.05 PB中谷　将大(3) 彦根西中 安積　紫音(3) 河瀬中

5 2863
クニマツ　アキラ イチリツモリヤマチュウ

1:04.69 5 706
スミ　コウタロウ ヒコネヒガシチュウ

57.80 PB國松　滉(1) 市立守山中 角　晃太朗(3) 彦根東中

3155
カシハラ　ソラ ヤスチュウ

DNS 6 6806
スギヤマ　キョウ コホクチュウ

1:01.70柏原　大空(3) 野洲中 杉山　慶(3) 湖北中

DNS:欠場  PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:58:01



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

1年女子100m 予選 7/29 11:35 (4-0+16)
決勝 7/29 13:20 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
大会記録 12.69 吉野　史織 日吉中  

〈〈 予選 〉〉 (4-0+16)
1組 (+2.0 m/s) 2組 (+3.3 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 10594
クマタ　ユイ アオヤマチュウ

q 13.81 PB 1 9030
サトウ　コトミ カラサキチュウ

q w13.47
熊田　結彩(1) 青山中 佐藤　琴心(1) 唐崎中

2 1514
ダケヤ　マオ ハチマンチュウ

q 13.94 PB 2 730
ナガイ　コノン ヒコネヒガシチュウ

q w13.50
嵩谷　真央(1) 八幡中 永井　穏(1) 彦根東中

3 10716
テラウラ　サクラ ケンリツモリヤマチュウ

q 14.41 3 4458
キムラ　オトハ コウセイキタチュウ

q w13.92
寺浦　さくら(1) 県立守山中 木村　乙葉(1) 甲西北中

4 3302
トクダ　コヒロ コウセイチュウ

14.47 PB 4 5301
チャキ　アゲハ エチチュウ

q w14.01
德田　幸央(1) 甲西中 茶木　明華羽(1) 愛知中

5 8907
イトウ　ナギサ ヤスキタチュウ

14.99 5 2830
タカハシ　ユウヒ イチリツモリヤマチュウ

q w14.11伊藤　凪沙(1) 野洲北中 高橋　優妃(1) 市立守山中

2037
タナカ　リリカ セイトク

DNS 6 1201
アラキ　ミノリ ナガハマキタチュウ

q w14.42
田中　凜々夏(1) 聖徳中 新木　美乃利(1) 長浜北中

4255
ニシカワ　ナナミ ヒノチュウ

DNS 2551
キムラ　ユウキ セタチュウ

DNS西川　奈々未(1) 日野中 木村　優希(1) 瀬田中

3組 (+2.3 m/s) 4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 10331
サヤマ　マコ タマガワチュウ

q w13.24 1 10407
フクヤマ　アイリ オオギチュウ

q 13.75 PB佐山　まこ(1) 玉川中 福山　愛莉(1) 仰木中

2 11001
セトグチ　サクラ リツメイカンモリヤマチュウ

q w13.64 2 4901
ナカムラ　ヒア ノトガワチュウ

q 13.91 PB瀬戸口　桜(1) 立命館守山中 中村　向葵(1) 能登川中

3 8705
ヤノ　アヤノ モリヤマミナミチュウ

q w13.69 3 10826
キタヤマ　レイナ ミナクチヒガシチュウ

14.50 PB矢野　彩乃(1) 守山南中 北山　玲奏(1) 水口東中

4 139
ヨシナガ　アカリ ヒヨシチュウ

q w13.76 4 3535
ナルハシ　ワコ シロヤマチュウ

14.54 PB吉永　朱里(1) 日吉中 成橋　和鼓(1) 城山中

5 422
アツジ　ナツキ アワヅチュウ

q w14.33 5 6567
タリ　ヒマリ ソウヨウチュウ

14.68阿閉　夏希(1) 粟津中 田里　日茉梨(1) 双葉中

6 3412
イマサカ　ココナ ミナクチチュウ

w14.46 1719
サワダ　ツボミ ハチマンニシチュウ

DNS今坂　心奏(1) 水口中 澤田　蕾(1) 八幡西中

q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  w:追風参考  
リスト出力日時 2022/07/29 14:59:37



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

1年女子100m 予選 7/29 11:35 (4-0+16)
決勝 7/29 13:20 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
大会記録 12.69 吉野　史織 日吉中  

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+3.1 m/s) 2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 10331
サヤマ　マコ タマガワチュウ

w13.20 1 4901
ナカムラ　ヒア ノトガワチュウ

w13.92佐山　まこ(1) 玉川中 中村　向葵(1) 能登川中

2 9030
サトウ　コトミ カラサキチュウ

w13.36 2 1514
ダケヤ　マオ ハチマンチュウ

w14.00佐藤　琴心(1) 唐崎中 嵩谷　真央(1) 八幡中

3 730
ナガイ　コノン ヒコネヒガシチュウ

w13.41 3 4458
キムラ　オトハ コウセイキタチュウ

w14.01永井　穏(1) 彦根東中 木村　乙葉(1) 甲西北中

4 11001
セトグチ　サクラ リツメイカンモリヤマチュウ

w13.60 4 422
アツジ　ナツキ アワヅチュウ

w14.25瀬戸口　桜(1) 立命館守山中 阿閉　夏希(1) 粟津中

5 10407
フクヤマ　アイリ オオギチュウ

w13.69 5 2830
タカハシ　ユウヒ イチリツモリヤマチュウ

w14.27福山　愛莉(1) 仰木中 高橋　優妃(1) 市立守山中

6 8705
ヤノ　アヤノ モリヤマミナミチュウ

w13.69 6 5301
チャキ　アゲハ エチチュウ

w14.36矢野　彩乃(1) 守山南中 茶木　明華羽(1) 愛知中

7 139
ヨシナガ　アカリ ヒヨシチュウ

w13.70 7 10716
テラウラ　サクラ ケンリツモリヤマチュウ

w14.47吉永　朱里(1) 日吉中 寺浦　さくら(1) 県立守山中

8 10594
クマタ　ユイ アオヤマチュウ

w13.76 8 1201
アラキ　ミノリ ナガハマキタチュウ

w14.47熊田　結彩(1) 青山中 新木　美乃利(1) 長浜北中

w:追風参考  
リスト出力日時 2022/07/29 15:01:21



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

2年女子100m 予選 7/29 11:00 (5-1+11)
決勝 7/29 13:10 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
大会記録 12.32 安達　茉鈴 粟津中  

〈〈 予選 〉〉 (5-1+11)
1組 (+2.1 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 3681
ヤマモト　ナツキ ツチヤマチュウ

Q w12.82 1 2823
スギハラ　ノア イチリツモリヤマチュウ

Q 12.90 PB山本　渚月(2) 土山中 杉原　希亜(2) 市立守山中

2 810
ニシムラ　ソラ ヒコネニシチュウ

q w13.58 2 10414
ヒシダ　カレン オオギチュウ

q 13.54 PB西村　蒼空(2) 彦根西中 菱田　楓恋(2) 仰木中

3 341
マキタ　スズカ ウチデチュウ

q w13.70 3 11022
コモリ　レア リツメイカンモリヤマチュウ

q 13.74 PB蒔田　涼風(2) 打出中 小守　玲愛(2) 立命館守山中

4 2220
ホシノ　ユリ シガチュウ

q w13.80 4 712
タナカ　アミ ヒコネヒガシチュウ

q 13.80 PB星野　ゆり(2) 志賀中 田中　杏実(2) 彦根東中

5 3326
クリモト　ヒナノ コウセイチュウ

w13.91 5 3208
フジモト　ハルア チュウズチュウ

13.97 PB栗元　陽音(2) 甲西中 藤本　遥愛(2) 中主中

6 9926
クスイ　スズノ ハヤマチュウ

w14.33 6 3498
フジカワ　ココア ミナクチチュウ

14.28楠井　涼乃(2) 葉山中 藤川　心愛(2) 水口中

7 9423
イシモト　マナ リットウニシチュウ

w14.35 7 916
カワムラ　ユア ヒコネミナミチュウ

14.46石本　蒔奈(2) 栗東西中 川村　悠亜(2) 彦根南中

8 2021
オグラ　ヒカリ セイトク

14.69 PB小椋　ひかり(2) 聖徳中

3組 (+2.5 m/s) 4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

1 132
マツイ　サホ ヒヨシチュウ

Q w13.16 1 8734
ナガヤマ　リウ モリヤマミナミチュウ

Q 13.14 PB松井　咲歩(2) 日吉中 永山　理羽(2) 守山南中

2 9824
コンドウ　ユノン ヒコネチュウオウチュウ

q w13.46 2 3726
モリチ　ナナコ コウカチュウ

q 13.40近藤　優音(2) 彦根中央中 森地　奈那子(2) 甲賀中

3 8902
タケウチ　モモカ ヤスキタチュウ

q w13.78 3 2541
イシダ　ホノカ セタチュウ

13.90 PB竹内　萌々香(2) 野洲北中 石田　歩花(2) 瀬田中

4 7504
ナカムラ　マキ タカホチュウ

w13.90 4 4120
ワダ　セリナ チョウオウチュウ

14.03 PB中村　真希(2) 高穂中 和田　芹奈(2) 朝桜中

5 1723
クラタ　ユイナ ハチマンニシチュウ

w13.97 5 3553
ムラタ　サトネ シロヤマチュウ

14.23 PB蔵田　結菜(2) 八幡西中 村田　智音(2) 城山中

6 1217
クツキ　アヤカ ナガハマキタチュウ

w14.02 6 2434
ナカイ　マキ マツバラ

14.24 PB朽木　彩迦(2) 長浜北中 中井　麻貴(2) 松原中

7 7103
アンサイ　アスナ タカツキチュウ

w14.11 7 210
ナカガワ　フキ オウジヤマチュウ

14.28安済　明日菜(2) 高月中 中川　風季(2) 皇子山中

8 4951
フクナガ　ミユ ノトガワチュウ

w14.36 10004
ヤマグチ　オトア マノチュウ

DNS福永　桜由(2) 能登川中 山口　美都空(2) 真野中

5組 (+2.0 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 6017
ホッタ　ナナ ダイトウチュウ

