
エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子100m 決勝 9/18  9:50 

滋賀県中学記録 10.83 橋本　浩志 日吉 2016 紀三井寺
近畿中学記録 10.4 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

〈〈 決勝 〉〉 (19-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

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

1 2855
ナカニシ　レオン イチリツモリヤマチュウ

[11.95] 1 9204
キシモト　ナオサト オイカミチュウ

[12.25]
中西　礼響(2) 市立守山中 岸本　直悟(1) 老上中

2 726
イノウエ　ハルノブ ヒコネヒガシチュウ

[11.69] 2 2236
オカモト　トウヤ シガチュウ

[12.26]
井上　晴信(2) 彦根東中 岡本　澄也(1) 志賀中

3 350
ナカノ　タケル ウチデチュウ

[11.46] 3 1543
マエダ　コウマ ハチマンチュウ

[11.99]
中野　岳瑠(2) 打出中 前田　琥右真(2) 八幡中

4 3909
モリカワ　エイタ シガラキチュウ

[11.27] 4 1518
コニシ　レンタ ハチマンチュウ

[12.17]
森川　瑛太(3) 信楽中 小西　蓮太(2) 八幡中

5 9128
シマダ　アヤト モリヤマキタチュウ

[11.15] 5 2732
ヤギ　イチト リットウチュウ

[12.09]
島田　絢都(3) 守山北中 八木　一斗(2) 栗東中

6 3910
カワカミ　ダイチ シガラキチュウ

[11.36] 6 2003
ミヤガワ　リョウ セイトク

[12.00]
川上　大智(3) 信楽中 宮川　諒(2) 聖徳中

7 5849
イシハラ　リュウセイ ヒコネチュウ

[11.47] 7 4457
ナカムラ　イブキ コウセイキタチュウ

[12.18]
石原　琉聖(2) 彦根中 中村　伊吹(2) 甲西北中

8 8739
ヨシムラ　カンタ モリヤマミナミチュウ

[11.59] 8 9827
ホリウチ　ユイト ヒコネチュウオウチュウ

[12.23]
吉村　莞太(2) 守山南中 堀内　優絃(2) 彦根中央中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

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

1 2535
アオヤマ　ユウイチ セタチュウ

[12.43] 1 10212
イカイ　タクミ アケトミチュウ

[12.59]
青山　悠一(2) 瀬田中 猪飼　逞光(2) 明富中

2 1133
ババ　ユウト ナガハマニシチュウ

[12.46] 2 802
ムラタ　ユイト ヒコネニシチュウ

[12.59]
馬場　悠人(2) 長浜西中 村田　悠唯音(2) 彦根西中

3 3518
ツルヤマ　ソウタ シロヤマチュウ

[12.37] 3 1235
マツイ　ユウト ナガハマキタチュウ

[12.5]
鶴山　颯大(2) 城山中 松井　優和(2) 長浜北中

4 10002
ナカツカ　ハルヒ マノチュウ

[12.26] 4 2801
タカハシ　ユウタ イチリツモリヤマチュウ

[12.49]
中塚　陽飛(2) 真野中 高橋　優太(1) 市立守山中

5 6050
マツダ　ユウキ ダイトウチュウ

[12.3] 5 9630
ナカオ　カイト セタキタチュウ

[12.52]
松田　侑樹(2) 大東中 中尾　櫂斗(1) 瀬田北中

6 11004
ナカマツ　エイスケ リツメイカンモリヤマチュウ

[12.35] 6 6329
スミダ　ハルキ マイバラチュウ

[12.47]
中松　英資(2) 立命館守山中 角田　陽輝(2) 米原中

7 3214
イマイ　シオン チュウズチュウ

[12.42] 7 4521
キタガワ　セイシロウ リュウオウチュウ

[12.53]
今井　誌音(2) 中主中 北川　清志郎(2) 竜王中

8 3443
カバナダ　ジョンマイケル ミナクチチュウ

[12.42] 8 2007
スギモト　ユウム セイトク

[12.56]
カバナダ　ジョンマイケル(2) 水口中 杉本　優夢(2) 聖徳中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