Q 13.13堀田　奈那(2) 大東中

2 9131
マツモト　カンナ モリヤマキタチュウ

q 13.24 PB松本　栞那(2) 守山北中

3 4448
ニシカワ　リコ コウセイキタチュウ

q 13.67 PB西川　理子(2) 甲西北中

4 4311
テラモト　ハルカ ナンゴウチュウ

13.85 PB寺本　遥(2) 南郷中

5 10314
オクムラ　ミコ タマガワチュウ

13.93 PB奥村　美湖(2) 玉川中

6 10215
ハヤシ　サホ アケトミチュウ

14.27林　咲穂(2) 明富中

7 4243
ハシモト　ユイリ ヒノチュウ

14.38橋本　優衣莉(2) 日野中

8 2312
フクダ　ヒナ クサツチュウ

14.45福田　陽菜(2) 草津中

w:追風参考  Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:59:20



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

2年女子100m 予選 7/29 11:00 (5-1+11)
決勝 7/29 13:10 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
大会記録 12.32 安達　茉鈴 粟津中  

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+2.2 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 3681
ヤマモト　ナツキ ツチヤマチュウ

w12.61 1 810
ニシムラ　ソラ ヒコネニシチュウ

13.51 PB山本　渚月(2) 土山中 西村　蒼空(2) 彦根西中

2 132
マツイ　サホ ヒヨシチュウ

w13.01 2 10414
ヒシダ　カレン オオギチュウ

13.52 PB松井　咲歩(2) 日吉中 菱田　楓恋(2) 仰木中

3 2823
スギハラ　ノア イチリツモリヤマチュウ

w13.07 3 4448
ニシカワ　リコ コウセイキタチュウ

13.62 PB杉原　希亜(2) 市立守山中 西川　理子(2) 甲西北中

4 6017
ホッタ　ナナ ダイトウチュウ

w13.10 4 341
マキタ　スズカ ウチデチュウ

13.75堀田　奈那(2) 大東中 蒔田　涼風(2) 打出中

5 8734
ナガヤマ　リウ モリヤマミナミチュウ

w13.28 5 8902
タケウチ　モモカ ヤスキタチュウ

13.75 PB永山　理羽(2) 守山南中 竹内　萌々香(2) 野洲北中

6 9131
マツモト　カンナ モリヤマキタチュウ

w13.29 6 11022
コモリ　レア リツメイカンモリヤマチュウ

13.77 PB松本　栞那(2) 守山北中 小守　玲愛(2) 立命館守山中

7 3726
モリチ　ナナコ コウカチュウ

w13.37 7 712
タナカ　アミ ヒコネヒガシチュウ

13.83 PB森地　奈那子(2) 甲賀中 田中　杏実(2) 彦根東中

8 9824
コンドウ　ユノン ヒコネチュウオウチュウ

w13.50 8 2220
ホシノ　ユリ シガチュウ

13.90 PB近藤　優音(2) 彦根中央中 星野　ゆり(2) 志賀中

w:追風参考  PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 15:01:01



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

3年女子100m 予選 7/28 10:10 (6-1+10)
決勝 7/28 13:15 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
大会記録 12.07 吉野　史織 日吉中  

〈〈 予選 〉〉 (6-1+10)
1組 (+1.9 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 4301
コマムラ　ユウナ ナンゴウチュウ

Q 13.30 1 2201
コタニ　ナナ シガチュウ

Q 12.91駒村　優波(3) 南郷中 小谷　菜々(3) 志賀中

2 763
ミナミ　ルリ ヒコネヒガシチュウ

q 13.50 PB 2 3201
タナカ　マオ チュウズチュウ

q 13.32 PB南　るり(3) 彦根東中 田中　真桜(3) 中主中

3 8720
フクタ　ユナ モリヤマミナミチュウ

13.78 PB 3 3718
シノハラ　チサメ コウカチュウ

q 13.47福田　悠菜(3) 守山南中 篠原　千雨(3) 甲賀中

4 3860
ワタナベ　コトネ コウナンチュウ

13.82 4 9412
ヤマネ　ミズキ リットウニシチュウ

13.58 PB渡辺　琴音(3) 甲南中 山根　瑞紀(3) 栗東西中

5 2401
イトウ　ミミカ マツバラ

13.84 5 8002
オオハシ　ナナミ アドガワチュウ

13.78 PB伊藤　実々花(3) 松原中 大橋　七海(3) 安曇川中

6 9274
オオチ　マイ オイカミチュウ

14.06 6 2017
コイケ　シュリ セイトク

13.97 PB大地　舞依(3) 老上中 小池　珠理(3) 聖徳中

10411
ジンオ　リア オオギチュウ

DNS 7 2710
クシダ　ミズホ リットウチュウ

14.46甚尾　莉愛(3) 仰木中 串田　瑞歩(3) 栗東中

3組 (+1.7 m/s) 4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

1 129
ヤマダ　リコ ヒヨシチュウ

Q 13.37 1 5701
ヤマグチ　カホ タガチュウ

Q 13.28山田　莉子(3) 日吉中 山口　華穂(3) 多賀中

2 2818
トクナガ　ニイナ イチリツモリヤマチュウ

q 13.40 2 9012
ワタナベ　ハナ カラサキチュウ

q 13.47 PB德永　虹花(3) 市立守山中 渡邉　花(3) 唐崎中

3 9123
ナカガワ　サリ モリヤマキタチュウ

q 13.54 3 1243
ホリウチ　ナナ ナガハマキタチュウ

13.63中川　彩来(3) 守山北中 堀内　捺菜(3) 長浜北中

4 327
イトウ　ヒマリ ウチデチュウ

13.75 4 4110
セガワ　ホノカ チョウオウチュウ

14.02伊藤　妃莉(3) 打出中 瀬川　帆乃佳(3) 朝桜中

5 3110
カワサキ　マユ ヤスチュウ

13.85 5 939
タムラ　マオ ヒコネミナミチュウ

14.27川崎　愛友(3) 野洲中 田村　麻央(3) 彦根南中

6 11201
スズキ　アイサ コウフクカンサイチュウ

13.98 6 5651
ナカニシ　ナツミ コウラチュウ

14.32鈴木　愛咲(3) 幸福関西中 中西　夏海(3) 甲良中

7 9633
シロノ　ヨツバ セタキタチュウ

14.03 PB 401
アオニシ　コユキ アワヅチュウ

DNS城野　四葉(3) 瀬田北中 青西　湖雪(3) 粟津中

5組 (+1.5 m/s) 6組 (+0.6 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 3478
タニグチ　リノン ミナクチチュウ

Q 13.23 PB 1 9812
ヤマモト　コノミ ヒコネチュウオウチュウ

Q 13.23谷口　凛音(3) 水口中 山本　好(3) 彦根中央中

2 10582
マツヤマ　シュリ アオヤマチュウ

q 13.26 PB 2 3548
ホリ　ミサト シロヤマチュウ

q 13.45松山　珠里(3) 青山中 堀　美聖(3) 城山中

3 7121
イマオカ　ミノリ タカツキチュウ

q 13.40 3 9577
マスモト　ハナ キタオオジチュウ

q 13.57今岡　真愛(3) 高月中 桝本　蓉央(3) 北大路中

4 3324
フクモリ　カヅキ コウセイチュウ

13.62 4 256
センシュウ　ミク オウジヤマチュウ

13.62福森　香月(3) 甲西中 千秋　美紅(3) 皇子山中

5 2301
モリカワ　ミナミ クサツチュウ

13.81 5 10206
エンドウ　カヨコ アケトミチュウ

13.93森川　南(3) 草津中 遠藤　佳良子(3) 明富中

6 6815
マツモト　チカ コホクチュウ

14.15 2515
ウエノ　ヒナタ セタチュウ

DNS松本　千佳(3) 湖北中 上野　陽葵(3) 瀬田中

7 4232
コンドウ　ソノカ ヒノチュウ

14.49近藤　園華(3) 日野中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:55:05



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

3年女子100m 予選 7/28 10:10 (6-1+10)
決勝 7/28 13:15 

滋賀県中学記録 11.89 安達　茉鈴 粟津 2017 皇子山
近畿中学記録 11.73 竹内　彩華 御影・兵庫 2005 加古川
全中参加標準記録 12.53 　 　  　
大会記録 12.07 吉野　史織 日吉中  

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)
1組 (+1.3 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 2201
コタニ　ナナ シガチュウ

12.82 PB 1 2818
トクナガ　ニイナ イチリツモリヤマチュウ

13.29小谷　菜々(3) 志賀中 德永　虹花(3) 市立守山中

2 5701
ヤマグチ　カホ タガチュウ

12.98 PB 2 7121
イマオカ　ミノリ タカツキチュウ

13.33山口　華穂(3) 多賀中 今岡　真愛(3) 高月中

3 129
ヤマダ　リコ ヒヨシチュウ

13.18 3 9012
ワタナベ　ハナ カラサキチュウ

13.37 PB山田　莉子(3) 日吉中 渡邉　花(3) 唐崎中

4 10582
マツヤマ　シュリ アオヤマチュウ

13.21 PB 4 3718
シノハラ　チサメ コウカチュウ

13.43 PB松山　珠里(3) 青山中 篠原　千雨(3) 甲賀中

5 3478
タニグチ　リノン ミナクチチュウ

13.23 PB 5 763
ミナミ　ルリ ヒコネヒガシチュウ

13.51 PB谷口　凛音(3) 水口中 南　るり(3) 彦根東中

6 3201
タナカ　マオ チュウズチュウ

13.26 PB 6 3548
ホリ　ミサト シロヤマチュウ

13.56田中　真桜(3) 中主中 堀　美聖(3) 城山中

7 4301
コマムラ　ユウナ ナンゴウチュウ

13.29 7 9123
ナカガワ　サリ モリヤマキタチュウ

13.64駒村　優波(3) 南郷中 中川　彩来(3) 守山北中

9812
ヤマモト　コノミ ヒコネチュウオウチュウ

DQ FS 8 9577
マスモト　ハナ キタオオジチュウ

13.64山本　好(3) 彦根中央中 桝本　蓉央(3) 北大路中

PB:パーソナルベスト  DQ:失格  FS:TR16.7-不正スタート  
リスト出力日時 2022/07/29 14:57:23



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子200m 予選 7/28  9:35 (3-1+5)
決勝 7/28 13:00 

滋賀県中学記録 24.50 壹岐　あいこ 南郷 2015 厚別
近畿中学記録 24.0 奥埜　めぐみ 竜山・兵庫 1992 王子公園

24.47 武本　知絋 都祁・奈良 2009 大分
全中参加標準記録 25.80 　 　  　

〈〈 予選 〉〉 (3-1+5)
1組 (+0.9 m/s) 2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 4303
ツモト　エイカ ナンゴウチュウ

Q 25.10 全中-GR-PB 1 6323
ウジハラ　カエデ マイバラチュウ

Q 26.75津本　瑛夏(3) 南郷中 氏原　楓(3) 米原中

2 3322
コマツ　カホ コウセイチュウ

q 27.64 PB 2 2208
アンドウ　ヒナタ シガチュウ

q 27.35 PB小松　果歩(3) 甲西中 安藤　ひなた(3) 志賀中

3 4234
ニシムラ　リョウ ヒノチュウ

28.43 3 3207
ハヤシ　センリ チュウズチュウ

q 27.99 PB西村　涼(3) 日野中 林　千里(2) 中主中

4 9134
ナリタ　カエデ モリヤマキタチュウ

28.70 4 9015
ヤマダ　カリノ カラサキチュウ

q 28.03 PB成田　楓(2) 守山北中 山田　カリノ(3) 唐崎中

5 8737
ムラキタ　リサ モリヤマミナミチュウ

28.71 PB 5 4514
カツミ　レナ リュウオウチュウ

28.21 PB村北　理沙(2) 守山南中 勝見　澪菜(3) 竜王中

6 2817
ウメカゲ　マコト イチリツモリヤマチュウ

28.86 6 2010
イノウエ　ミズキ セイトク

28.42 PB梅景　愛琴(3) 市立守山中 井上　瑞葵(3) 聖徳中

7 9285
マシバ　イチカ オイカミチュウ

28.98 7 6555
タヅケ　サラ ソウヨウチュウ

28.63間柴　一花(3) 老上中 田附　咲良(3) 双葉中

3組 (+1.2 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 10710
サイウチ　ノノ ケンリツモリヤマチュウ

Q 26.90齊内　愛音(3) 県立守山中

2 2529
ナカニシ　メグミ セタチュウ

q 27.75中西　萌望(3) 瀬田中

3 3724
フジタ　アイカ コウカチュウ

28.08藤田　愛可(3) 甲賀中

4 1236
ツジ　ハノン ナガハマキタチュウ

28.54 PB辻　葉音(3) 長浜北中

5 9410
タカテラ　カホ リットウニシチュウ

29.45高寺　夏帆(3) 栗東西中

10578
キムラ　マオ アオヤマチュウ

DNS木村　真緒(3) 青山中

Q:順位による通過者    PB:パーソナルベスト  全中:全中参加標準記録  GR:大会記録  q:プラスによる進出    DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:54:40



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子200m 予選 7/28  9:35 (3-1+5)
決勝 7/28 13:00 

滋賀県中学記録 24.50 壹岐　あいこ 南郷 2015 厚別
近畿中学記録 24.0 奥埜　めぐみ 竜山・兵庫 1992 王子公園

24.47 武本　知絋 都祁・奈良 2009 大分
全中参加標準記録 25.80 　 　  　

〈〈 決勝 〉〉
1組 (+0.5 m/s)
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

25.15 全中-GR-PB
津本　瑛夏(3) 南郷中

2 6323
ウジハラ　カエデ マイバラチュウ

26.37氏原　楓(3) 米原中

3 10710
サイウチ　ノノ ケンリツモリヤマチュウ

26.56 PB齊内　愛音(3) 県立守山中

4 2208
アンドウ　ヒナタ シガチュウ

27.25 PB安藤　ひなた(3) 志賀中

5 3322
コマツ　カホ コウセイチュウ

27.39 PB小松　果歩(3) 甲西中

6 2529
ナカニシ　メグミ セタチュウ

27.48中西　萌望(3) 瀬田中

7 3207
ハヤシ　センリ チュウズチュウ

28.30 PB林　千里(2) 中主中

8 9015
ヤマダ　カリノ カラサキチュウ

28.65 PB山田　カリノ(3) 唐崎中

PB:パーソナルベスト  全中:全中参加標準記録  GR:大会記録  
リスト出力日時 2022/07/29 14:57:10



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

1年女子800m 決勝 7/29 10:30 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素
全中参加標準記録 2:16.50 　 　  　
大会記録 2:24.38 森谷　心美 立命館守山中  

〈〈 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

1 425
フジタ　ルリ アワヅチュウ

2:25.95 PB 1 3703
オオジ　ソラ コウカチュウ

2:34.48 PB藤田　琉里(1) 粟津中 大治　空楽(1) 甲賀中

2 3903
キクチ　オウカ シガラキチュウ

2:27.26 PB 2 8702
イオハラ　カエデ モリヤマミナミチュウ

2:35.46 PB菊地　桜香(1) 信楽中 庵原　楓(1) 守山南中

3 6571
クボタ　マユ ソウヨウチュウ

2:28.27 PB 3 735
フルカワ　コトア ヒコネヒガシチュウ

2:41.20 PB久保田　真由(1) 双葉中 古川　琴愛(1) 彦根東中

4 4457
イジチ　アヤ コウセイキタチュウ

2:28.90 PB 4 10827
クボ　ユウカ ミナクチヒガシチュウ

2:43.99 PB伊地智　彩(1) 甲西北中 久保　友香(1) 水口東中

5 3411
タナカ　アオイ ミナクチチュウ

2:31.63 PB 5 10240
イカイ　ヒナ アケトミチュウ

2:45.02 PB田中　葵(1) 水口中 猪飼　ひな(1) 明富中

6 2834
マキノ　チサ イチリツモリヤマチュウ

2:32.24 PB 6 4907
カツマ　チサ ノトガワチュウ

2:45.25 PB牧野　智彩(1) 市立守山中 勝間　千瑳(1) 能登川中

7 9635
ウメカワ　キラリ セタキタチュウ

2:34.14 PB 7 10598
ウエダ　アヤナ アオヤマチュウ

2:45.61 PB梅川　希來里(1) 瀬田北中 上田　絢奈(1) 青山中

8 1162
ナカガワ　マオ ナガハマニシチュウ

2:35.48 8 8014
イリエ　ツバキ アドガワチュウ

2:46.85中川　真緒(1) 長浜西中 入江　椿(1) 安曇川中

9 1716
ウチクボ　アオ ハチマンニシチュウ

2:41.45 7512
タケチ　ナホ タカホチュウ

DNS内久保　愛生(1) 八幡西中 武知　奈歩(1) 高穂中

3211
ニシムラ　ユズ チュウズチュウ

DNS 350
オグラ　チヒロ ウチデチュウ

DNS西村　柚(1) 中主中 椋　千裕(1) 打出中

103
アサイ　マヨコ ヒヨシチュウ

DNS浅井　萬葉子(1) 日吉中

PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 15:17:43



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

2.3年女子800m 決勝 7/28 12:40 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素
全中参加標準記録 2:16.50 　 　  　
大会記録 2:14.27 上村　知安希 水口中  

〈〈 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 2519
コマツ　マユ セタチュウ

2:18.60 1 10803
オガワ　ユイ ミナクチヒガシチュウ

2:32.81 PB小松　真優(3) 瀬田中 小川　由衣(3) 水口東中

2 9572
ウエダ　スズネ キタオオジチュウ

2:22.14 2 2203
ミヤケ　ノノカ シガチュウ

2:33.07 PB植田　涼音(3) 北大路中 三宅　野々花(3) 志賀中

3 8735
イシダ　サワ モリヤマミナミチュウ

2:23.75 PB 3 4304
ハンダ　コムギ ナンゴウチュウ

2:39.48 PB石田　紗和(2) 守山南中 半田　こむぎ(3) 南郷中

4 3711
カワイ　ユメノ コウカチュウ

2:30.14 PB 4 9426
タマガワ　トモカ リットウニシチュウ

2:41.76河合　夢乃(3) 甲賀中 玉川　朋茄(2) 栗東西中

5 3865
ヨコフジ　クオン コウナンチュウ

2:32.63 PB 5 3475
タホリ　エマ ミナクチチュウ

2:42.32横藤　空音(2) 甲南中 田堀　笑茉(3) 水口中

6 11014
ナカジマ　ユリカ リツメイカンモリヤマチュウ

2:35.78 6 2604
コバヤシ　アカネ タナカミチュウ

2:47.59中島　優里花(3) 立命館守山中 小林　あかね(3) 田上中

7 8903
タメイケ　リノ ヤスキタチュウ

2:36.31溜池　梨乃(2) 野洲北中

8 6010
タカギ　ユア ダイトウチュウ

2:43.31髙木　優杏(3) 大東中

PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:56:57



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子1500m 決勝 7/29 12:15 

滋賀県中学記録 4:28.27 森谷　心美 立命館守山 2021 布引
近畿中学記録 4:19.46 福田　有以 稲美北・兵庫 2010 神戸
全中参加標準記録 4:38.00 　 　  　
大会記録 4:31.60 森谷　心美 立命館守山中 2021 

〈〈 決勝 〉〉
1組
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 127
アサイ　ショウコ ヒヨシチュウ