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

1 7113
ヤマネ　ユウショウ タカツキチュウ

[12.82] 1 10375
ハタナカ　ナツキ タマガワチュウ

[13.00]
山根　悠晶(2) 高月中 畠中　夏希(1) 玉川中

2 9042
フジタ　コウダイ カラサキチュウ

[12.83] 2 2438
ヤマダ　レンショウ マツバラ

[13.04]
藤田　煌大(1) 唐崎中 山田　蓮翔(2) 松原中

3 6556
オガワ　ルカ ソウヨウチュウ

[12.61] 3 3725
フジハシ　リツキ コウカチュウ

[12.95]
小川　琉鶴(1) 双葉中 藤橋　律希(2) 甲賀中

4 7518
オオハラ　レン タカホチュウ

[12.62] 4 9412
キタガワ　ソラ リットウニシチュウ

[12.91]
大原　蓮(1) 高穂中 北川　蒼空(2) 栗東西中

5 140
ワダ　ヒカル ヒヨシチュウ

[12.60] 5 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

[12.86]
和田　輝(2) 日吉中 長坂　琉雅(2) 葉山中

6 4927
モリシタ　アイト ノトガワチュウ

[12.62] 6 3460
テラムラ　リク ミナクチチュウ

[12.84]
森下　愛斗(1) 能登川中 寺村　陸(1) 水口中

7 9504
マツダ　ハヤト キタオオジチュウ

[12.69] 7 8902
キノシタ　アキト ヤスキタチュウ

[12.99]
松田　隼(2) 北大路中 木下　暁翔(2) 野洲北中

8 3917
ウエダ　アヤト シガラキチュウ

[12.70] 8 10622
タカイ　ヒトキ カワセチュウ

[12.95]
上田　彩斗(2) 信楽中 高居　秀時(2) 河瀬中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:18

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子100m
〈〈 決勝 〉〉 (19-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

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

1 3864
オノ　イブキ コウナンチュウ

[13.15] 1 3156
ミゾブチ　トモヤ ヤスチュウ

[13.37]
小野　一颯(1) 甲南中 溝渕　友也(2) 野洲中

2 7816
トリイ　シュンマ イマヅ

[13.20] 2 2616
ヤマグチ　ユウセイ タナカミチュウ

[13.36]
鳥居　駿真(2) 今津中 山口　優成(2) 田上中

3 10217
シモムラ　ダイスケ アケトミチュウ

[13.10] 3 1236
マツキ　レンタロウ ナガハマキタチュウ

[13.3]
下村　大輔(2) 明富中 夏木　蓮太朗(2) 長浜北中

4 1745
イチカワ　リョウ ハチマンニシチュウ

[13.09] 4 7701
カミガワ　コウスケ マキノチュウ

[13.28]
市川　凌(2) 八幡西中 上川　光翼(2) マキノ中

5 3730
ヤマシタ　シュウタ コウカチュウ

[13.08] 5 725
ババ　トウマ ヒコネヒガシチュウ

[13.24]
山下　脩太(2) 甲賀中 馬場　柊磨(2) 彦根東中

6 6703
ヒガシカワ　マサヤ アザイチュウ

[13.08] 6 10726
ニシムラ　ソウイチロウ ケンリツモリヤマチュウ

[13.27]
東川　真也(2) 浅井中 西村　宗一郎(1) 県立守山中

7 8706
ミナガワ　シュンヤ モリヤマミナミチュウ

[13.11] 7 8202
モリモト　リョウタ コセイチュウ

[13.35]
南川　竣哉(1) 守山南中 森本　凌大(2) 湖西中

8 5934
ナカガワ　カズシ カシワバラチュウ

[13.13] 8 6543
オトイ　タイセイ ソウヨウチュウ

[13.35]
中川　一志(2) 柏原中 音居　大世(2) 双葉中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