4:42.14 PB浅井　笙子(3) 日吉中

2 4451
フクモト　マイ コウセイキタチュウ

4:43.80 PB福本　真生(2) 甲西北中

3 2202
イトウ　カエデ シガチュウ

5:03.61伊藤　楓(3) 志賀中

4 3861
アミヂ　ミク コウナンチュウ

5:05.16網治　美空(3) 甲南中

5 3705
カタヤ　ヒナ コウカチュウ

5:05.23片矢　陽菜(3) 甲賀中

6 10809
ヤマザキ　カナウ ミナクチヒガシチュウ

5:05.70山﨑　叶(3) 水口東中

7 4312
ノウミ　マリ ナンゴウチュウ

5:06.02能海　茉莉(2) 南郷中

8 2527
コマツ　アユ セタチュウ

5:23.62小松　愛優(3) 瀬田中

9 10632
ムラカミ　レイナ カワセチュウ

5:33.55村上　令奈(3) 河瀬中

10 8005
イリエ　ハナ アドガワチュウ

5:35.70入江　花(3) 安曇川中

1505
オオハシ　マイカ ハチマンチュウ

DNS大橋　苺果(3) 八幡中

9576
ヒウケ　ユズハ キタオオジチュウ

DNS日生下　柚羽(3) 北大路中

PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 15:00:11



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/29 10:45 (3-1+5)
決勝 7/29 13:00 

滋賀県中学記録 14.24 中村　梨穂 守山北 2006 皇子山
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん 神河・兵庫 2019 皇子山
全中参加標準記録 14.80 　   
大会記録 14.29 中村　梨穂 守山北中  

〈〈 予選 〉〉 (3-1+5)
1組 (+1.1 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

1 429
ダイコク　マオ アワヅチュウ

Q 15.27 1 10805
ナカジマ　スミレ ミナクチヒガシチュウ

Q 15.90大黒　真緒(2) 粟津中 中島　純鈴(3) 水口東中

2 3118
ヌクイ　アユミ ヤスチュウ

q 16.76 2 1901
イナムラ　ユキナ タマゾノチュウ

q 15.98 PB温井　歩実(3) 野洲中 稲村　友紀菜(2) 玉園中

3 2816
ウチヤマ　ミハナ イチリツモリヤマチュウ

17.03 3 9369
トウヤマ　ソナ シンドウチュウ

17.05 PB内山　心花(3) 市立守山中 東山　奏和(3) 新堂中

4 338
ササキ　ユカ ウチデチュウ

17.17 PB 4 1702
ヤマダ　ニコ ハチマンニシチュウ

17.39佐々木　結加(2) 打出中 山田　仁子(3) 八幡西中

5 3496
エンドウ　モエ ミナクチチュウ

18.01 5 8622
フクイ　ハナ キョウダイシャチュウ

19.05遠藤　百笑(2) 水口中 福井　花(3) 兄弟社中

6 4519
ノダ　チアキ リュウオウチュウ

18.21 PB 6 9414
タニグチ　リノ リットウニシチュウ

19.18野田　千晶(3) 竜王中 谷口　里乃(3) 栗東西中

7 5302
マツミヤ　リノ エチチュウ

19.02 7 3329
ヨゴ　ミナミ コウセイチュウ

21.52松宮　凛乃(1) 愛知中 余語　みな子(2) 甲西中

3組 (+0.7 m/s)
順位 No. 競技者名 所属 記録 備考

1 7551
ムラタ　メイ タカホチュウ

Q 15.97 PB村田　萌衣(3) 高穂中

2 2016
ヨシムラ　サクラ セイトク

q 16.06 PB吉村　桜(3) 聖徳中

3 2206
ニガ　カンナ シガチュウ

q 16.60 PB仁賀　柑奈(3) 志賀中

4 8708
オオニシ　ナユハ モリヤマミナミチュウ

q 16.92 PB大西　菜由羽(1) 守山南中

5 8223
カミジョウ　ユウカ コセイチュウ

18.21 PB上條　優花(3) 湖西中

6 7106
カタギリ　ナギサ タカツキチュウ

18.28片桐　渚紗(2) 高月中

10580
ナカハラ　モモコ アオヤマチュウ

DNS中原　桃子(3) 青山中

Q:順位による通過者    q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DNS:欠場  
リスト出力日時 2022/07/29 14:59:06



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/29 10:45 (3-1+5)
決勝 7/29 13:00 

滋賀県中学記録 14.24 中村　梨穂 守山北 2006 皇子山
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん 神河・兵庫 2019 皇子山
全中参加標準記録 14.80 　   
大会記録 14.29 中村　梨穂 守山北中  

〈〈 決勝 〉〉
1組 (+1.9 m/s)
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

14.99 PB大黒　真緒(2) 粟津中

2 1901
イナムラ　ユキナ タマゾノチュウ

15.55 PB稲村　友紀菜(2) 玉園中

3 10805
ナカジマ　スミレ ミナクチヒガシチュウ

15.58 PB中島　純鈴(3) 水口東中

4 7551
ムラタ　メイ タカホチュウ

15.63 PB村田　萌衣(3) 高穂中

5 2016
ヨシムラ　サクラ セイトク

15.86 PB吉村　桜(3) 聖徳中

6 2206
ニガ　カンナ シガチュウ

16.15 PB仁賀　柑奈(3) 志賀中

7 8708
オオニシ　ナユハ モリヤマミナミチュウ

16.23 PB大西　菜由羽(1) 守山南中

8 3118
ヌクイ　アユミ ヤスチュウ

16.30 PB温井　歩実(3) 野洲中

PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 15:00:49



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年女子4x100mR
予選 7/28 11:15 (3-0+8)
決勝 7/28 14:00 

(低)滋賀県中学記録 50.59 上野・讃岐・柴田・吉野 日吉 2013 布引
(低)近畿中学記録 50.10 重永・平川・若林・稲田 平野・兵庫 1991 国立
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
モリヤマミナミチュウ

q 52.92 5
タマガワチュウ

q 55.47
守山南中 玉川中
[1] イシダ　サワ [2] ヤノ　アヤノ [1] ナカイ　ハルノ [2] サヤマ　マコ

8735 石田 紗和(2) 8705 矢野 彩乃(1) 10315 中井 晴乃(2) 10331 佐山 まこ(1)
[3] オオニシ　ナユハ [4] ナガヤマ　リウ [3] オオタ　ソラ [4] オクムラ　ミコ

8708 大西 菜由羽(1) 8734 永山 理羽(2) 10333 太田 蒼來(1) 10314 奥村 美湖(2)

2
イチリツモリヤマチュウ

q 54.58 6
タカツキチュウ

56.14 PB
市立守山中 高月中
[1] イシウチ　マナ [2] タカハシ　ユウヒ [1] カタギリ　ナギサ [2] ハヤシ　アカネ

2821 石内 愛菜(2) 2830 高橋 優妃(1) 7106 片桐 渚紗(2) 7113 林 紅寧(1)
[3] ウエニシ　カナミ [4] ハギナカ　リン [3] ヨシハラ　アヤノ [4] アンサイ　アスナ

2827 植西 叶望(1) 2824 萩中 凜(2) 7114 吉原 綾乃(1) 7103 安済 明日菜(2)

3
ヒコネヒガシチュウ

q 54.81 PB 7
モリヤマキタチュウ

57.31
彦根東中 守山北中
[1] オオノ　ユウ [2] ナガイ　コノン [1] マツフジ　ユナ [2] ムラカミ　サワ

715 大野 結生(2) 730 永井 穏(1) 9133 松藤 由奈(2) 9138 村上 紗羽(1)
[3] タナベ　サユ [4] タナカ　アミ [3] モリタ　マユ [4] ウエナカ　ミナホ

729 田部 紗唯(1) 712 田中 杏実(2) 9140 森田 真由(1) 9137 上仲 南帆(2)

4
オオギチュウ

q 55.00 PB
仰木中
[1] イトウ　モモカ [2] フクヤマ　アイリ

10418 伊藤 桃花(2) 10407 福山 愛莉(1)
[3] フクダ　リオナ [4] サイトウ　ユメ

10406 福田 莉央奈(1)10416 齋藤 夢(2)

2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 53.95 5
ハチマンチュウ

56.47
水口中 八幡中
[1] フジカワ　ココア [2] イマサカ　ココナ [1] サノ　アヤカ [2] ダケヤ　マオ

3498 藤川 心愛(2) 3412 今坂 心奏(1) 1542 佐野 絢香(2) 1514 嵩谷 真央(1)
[3] オオウラ　ヒナタ [4] エンドウ　モエ [3] マンノ　カホ [4] シモイケ　ミユ

3407 大浦 陽咲(1) 3496 遠藤 百笑(2) 1518 万野 楓歩(1) 1545 下池 美結(2)

2
リツメイカンモリヤマチュウ

q 54.02 PB 6
セタチュウ

56.59
立命館守山中 瀬田中
[1] イヌイ　リオ [2] セトグチ　サクラ [1] ムラタ　ヒマリ [2] イケダ　マリエ

11020 乾 莉央(2) 11001 瀬戸口 桜(1) 2539 村田 陽葵(2) 2556 池田 マリエ(1)
[3] ナカガワ　ユキ [4] コモリ　レア [3] イノウエ　アイリ [4] アオヤマ　ルネ

11002 中川 結葵(1) 11022 小守 玲愛(2) 2554 井上 愛理(1) 2543 青山 流音(2)

3
セイトク

55.90 7
ウチデチュウ

57.47
聖徳中 打出中
[1] オグラ　ヒカリ [2] カワカミ　レア [1] イワギシ　リオ [2] フカオ　ユナ

2021 小椋 ひかり(2) 2032 川上 稀明(1) 348 岩岸 里桜(2) 354 深尾 結菜(1)
[3] イシヤマ　ヒヨリ [4] タテイシ　ユキナ [3] クイダ　フミカ [4] フワ　ユナ

2035 石山 ひより(1) 2019 立石 優樹菜(2) 355 杭田 文香(1) 340 不破 結菜(2)

4
コウセイチュウ

56.38
甲西中
[1] ヨゴ　ミナミ [2] トクダ　コヒロ

3329 余語 みな子(2) 3302 德田 幸央(1)
[3] ヤマグチ　ハジメ [4] ヤマダ　イトハ

3306 山口 源(1) 3328 山田 愛葉(2)

リスト出力日時 2022/07/29 14:55:49



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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
チュウズチュウ

q 54.93 PB 4
ヒヨシチュウ

56.23中主中 日吉中
[1] フジモト　ハルア [2] トクナガ　ミア [1] キムラ　アヤカ [2] ヨシナガ　アカリ

3208 藤本 遥愛(2) 3210 督永 珠愛(1) 134 木村 文香(2) 139 吉永 朱里(1)
[3] カワグチ　ミク [4] ハヤシ　センリ [3] ムラタ　コトネ [4] アリサワ　ユラ

3212 河口 未來(1) 3207 林 千里(2) 109 村田 琴音(1) 131 有澤 由桜(2)

2
ソウヨウチュウ

55.64 5
アオヤマチュウ

56.68双葉中 青山中
[1] キタニ　リオ [2] タリ　ヒマリ [1] ワタナベ　シオン [2] クマタ　ユイ

6560 木谷 莉緒(2) 6567 田里 日茉梨(1) 10586 渡邉 心音(2) 10594 熊田 結彩(1)
[3] ヤス　モモカ [4] フジモト　カリン [3] サノ　ヒナコ [4] アサイ　サキ

6566 野洌 百花(1) 6562 藤本 楓琳(2) 10596 佐野 日向子(1)10587 浅井 彩希(2)

3
アケトミチュウ

56.21 PB 6
クサツチュウ

56.94明富中 草津中
[1] フジタ　リリコ [2] イカイ　ヒナ [1] イケダ　マナミ [2] アキオ　ミユ

10216 藤田 りりこ(2)10240 猪飼 ひな(1) 2308 池田 愛美(2) 2344 秋尾 心結(1)
[3] カワイ　ユア [4] ハヤシ　サホ [3] オオタニ　リンカ [4] フクダ　ヒナ

10241 河合 結愛(1) 10215 林 咲穂(2) 2322 大谷 凛花(1) 2312 福田 陽菜(2)

q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:55:49



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

低学年女子4x100mR
予選 7/28 11:15 (3-0+8)
決勝 7/28 14:00 

(低)滋賀県中学記録 50.59 上野・讃岐・柴田・吉野 日吉 2013 布引
(低)近畿中学記録 50.10 重永・平川・若林・稲田 平野・兵庫 1991 国立
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
モリヤマミナミチュウ

52.94 5
ヒコネヒガシチュウ

54.81 PB
守山南中 彦根東中
[1] イシダ　サワ [2] ヤノ　アヤノ [1] オオノ　ユウ [2] ナガイ　コノン

8735 石田 紗和(2) 8705 矢野 彩乃(1) 715 大野 結生(2) 730 永井 穏(1)
[3] オオニシ　ナユハ [4] ナガヤマ　リウ [3] タナベ　サユ [4] タナカ　アミ

8708 大西 菜由羽(1) 8734 永山 理羽(2) 729 田部 紗唯(1) 712 田中 杏実(2)

2
ミナクチチュウ

53.93 6
オオギチュウ

55.32 PB
水口中 仰木中
[1] フジカワ　ココア [2] イマサカ　ココナ [1] イトウ　モモカ [2] フクヤマ　アイリ

3498 藤川 心愛(2) 3412 今坂 心奏(1) 10418 伊藤 桃花(2) 10407 福山 愛莉(1)
[3] オオウラ　ヒナタ [4] エンドウ　モエ [3] フクダ　リオナ [4] サイトウ　ユメ

3407 大浦 陽咲(1) 3496 遠藤 百笑(2) 10406 福田 莉央奈(1)10416 齋藤 夢(2)

3
イチリツモリヤマチュウ

54.33 7
タマガワチュウ

55.38
市立守山中 玉川中
[1] イシウチ　マナ [2] タカハシ　ユウヒ [1] ナカイ　ハルノ [2] サヤマ　マコ

2821 石内 愛菜(2) 2830 高橋 優妃(1) 10315 中井 晴乃(2) 10331 佐山 まこ(1)
[3] ウエニシ　カナミ [4] ハギナカ　リン [3] オオタ　ソラ [4] オクムラ　ミコ

2827 植西 叶望(1) 2824 萩中 凜(2) 10333 太田 蒼來(1) 10314 奥村 美湖(2)

4
チュウズチュウ

54.80 PB
リツメイカンモリヤマチュウ

DQ FS 
中主中 立命館守山中
[1] フジモト　ハルア [2] トクナガ　ミア [1] イヌイ　リオ [2] セトグチ　サクラ

3208 藤本 遥愛(2) 3210 督永 珠愛(1) 11020 乾 莉央(2) 11001 瀬戸口 桜(1)
[3] カワグチ　ミク [4] ハヤシ　センリ [3] ナカガワ　ユキ [4] コモリ　レア

3212 河口 未來(1) 3207 林 千里(2) 11002 中川 結葵(1) 11022 小守 玲愛(2)

PB:パーソナルベスト  DQ:失格  FS:TR16.7-不正スタート  

リスト出力日時 2022/07/29 14:57:44



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子4x100mR
予選 7/29  9:00 (6-0+8)
決勝 7/29 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
アオヤマチュウ

q 50.69 PB 5
ケンリツモリヤマチュウ

53.96
青山中 県立守山中
[1] ナカハラ　モモコ [2] キムラ　マオ [1] テラウラ　サクラ [2] モロキ　ヒナタ

10580 中原 桃子(3) 10578 木村 真緒(3) 10716 寺浦 さくら(1)10712 諸木 陽菜紗(3)
[3] マツヤマ　シュリ [4] イマムラ　ルルナ [3] タカクス　イチカ [4] サイウチ　ノノ

10582 松山 珠里(3) 10584 今村 瑠々奈(3) 10713 高楠 いちか(2)10710 齊内 愛音(3)

2
コウカチュウ

53.15 PB 6
タカツキチュウ

54.42 PB
甲賀中 高月中
[1] ヤマサキ　ミク [2] フジタ　アイカ [1] ホヅミ　ワカバ [2] サワオ　ホノカ

3721 山嵜 美来(2) 3724 藤田 愛可(3) 7104 保積 若葉(3) 7129 沢尾 萌乃華(3)
[3] シノハラ　チサメ [4] モリチ　ナナコ [3] ハシモト　ヒナタ [4] イマオカ　ミノリ

3718 篠原 千雨(3) 3726 森地 奈那子(2) 7122 橋本 陽(3) 7121 今岡 真愛(3)

3
ヤスチュウ

53.40 PB 7
セタキタチュウ

54.47
野洲中 瀬田北中
[1] カワサキ　マユ [2] ヌクイ　アユミ [1] ムラニシ　ユイコ [2] ニシムラ　ハナ

3110 川崎 愛友(3) 3118 温井 歩実(3) 9602 村西 結心(2) 9604 西村 花(2)
[3] オオイ　アカネ [4] ヤノ　アンズ [3] オカジマ　ミオ [4] シロノ　ヨツバ

3112 大井 明音(3) 3115 矢野 あんず(3) 9631 岡島 澪(3) 9633 城野 四葉(3)

4
ナガハマキタチュウ

53.50 PB
長浜北中
[1] クツキ　アヤカ [2] サスガ　ソラ

1217 朽木 彩迦(2) 1211 流石 青空(3)
[3] ツジ　ハノン [4] ホリウチ　ナナ

1236 辻 葉音(3) 1243 堀内 捺菜(3)

2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 51.28 5
コウナンチュウ

55.61
南郷中 甲南中
[1] コマムラ　ユウナ [2] ウエノ　ユウミ [1] ヒロセ　コトミ [2] ワタナベ　コトネ

4301 駒村 優波(3) 4307 上野 優実(2) 3859 廣瀬 琴巳(3) 3860 渡辺 琴音(3)
[3] テラモト　ハルカ [4] ツモト　エイカ [3] オオニシ　ユウリ [4] シモミナミ　ユナ

4311 寺本 遥(2) 4303 津本 瑛夏(3) 3866 大西 優梨(2) 3858 下南 結菜(3)

2
モリヤマキタチュウ

52.93 6
イシベチュウ

56.13
守山北中 石部中
[1] ナリタ　カエデ [2] マツモト　カンナ [1] タナカ　ジュリア [2] ワクイ　ユキノ

9134 成田 楓(2) 9131 松本 栞那(2) 3040 田中 珠里愛(2) 3044 涌井 柚貴乃(2)
[3] キタノ　ハルカ [4] ナカガワ　サリ [3] カマクラタリタ　キヨミ [4] マツモト　レン

9125 北野 陽空(3) 9123 中川 彩来(3) 3039 鎌倉タリタ 聖美(2)3043 松本 恋(2)

3
ヒコネチュウオウチュウ

53.22 PB 7
オウジヤマチュウ

57.88
彦根中央中 皇子山中
[1] シモダ　マオリ [2] コンドウ　ユノン [1] タカヤマ　ミユ [2] センシュウ　ミク

9814 下田 麻織(2) 9824 近藤 優音(2) 257 高山 未優(3) 256 千秋 美紅(3)
[3] ホリベ　アスカ [4] ヤマモト　コノミ [3] ナカガワ　フキ [4] ヤスダ　メイ

9837 堀部 明日香(3) 9812 山本 好(3) 210 中川 風季(2) 258 安田 芽唯(3)

4
シロヤマチュウ

54.71
城山中
[1] カナダ　ルアン [2] ムラタ　サトネ

3554 金田 琉杏(2) 3553 村田 智音(2)
[3] ナカガワ　レナ [4] ホリ　ミサト

3546 中川 麗菜(3) 3548 堀 美聖(3)

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:13



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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
コウセイチュウ

q 51.57 5
マツバラ

54.24甲西中 松原中
[1] クリモト　ヒナノ [2] サトウ　ナナセ [1] ヤマグチ　ヒマリ [2] ナカイ　マキ

3326 栗元 陽音(2) 3327 佐藤 虹星(2) 2408 山口 陽茉里(3) 2434 中井 麻貴(2)
[3] フクモリ　カヅキ [4] コマツ　カホ [3] ハヤシ　ミズキ [4] イトウ　ミミカ