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

1 1901
ヤスムラ　ユウヒ タマゾノチュウ

[13.44] 1 2532
カナザワ　トモカ セタチュウ

[13.55]
安村　優陽(2) 玉園中 金澤　朋迦(2) 瀬田中

2 4305
アイバ　マサト ナンゴウチュウ

[13.45] 2 420
コバヤシ　ケイゴ アワヅチュウ

[13.54]
饗場　雅人(2) 南郷中 小林　啓悟(1) 粟津中

3 8306
フジタ　ナオト ヒエイザンチュウ

[13.43] 3 4262
オカザキ　ケイジ ヒノチュウ

[13.49]
藤田　修聡(2) 比叡山中 岡崎　慶次(1) 日野中

4 1153
テラムラ　ユウスケ ナガハマニシチュウ

[13.38] 4 10009
ニシムラ　ハル マノチュウ

[13.52]
寺村　勇亮(1) 長浜西中 西村　羽流(2) 真野中

5 2408
ヨコエ　ソウタ マツバラ

[13.39] 5 4308
ウエノ　キッペイ ナンゴウチュウ

[13.52]
横江　蒼大(1) 松原中 上野　桔平(2) 南郷中

6 8016
フチタ　オウスケ アドガワチュウ

[13.38] 6 2225
スガハラ　ヒナタ シガチュウ

[13.49]
渕田　桜佑(1) 安曇川中 菅原　陽向(2) 志賀中

7 1616
ミナミデ　リク ハチマンヒガシチュウ

[13.44] 7 419
カサイ　ソウタ アワヅチュウ

[13.54]
南出　陸琥(2) 八幡東中 笠井　蒼太(1) 粟津中

8 1401
ニシカワ　アキト ナガハマミナミチュウ

[13.44] 8 10413
ヒラマツ　ケンシロウ オオギチュウ

[13.53]
西川　晃叶(1) 長浜南中 平松　健士郎(1) 仰木中

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

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

1 922
キタガワ　カイト ヒコネミナミチュウ

[13.72] 1 9813
ハシモト　リク ヒコネチュウオウチュウ

[13.89]
北川　佳都(1) 彦根南中 橋本　陸(2) 彦根中央中

2 1803
オクダ　リョウタロウ フナオカチュウ

[13.75] 2 3301
オカモト　ミナミ コウセイチュウ

[13.86]
奥田　涼太郎(2) 船岡中 岡本　皆実(1) 甲西中

3 6056
キタムラ　リョウタ ダイトウチュウ

[13.6] 3 9903
ナカムラ　カイ ハヤマチュウ

[13.76]
北村　良太(1) 大東中 中村　快(1) 葉山中

4 9516
タナカ　ユウタロウ キタオオジチュウ

[13.65] 4 8014
ヌクイ　ユウヤ アドガワチュウ

[13.79]
田中　悠太郎(1) 北大路中 貫井　雄矢(1) 安曇川中

5 2150
イノウエ　ソウタ カタタチュウ

[13.59] 5 8104
ナカムラ　レオ タカシマチュウ

[13.79]
井上　創太(2) 堅田中 中村　怜音(2) 高島中

6 10711
アダチ　アツキ ケンリツモリヤマチュウ

[13.64] 6 1921
オオウラ　カンタ タマゾノチュウ

[13.77]
足立　淳樹(2) 県立守山中 大浦　栞太(1) 玉園中

7 9041
ワタナベ　タイラ カラサキチュウ

[13.68] 7 7517
ウエダ　ユキマサ タカホチュウ

[13.82]
渡邉　平(1) 唐崎中 上田　将正(1) 高穂中

8 3220
タナカ　アツタ チュウズチュウ

[13.67] 8 3162
オクムラ　タケル ヤスチュウ

[13.83]
田中　敦大(2) 中主中 奥村　彪琉(2) 野洲中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:18

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子100m
〈〈 決勝 〉〉 (19-0+0)