3324 福森 香月(3) 3322 小松 果歩(3) 2407 林 瑞樹(3) 2401 伊藤 実々花(3)

2
ヒコネミナミチュウ

53.06 PB 6
コウセイキタチュウ

54.30彦根南中 甲西北中
[1] タカハシ　ミソラ [2] ナカガワ　ユノ [1] サメシマ　ココミ [2] ニシカワ　リコ

912 髙橋 みそら(3) 910 中川 柚乃(3) 4440 鮫島 心海(3) 4448 西川 理子(2)
[3] アマノ　サエ [4] タムラ　マオ [3] イサイ　シオリ [4] サワダ　ライナ

911 天野 紗英(3) 939 田村 麻央(3) 4450 委細 汐里(2) 4443 澤田 徠七(3)

3
アワヅチュウ

53.09 PB 7
ハチマンニシチュウ

55.16 PB粟津中 八幡西中
[1] フジモト　リオ [2] ダイコク　マオ [1] タネダ　ユラ [2] クラタ　ユイナ

407 藤本 梨央(3) 429 大黒 真緒(2) 1701 種田 ゆら(3) 1723 蔵田 結菜(2)
[3] フカミ　ユイ [4] アオニシ　コユキ [3] ナガサキ　サヤ [4] ヤマダ　ニコ

406 深見 優衣(3) 401 青西 湖雪(3) 1713 長﨑 咲弥(2) 1702 山田 仁子(3)

4
モリヤマミナミチュウ

54.00守山南中
[1] マウラ　リコ [2] ムラキタ　リサ

8725 眞浦 理湖(3) 8737 村北 理沙(2)
[3] フクダ　カンナ [4] フクタ　ユナ

8732 福田 栞菜(2) 8720 福田 悠菜(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 51.87 5
セイトク

53.89日吉中 聖徳中
[1] イワサカ　マヒナ [2] マツイ　サホ [1] ヨシムラ　サクラ [2] コイケ　シュリ

130 岩坂 まひな(3) 132 松井 咲歩(2) 2016 吉村 桜(3) 2017 小池 珠理(3)
[3] オオザワ　ヒヨリ [4] ヤマダ　リコ [3] ワタナベ　リコ [4] イノウエ　ミズキ

128 大澤 日愛(3) 129 山田 莉子(3) 2009 渡邊 璃子(3) 2010 井上 瑞葵(3)

2
ヒコネヒガシチュウ

q 52.35 PB 6
ソウヨウチュウ

54.72彦根東中 双葉中
[1] マツモト　レナ [2] キタガワ　カンナ [1] ムラカミ　リナ [2] タヅケ　サラ

760 松本 怜奈(3) 761 北川 栞菜(3) 6558 村上 凜菜(3) 6555 田附 咲良(3)
[3] ムラチ　ユキ [4] ミナミ　ルリ [3] カスブチ　フウカ [4] フルノ　イロハ

769 村地 由紀(3) 763 南 るり(3) 6556 粕渕 風香(3) 6552 古野 いろは(3)

3
カラサキチュウ

q 52.55 7
チョウオウチュウ

55.82唐崎中 朝桜中
[1] ヤマダ　カリノ [2] サトウ　コトミ [1] セガワ　ホノカ [2] ヤマナカ　サラ

9015 山田 カリノ(3) 9030 佐藤 琴心(1) 4110 瀬川 帆乃佳(3) 4108 山中 沙羅(3)
[3] コトウゲ　ミサキ [4] ワタナベ　ハナ [3] マツムラ　コトナ [4] ワダ　セリナ

9013 小峠 美彩紀(3) 9012 渡邉 花(3) 4119 松村 琴菜(2) 4120 和田 芹奈(2)

4
ウチデチュウ

53.35打出中
[1] カタヤ　ユイナ [2] サナダ　カナ

325 片矢 結菜(3) 323 真田 佳奈(3)
[3] イトウ　ヒマリ [4] マキタ　スズカ

327 伊藤 妃莉(3) 341 蒔田 涼風(2)

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:13



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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
セタチュウ

53.41 5
チュウズチュウ

55.94瀬田中 中主中
[1] イシダ　ホノカ [2] ナカニシ　メグミ [1] タナカ　ユキノ [2] タナカ　マオ

2541 石田 歩花(2) 2529 中西 萌望(3) 3202 田中 夢希望(3) 3201 田中 真桜(3)
[3] コマツ　アユ [4] コマツ　マユ [3] モロト　ジュン [4] ナカムラ　ココナ

2527 小松 愛優(3) 2519 小松 真優(3) 3203 諸頭 純(3) 3206 中村 心菜(2)

2
リットウニシチュウ

53.59 6
キタオオジチュウ

56.18栗東西中 北大路中
[1] ヨシオ　ユリ [2] タマガワ　トモカ [1] キタヤ　ミホコ [2] コモダ　リアラ

9424 吉雄 由莉(2) 9426 玉川 朋茄(2) 9573 北宅 美穂子(3) 9575 小茂田 莉愛(3)
[3] イナバ　ミカ [4] ヤマネ　ミズキ [3] イガキ　ハル [4] マスモト　ハナ

9418 稲葉 三華(3) 9412 山根 瑞紀(3) 9502 井垣 陽(2) 9577 桝本 蓉央(3)

3
オオギチュウ

53.98
イチリツモリヤマチュウ

DQ R1 仰木中 市立守山中
[1] ヒシダ　カレン [2] フクダ　アイリ [1] トクナガ　ニイナ [2] スギハラ　ノア

10414 菱田 楓恋(2) 10402 福田 愛莉(3) 2818 德永 虹花(3) 2823 杉原 希亜(2)
[3] ヤマモト　ヒカル [4] ジンオ　リア [3] ウメカゲ　マコト [4] ウチヤマ　ミハナ

10415 山本 ひかる(2)10411 甚尾 莉愛(3) 2817 梅景 愛琴(3) 2816 内山 心花(3)

4
リュウオウチュウ

54.76竜王中
[1] ノダ　チアキ [2] カツミ　レナ

4519 野田 千晶(3) 4514 勝見 澪菜(3)
[3] コカブ　ワカナ [4] ネコタ　サエ

4515 古株 若奈(3) 4518 猫田 紗瑛(3)

6組

順位 所属 記録 備考 順位 所属 記録 備考

1
シガチュウ

q 51.67 PB 4
ツチヤマチュウ

53.78 PB志賀中 土山中
[1] ホシノ　ユリ [2] ニガ　カンナ [1] マエダ　クルミ [2] ヤマモト　ナツキ

2220 星野 ゆり(2) 2206 仁賀 柑奈(3) 3676 前田 来実(3) 3681 山本 渚月(2)
[3] アンドウ　ヒナタ [4] コタニ　ナナ [3] シモムラ　ナナカ [4] ツジ　ツムギ

2208 安藤 ひなた(3) 2201 小谷 菜々(3) 3679 下村 奈々華(3) 3680 辻 紬生(3)

2
タカホチュウ

q 52.70 5
アドガワチュウ

54.02高穂中 安曇川中
[1] マツウラ　マユ [2] トビカワ　リリ [1] ヒガシムラ　ユナ [2] オオハシ　ナナミ

7545 松浦 真優(3) 7505 飛川 莉凜(2) 8006 東村 優那(3) 8002 大橋 七海(3)
[3] ムラタ　メイ [4] ナカムラ　マキ [3] ミヨシ　リオ [4] カネダ　チカ

7551 村田 萌衣(3) 7504 中村 真希(2) 8003 三好 里桜(3) 8001 金田 千佳(3)

3
ミナクチチュウ

53.48 6
ヒコネニシチュウ

54.45 PB水口中 彦根西中
[1] スオウ　リコ [2] タニグチ　リノン [1] フクハラ　サチナ [2] クロヤナギ　メイ

3487 周防 莉瑚(3) 3478 谷口 凛音(3) 806 福原 さちな(2) 807 黒柳 芽以(3)
[3] イタニ　ユナ [4] コバヤシ　サラ [3] ワカバヤシ　リコ [4] ニシムラ　ソラ

3489 伊谷 唯那(3) 3490 小林 紗來(3) 812 若林 里好(2) 810 西村 蒼空(2)

q:プラスによる進出    PB:パーソナルベスト  DQ:失格  R1:TR24.7-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）  
リスト出力日時 2022/07/29 14:58:13



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子4x100mR
予選 7/29  9:00 (6-0+8)
決勝 7/29 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
アオヤマチュウ

50.49 PB 5
シガチュウ

51.60 PB
青山中 志賀中
[1] ナカハラ　モモコ [2] キムラ　マオ [1] ホシノ　ユリ [2] ニガ　カンナ

10580 中原 桃子(3) 10578 木村 真緒(3) 2220 星野 ゆり(2) 2206 仁賀 柑奈(3)
[3] マツヤマ　シュリ [4] イマムラ　ルルナ [3] アンドウ　ヒナタ [4] コタニ　ナナ

10582 松山 珠里(3) 10584 今村 瑠々奈(3) 2208 安藤 ひなた(3) 2201 小谷 菜々(3)

2
ナンゴウチュウ

50.91 6
タカホチュウ

51.80 PB
南郷中 高穂中
[1] コマムラ　ユウナ [2] ウエノ　ユウミ [1] ヨシミ　サキ [2] トビカワ　リリ

4301 駒村 優波(3) 4307 上野 優実(2) 7501 吉見 沙樹(3) 7505 飛川 莉凜(2)
[3] テラモト　ハルカ [4] ツモト　エイカ [3] ムラタ　メイ [4] ナカムラ　マキ

4311 寺本 遥(2) 4303 津本 瑛夏(3) 7551 村田 萌衣(3) 7504 中村 真希(2)

3
ヒヨシチュウ

51.22 7
ヒコネヒガシチュウ

52.01 PB
日吉中 彦根東中
[1] イワサカ　マヒナ [2] マツイ　サホ [1] マツモト　レナ [2] キタガワ　カンナ

130 岩坂 まひな(3) 132 松井 咲歩(2) 760 松本 怜奈(3) 761 北川 栞菜(3)
[3] オオザワ　ヒヨリ [4] ヤマダ　リコ [3] ムラチ　ユキ [4] ミナミ　ルリ

128 大澤 日愛(3) 129 山田 莉子(3) 769 村地 由紀(3) 763 南 るり(3)

4
コウセイチュウ

51.31 8
カラサキチュウ

52.97
甲西中 唐崎中
[1] クリモト　ヒナノ [2] サトウ　ナナセ [1] ヤマダ　カリノ [2] オクムラ　ノゾミ

3326 栗元 陽音(2) 3327 佐藤 虹星(2) 9015 山田 カリノ(3) 9016 奥村 希美(2)
[3] フクモリ　カヅキ [4] コマツ　カホ [3] コトウゲ　ミサキ [4] ワタナベ　ハナ

3324 福森 香月(3) 3322 小松 果歩(3) 9013 小峠 美彩紀(3) 9012 渡邉 花(3)

PB:パーソナルベスト  

リスト出力日時 2022/07/29 15:01:35



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子走高跳 決勝 7/29 12:00 

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

全中参加標準記録 1.60 　 　  　
大会記録 1.63 柴田　千暉 日吉中  

〈〈 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 10569 15
アオヤマ　シオン アオヤマチュウ - - - o xo xo 1.51青山　詩音(3) 青山中 o xxx

2 3679 17
シモムラ　ナナカ ツチヤマチュウ - - - o o o 1.48下村　奈々華(3) 土山中 xxx

3 10213 11
オオイ　モア アケトミチュウ - - o xo xxo o 1.48大井　萌愛(3) 明富中 xxx

4 8725 13
マウラ　リコ モリヤマミナミチュウ o o o o xxo xxx 1.45 PB眞浦　理湖(3) 守山南中

5 9370 10
イシダ　ミヅキ シンドウチュウ - - xo xo xxx 1.40石田　瑞稀(3) 新堂中

6 4515 4
コカブ　ワカナ リュウオウチュウ - xo o xxo xxx 1.40古株　若奈(3) 竜王中

7 405 16
ハルキ　マユ アワヅチュウ o xo o xxx 1.35春木　麻佑(3) 粟津中

8 7808 7
イワモト　ミユ イマヅ o o xo xxx 1.35 PB岩元　美優(2) 今津中

9 4116 6
ニシダ　ミユウ チョウオウチュウ o xo xxo xxx 1.35西田　三侑(2) 朝桜中

10 323 3
サナダ　カナ ウチデチュウ o o xxx 1.30真田　佳奈(3) 打出中

11 1724 8
ツダ　レイカ ハチマンニシチュウ xo o xxx 1.30津田　怜花(2) 八幡西中

11 9415 18
ワタナベ　サエ リットウニシチュウ xo o xxx 1.30渡邉　皐江(3) 栗東西中

13 2433 9
タナカ　ユズネ マツバラ xo xo xxx 1.30田中　柚音(2) 松原中

14 10713 2
タカクス　イチカ ケンリツモリヤマチュウ o xxx 1.25高楠　いちか(2) 県立守山中

14 2024 12
タテムラ　ミク セイトク o xxx 1.25種村　心玖(2) 聖徳中

16 7543 5
ヒョウドウ　ユナ タカホチュウ xo xxx 1.25兵等　結南(3) 高穂中

9823 1
キタムラ　スズ ヒコネチュウオウチュウ xxx NM北村　すず(2) 彦根中央中

6012 14
ハヤシ　アユ ダイトウチュウ

DNS林　愛結(2) 大東中



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子走幅跳 決勝 7/28  9:30 

滋賀県中学記録 5.84 加藤　伊織 能登川 2011 鴻ノ池
近畿中学記録 6.12 高良　彩花 西宮浜・兵庫 2015 加古川
全中参加標準記録 5.45 　 　  　
大会記録 5.56 加藤　伊織 能登川中  

〈〈 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 3680 1
ツジ　ツムギ ツチヤマチュウ

4.89(+2.0) x 4.78(+1.3) 5.06(+0.8) 5.03(+0.7) 5.14(+0.5) 5.14 (+0.5) PB辻　紬生(3) 土山中

2 6552 5
フルノ　イロハ ソウヨウチュウ

4.77(+1.2) x 4.34(+1.4) 4.67(+0.8) 4.49(+0.6) 4.77(+0.9) 4.77 (+1.2) PB古野　いろは(3) 双葉中

3 10584 12
イマムラ　ルルナ アオヤマチュウ

4.47(+1.7) 4.69(+1.3) 4.58(+0.8) 4.72(+0.3) 4.65(0.0) 4.75(+0.6) 4.75 (+0.6) PB今村　瑠々奈(3) 青山中

4 325 2
カタヤ　ユイナ ウチデチュウ

4.37(+1.2) 4.62(+1.3) 4.45(+0.3) 4.53(+1.2) 4.64(+1.1) 4.71(+1.7) 4.71 (+1.7)
片矢　結菜(3) 打出中

5 11011 15
オカヤマ　ユウ リツメイカンモリヤマチュウ

x 4.61(+1.2) x 4.71(+1.0) x x 4.71 (+1.0) PB岳山　由宇(3) 立命館守山中

6 7505 16
トビカワ　リリ タカホチュウ

4.42(+0.1) 4.30(+1.5) 4.56(-0.7) 4.65(+1.8) 4.68(+0.9) 4.69(+2.2) w4.69 (+2.2)  公認:4.68(0.9) PB 

飛川　莉凜(2) 高穂中

7 769 10
ムラチ　ユキ ヒコネヒガシチュウ

4.65(+0.6) 4.67(+1.8) 4.59(+0.3) 4.62(0.0) 4.68(+0.9) 4.64(+0.5) 4.68 (+0.9)
村地　由紀(3) 彦根東中

8 10631 8
ムラカミ　アイリ カワセチュウ

4.08(+1.4) 4.61(+1.3) 4.63(+0.2) 4.43(+2.2) 4.51(+1.6) x 4.63 (+0.2) PB村上　愛莉(3) 河瀬中

9 3327 13
サトウ　ナナセ コウセイチュウ

4.56(+1.4) 3.80(+0.9) 3.96(-0.1) 4.56 (+1.4)
佐藤　虹星(2) 甲西中

10 10402 6
フクダ　アイリ オオギチュウ

x 4.41(+1.6) 4.29(+0.6) 4.41 (+1.6) PB福田　愛莉(3) 仰木中

11 9602 4
ムラニシ　ユイコ セタキタチュウ

4.06(+1.1) 4.37(+1.6) 4.15(+1.8) 4.37 (+1.6) PB村西　結心(2) 瀬田北中

12 3044 17
ワクイ　ユキノ イシベチュウ

x x 4.35(+1.8) 4.35 (+1.8)
涌井　柚貴乃(2) 石部中

13 8722 14
オクダ　トウコ モリヤマミナミチュウ

4.30(+1.5) 3.74(+1.2) x 4.30 (+1.5)
奥田　陶子(3) 守山南中

14 4518 9
ネコタ　サエ リュウオウチュウ

4.12(+1.3) 4.15(+1.9) 4.29(-0.5) 4.29 (-0.5)
猫田　紗瑛(3) 竜王中

15 3493 11
イチダ　ユラ ミナクチチュウ

4.25(+2.7) 3.87(+1.4) 3.92(-0.3) w4.25 (+2.7)  公認:3.92(-0.3) 

市田　結來(3) 水口中

16 9424 3
ヨシオ　ユリ リットウニシチュウ

3.94(+2.3) x x w3.94 (+2.3)
吉雄　由莉(2) 栗東西中

17 136 7
シミズ　ココロ ヒヨシチュウ

x 3.03(+2.4) 2.78(-0.4) w3.03 (+2.4)  公認:2.78(-0.4) 

清水　こころ(2) 日吉中

PB:パーソナルベスト  w:追風参考  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 14:54:25



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/29 10:30 

滋賀県中学記録 13.70 中川　さよ 県立守山 2005 彦根
近畿中学記録 16.67 尾山　和華 志方・兵庫 2014 太子
全中参加標準記録 12.50 　 　  　
大会記録 13.22 宮本　佳代子 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 4111 7
ソウザ　ビアンカ チョウオウチュウ

10.99 10.66 11.20 10.06 11.82 11.34 11.82 PBソウザ　ビアンカ(3) 朝桜中

2 759 5
カトウ　リン ヒコネヒガシチュウ

11.03 10.73 9.25 11.35 11.69 11.70 11.70 PB加藤　凛(3) 彦根東中

3 6557 8
タニムラ　ユイ ソウヨウチュウ

10.28 11.09 11.28 11.41 11.45 11.24 11.45谷村　結彩(3) 双葉中

4 2820 9
ミウラ　カグヤ イチリツモリヤマチュウ

11.03 10.81 10.48 10.91 10.83 11.19 11.19三浦　月姫(3) 市立守山中

5 7501 6
ヨシミ　サキ タカホチュウ

10.91 11.03 11.15 9.74 9.98 10.63 11.15吉見　沙樹(3) 高穂中

6 3674 2
ナカムラ　ミウ ツチヤマチュウ

8.86 9.10 8.85 9.43 9.04 8.78 9.43 PB中村　美羽(3) 土山中

7 3554 1
カナダ　ルアン シロヤマチュウ

8.54 8.76 8.95 8.79 9.23 9.13 9.23 PB金田　琉杏(2) 城山中

8 4441 4
ミヤゾエ　ユイ コウセイキタチュウ

8.82 8.50 9.19 8.42 8.77 8.59 9.19宮副　結衣(3) 甲西北中

9 3116 3
カイブチ　クルミ ヤスチュウ

8.33 8.10 8.46 8.46貝淵　胡桃(3) 野洲中

PB:パーソナルベスト  リスト出力日時:
2022/07/29 14:59:01



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 7/28  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 2204 11
イノウエ　トモ シガチュウ