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

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

1 8657
キタムラ　ヒロツグ キョウダイシャチュウ

[14.09] 1 128
オザワ　トシキ ヒヨシチュウ

[14.36]
北村　洋諭(1) 兄弟社中 小澤　利樹(2) 日吉中

2 4114
イムラ　リョウタ チョウオウチュウ

[14.07] 2 222
ミナミデ　タカラ オウジヤマチュウ

[14.39]
井村　亮太(1) 朝桜中 南出　陽来(2) 皇子山中

3 6822
タグチ　レイ コホクチュウ

[13.90] 3 5850
タカダ　キラト ヒコネチュウ

[14.19]
田口　禮(1) 湖北中 髙田　煌斗(2) 彦根中

4 10513
カサハラ　コウセイ アオヤマチュウ

[13.93] 4 6727
シミズ　コウキ アザイチュウ

[14.15]
笠原　巧成(2) 青山中 清水　皇季(1) 浅井中

5 8909
オジマ　ハルキ ヤスキタチュウ

[13.91] 5 3659
ワタベ　ショウ ツチヤマチュウ

[14.16]
小島　遼己(1) 野洲北中 渡部　翔(1) 土山中

6 3542
キノシタ　ショウタ シロヤマチュウ

[13.92] 6 3866
スギモト　ニコラ コウナンチュウ

[14.13]
木下　翔太(1) 城山中 杉本　笑楽(1) 甲南中

7 8658
サイウチ　ハルト キョウダイシャチュウ

[13.95] 7 9383
コニシ　ジン シンドウチュウ

[14.28]
齊内　悠人(1) 兄弟社中 小西　迅(2) 新堂中

8 5634
ハザマ　クニア コウラチュウ

[14.03] 8 1630
カマダ　アカツキ ハチマンヒガシチュウ

[14.27]
陌間　國愛(1) 甲良中 鎌田　暁(1) 八幡東中

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

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

1 10602
イワタニ　ヤマト カワセチュウ

[14.53] 1 6412
タナベ　シュンスケ カナンチュウ

[14.96]
岩谷　大翔(1) 河瀬中 田邊　隼輔(1) 河南中

2 9384
ヨシダ　サヤキ シンドウチュウ

[14.48] 2 369
ニシカワ　トラノスケ ウチデチュウ

[15.11]
吉田　爽朗(1) 新堂中 西川　虎之介(1) 打出中

3 10124
フクヤマ　リョウガ コウセンカトリックチュウ

[14.39] 3 4122
ナカオ　ノゾミ チョウオウチュウ

[14.61]
福山　遼河(2) 光泉カトリック中 中尾　望海(1) 朝桜中

4 8246
ホリイ　ユウスケ コセイチュウ

[14.42] 4 2122
ハシモト　ゲンヤ カタタチュウ

[14.77]
堀井　祐甫(1) 湖西中 橋本　弦也(2) 堅田中

5 9464
サカオ　カイト リットウニシチュウ

[14.39] 5 9205
キタガワ　ハルアキ オイカミチュウ

[14.54]
坂尾　快都(1) 栗東西中 北川　遥章(1) 老上中

6 6331
シモドウ　セイマ マイバラチュウ

[14.43] 6 2622
シバハラ　タイガ タナカミチュウ

[14.59]
下堂　聖真(2) 米原中 柴原　大碧(1) 田上中

7 10823
タニ　ナオユキ ミナクチヒガシチュウ

[14.46] 7 5632
オオノ　ユウト コウラチュウ

[14.91]
谷　直幸(1) 水口東中 大野　悠翔(1) 甲良中

8 4252
イケノウチ　ユウト ヒノチュウ

[14.47] 8 7904
サワムラ　トキ クツキチュウ

[14.88]
池之内　悠登(2) 日野中 澤村　翔稀(1) 朽木中

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

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

2 238
ツチダ　アキサト オウジヤマチュウ

[15.8] 2 4425
ミウラ　カズマ コウセイキタチュウ

[18.73]
土田　瑛惺(1) 皇子山中 三浦　和真(1) 甲西北中

3 917
タカハシ　アツキ ヒコネミナミチュウ

[15.22] 3 4520
ウエタケ　カズサ リュウオウチュウ

[16.89]
高橋　淳生(2) 彦根南中 植竹　良咲(1) 竜王中

4 9660
カモハラ　タクミ セタキタチュウ

[15.36] 4 11204
オカダ　ショウゴ コウフクカンサイチュウ

[16.76]
蒲原　匠人(1) 瀬田北中 岡田　昇悟(1) 幸福関西中

5 5938
ヤマオ　ユウタ カシワバラチュウ