25.25 25.70 26.34 26.01 26.14 25.39 26.34井上　朋(3) 志賀中

2 3717 9
カワムラ　コノカ コウカチュウ

21.86 23.57 24.96 22.80 23.87 24.31 24.96 PB川村　心乃香(3) 甲賀中

3 4231 7
エンジョウ　シン ヒノチュウ

23.51 24.07 24.35 22.21 23.38 24.44 24.44 PB遠城　心(3) 日野中

4 3328 8
ヤマダ　イトハ コウセイチュウ

23.88 23.65 22.53 22.69 18.62 23.84 23.88 PB山田　愛葉(2) 甲西中

5 321 6
マツカワ　ハルナ ウチデチュウ

16.97 21.58 20.51 19.48 19.36 19.43 21.58松川　暖奈(3) 打出中

6 403 4
オオニシ　ユリノ アワヅチュウ

x 20.06 20.28 20.63 20.05 19.45 20.63大西　優莉乃(3) 粟津中

7 762 2
ササキ　ユイ ヒコネヒガシチュウ

16.38 17.91 20.37 18.14 19.00 18.17 20.37佐々木　優衣(3) 彦根東中

8 10207 3
カワベ　オトハ アケトミチュウ

18.73 19.99 19.63 18.08 16.52 17.06 19.99河邊　乙葉(3) 明富中

9 6558 10
ムラカミ　リナ ソウヨウチュウ

x x 19.56 19.56村上　凜菜(3) 双葉中

10 7548 1
ホサカ　リナ タカホチュウ

18.97 19.02 17.51 19.02保坂　莉那(3) 高穂中

11 8929 5
オク　モナミ ヤスキタチュウ

16.77 18.07 18.50 18.50奥　桃奈実(3) 野洲北中

PB:パーソナルベスト  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 14:54:33



  P  1  

種目 共通 女子 四種競技 決勝 期日・時刻 22/7/28 審判長 文室　康志

競技会名 第７５回中学夏季総合体育大会[22253002] 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

3 10712
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマチュウ 14.86 (+1.8) 1.58 10.62 27.82 (+1.3)

2787 1 全中-GR-PB 
諸木　陽菜紗(3) 県立守山中 860[860] 712[1572] 570[2142] 645[2787]

2 807
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ 16.64 (+1.8) 1.35 7.32 27.60 (+1.3)

2117 2 PB 
黒柳　芽以(3) 彦根西中 638[638] 460[1098] 356[1454] 663[2117]

4 2009
ワタナベ　リコ セイトク 16.73 (+1.8) 1.43 6.37 28.97 (+1.3)

2022 3 PB 
渡邊　璃子(3) 聖徳中 627[627] 544[1171] 295[1466] 556[2022]

5 2431
キシモト　トモカ マツバラ 16.68 (+1.8) 1.40 6.96 29.12 (+1.3)

2022 3 PB 
岸本　朋華(2) 松原中 633[633] 512[1145] 332[1477] 545[2022]

8 8007
コジマ　ユズキ アドガワチュウ 17.64 (+1.8) 1.35 8.19 29.90 (+1.3)

1887 5 PB 
小島　ゆず姫(3) 安曇川中 526[526] 460[986] 412[1398] 489[1887]

1 3546
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ 17.11 (+1.8) 1.25 7.71 29.10 (+0.8)

1871 6
中川　麗菜(3) 城山中 584[584] 359[943] 381[1324] 547[1871]

7 766
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ 18.45 (+1.8) 1.30 7.52 30.10 (+0.8)

1695 7
将亦　莉星(3) 彦根東中 443[443] 409[852] 368[1220] 475[1695]

9 4315
ヤマナカ　ハルカ ナンゴウチュウ 18.07 (+1.8) 1.30 6.36 30.52 (+0.8)

1630 8 PB 
山中　はるか(2) 南郷中 481[481] 409[890] 294[1184] 446[1630]

6 9376
ヤマグチ　ミオリ シンドウチュウ DQ 1.35 7.47 30.41 (+0.8)

1279 9
山口　美織(2) 新堂中 0[0] 460[460] 365[825] 454[1279]

DQ:失格  PB:パーソナルベスト  全中:全中参加標準記録  GR: 大会記録  

リスト出力日時 2022/07/29 14:58:05



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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) 決勝 7/28  9:00 

滋賀県中学記録 14.24 中村　梨穂 守山北 2006 皇子山
近畿中学記録 13.66 藤原　かれん 神河・兵庫 2019 皇子山
全中参加標準記録 14.80 　   
大会記録 14.29 中村　梨穂 守山北中  

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+1.8 m/s) 2組 (+1.8 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 10712
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマチュウ

14.86 PB 1 8007
コジマ　ユズキ アドガワチュウ

17.64 PB諸木　陽菜紗(3) 県立守山中 小島　ゆず姫(3) 安曇川中

2 807
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ

16.64 PB 2 4315
ヤマナカ　ハルカ ナンゴウチュウ

18.07 PB黒柳　芽以(3) 彦根西中 山中　はるか(2) 南郷中

3 2431
キシモト　トモカ マツバラ

16.68 PB 3 766
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ

18.45岸本　朋華(2) 松原中 将亦　莉星(3) 彦根東中

4 2009
ワタナベ　リコ セイトク

16.73 PB 9376
ヤマグチ　ミオリ シンドウチュウ

DQ T8 渡邊　璃子(3) 聖徳中 山口　美織(2) 新堂中

5 3546
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ

17.11 PB中川　麗菜(3) 城山中

PB:パーソナルベスト  DQ:失格  T8:TR22.6.2-手や身体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した  
リスト出力日時 2022/07/29 14:54:02



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 10:15 

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

全中参加標準記録 1.60 　 　  　
大会記録 1.63 柴田　千暉 日吉中  

〈〈 四種競技 〉〉

1組

順位 No. Ord. 競技者名 所属
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.43

記録 備考
1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61

1 10712 7
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマチュウ - - - - - o 1.58 PB諸木　陽菜紗(3) 県立守山中 o o o xxo o xxx

2 2009 8
ワタナベ　リコ セイトク - - o o xxo xo 1.43 PB渡邊　璃子(3) 聖徳中 xxx

3 2431 9
キシモト　トモカ マツバラ o o o xo xo xxx 1.40 PB岸本　朋華(2) 松原中

4 9376 1
ヤマグチ　ミオリ シンドウチュウ o o o o xxx 1.35 PB山口　美織(2) 新堂中

5 8007 3
コジマ　ユズキ アドガワチュウ o o o xxo xxx 1.35小島　ゆず姫(3) 安曇川中

5 807 6
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ - o o xxo xxx 1.35黒柳　芽以(3) 彦根西中

7 766 2
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ - o xo xxx 1.30将亦　莉星(3) 彦根東中

7 4315 4
ヤマナカ　ハルカ ナンゴウチュウ o o xo xxx 1.30 PB山中　はるか(2) 南郷中

9 3546 5
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ o o xxx 1.25中川　麗菜(3) 城山中



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
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 12:05 

滋賀県中学記録 13.70 中川　さよ 県立守山 2005 彦根
近畿中学記録 16.67 尾山　和華 志方・兵庫 2014 太子
全中参加標準記録 12.50 　 　  　
大会記録 13.22 宮本　佳代子 安曇川中  

〈〈 四種競技 〉〉

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 10712 3
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマチュウ

9.21 10.62 10.62 10.62 PB諸木　陽菜紗(3) 県立守山中

2 8007 8
コジマ　ユズキ アドガワチュウ

8.19 8.12 8.04 8.19小島　ゆず姫(3) 安曇川中

3 3546 1
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ

7.30 7.71 7.43 7.71 PB中川　麗菜(3) 城山中

4 766 7
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ

6.79 7.52 7.14 7.52将亦　莉星(3) 彦根東中

5 9376 6
ヤマグチ　ミオリ シンドウチュウ

6.49 7.47 7.19 7.47 PB山口　美織(2) 新堂中

6 807 2
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ

7.32 6.94 x 7.32 PB黒柳　芽以(3) 彦根西中

7 2431 5
キシモト　トモカ マツバラ

6.96 6.79 5.92 6.96 PB岸本　朋華(2) 松原中

8 2009 4
ワタナベ　リコ セイトク

6.37 6.10 5.73 6.37 PB渡邊　璃子(3) 聖徳中

9 4315 9
ヤマナカ　ハルカ ナンゴウチュウ

6.36 6.36 6.07 6.36山中　はるか(2) 南郷中

PB:パーソナルベスト  x:無効試技  リスト出力日時:
2022/07/29 14:56:27



第７５回中学夏季総合体育大会[22253002]
皇子山総合運動公園陸上競技場[252020]

共通女子200m 決勝 7/28 13:30 

滋賀県中学記録 24.50 壹岐　あいこ 南郷 2015 厚別
近畿中学記録 24.0 奥埜　めぐみ 竜山・兵庫 1992 王子公園

24.47 武本　知絋 都祁・奈良 2009 大分
全中参加標準記録 25.80 　 　  　

〈〈 四種競技 〉〉

1組 (+0.8 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 3546
ナカガワ　レナ シロヤマチュウ

29.10 PB 1 807
クロヤナギ　メイ ヒコネニシチュウ

27.60 PB中川　麗菜(3) 城山中 黒柳　芽以(3) 彦根西中

2 766
ハタマタ　リセ ヒコネヒガシチュウ

30.10 2 10712
モロキ　ヒナタ ケンリツモリヤマチュウ

27.82将亦　莉星(3) 彦根東中 諸木　陽菜紗(3) 県立守山中

3 9376
ヤマグチ　ミオリ シンドウチュウ

30.41 PB 3 2009
ワタナベ　リコ セイトク

28.97 PB山口　美織(2) 新堂中 渡邊　璃子(3) 聖徳中

4 4315
ヤマナカ　ハルカ ナンゴウチュウ

30.52 PB 4 2431
キシモト　トモカ マツバラ

29.12 PB山中　はるか(2) 南郷中 岸本　朋華(2) 松原中

5 8007
コジマ　ユズキ アドガワチュウ

29.90 PB小島　ゆず姫(3) 安曇川中

PB:パーソナルベスト  
リスト出力日時 2022/07/29 14:57:37