[15.11] 5 6818
タニグチ　アオト コホクチュウ

[17.50]
山尾　悠太(1) 柏原中 谷口　蒼仁(1) 湖北中

6 10376
ヤマシタ　ハルト タマガワチュウ

[15.13] 6 10505
イチハラ　ゴウタ アオヤマチュウ

[16.31]
山下　悠斗(1) 玉川中 市原　豪大(2) 青山中

7 3304
カワベ　ショウマ コウセイチュウ

[15.58] 7 10417
マエガワ　ダイスケ オオギチュウ

[17.72]
河部　翔真(1) 甲西中 前川　大祐(1) 仰木中

8 8311
オオムラ　ケイタ ヒエイザンチュウ

[15.46] 8 10129
トヨタ　タクヤ コウセンカトリックチュウ

[18.65]
大村　啓太(2) 比叡山中 豊田　拓也(1) 光泉カトリック中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:18

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子100m
〈〈 決勝 〉〉 (19-0+0)

19組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 7127
ミウラ　ソウマ タカツキチュウ

三浦　颯馬(1) 高月中

3 11021
キムラ　ユフ リツメイカンモリヤマチュウ

木村　勇歩(1) 立命館守山中

4 1713
ニシカワ　ナツト ハチマンニシチュウ

西川　夏翔(1) 八幡西中

5 11203
イシカワ　ソウタ コウフクカンサイチュウ

石川　颯汰(1) 幸福関西中

6 833
フカオ　リヒト ヒコネニシチュウ

深尾　理仁(1) 彦根西中

7 2722
イマイ　ハヤト リットウチュウ

今井　颯人(2) 栗東中

8 8108
コウノ　ライト タカシマチュウ

河野　来星(1) 高島中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:18

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子200m 決勝 9/18 11:10 

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

〈〈 決勝 〉〉 (8-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

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

1 1547
マンノ　ミナギ ハチマンチュウ

[24.20] 1 801
キュウラギ　カナト ヒコネニシチュウ

[26.45]
萬野　弥凪(2) 八幡中 久良木　奏人(2) 彦根西中

2 9507
アキモリ　シュンガ キタオオジチュウ

[24.36] 2 10424
マツキ　ダイキ オオギチュウ

[26.16]
秋森　隼河(2) 北大路中 松木　大輝(2) 仰木中

3 11002
イワサキ　コウタ リツメイカンモリヤマチュウ

[23.87] 3 2226
ニシムラ　ダイキ シガチュウ

[25.50]
岩﨑　航大(2) 立命館守山中 西村　大喜(2) 志賀中

4 7554
ヤマモト　マユト タカホチュウ

[23.86] 4 9024
ヒノシタ　ソウスケ カラサキチュウ

[25.88]
山本　真祐斗(2) 高穂中 日下　奏佑(2) 唐崎中

5 9814
ホリウチ　クウハ ヒコネチュウオウチュウ

[24.06] 5 1621
カワシマ　ホヅミ ハチマンヒガシチュウ

[25.65]
堀内　空羽(2) 彦根中央中 川嶋　歩積(2) 八幡東中

6 5856
タカシマ　ユウト ヒコネチュウ

[23.89] 6 2434
ニガ　ソラト マツバラ

[25.83]
髙島　優仁(2) 彦根中 仁賀　天翔(2) 松原中

7 8744
シミズ　リュウキ モリヤマミナミチュウ

[24.16] 7 1213
ヒロベ　ハルト ナガハマキタチュウ

[26.0]
清水　隆希(2) 守山南中 廣部　陽大(2) 長浜北中

8 333
コンドウ　ヒロアキ ウチデチュウ

[24.20] 8 3317
コバヤシ　タイジ コウセイチュウ

[26.10]
近藤　寛明(2) 打出中 小林　太志(2) 甲西中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

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

2 3915
オクダ　アサヒ シガラキチュウ

[27.00] 2 2008
シマダ　コウスケ セイトク

[27.85]
奥田　朝日(2) 信楽中 島田　耕助(2) 聖徳中

3 208
ナカノ　エイタ オウジヤマチュウ

[26.5] 3 2856
ニシ　ケイタ イチリツモリヤマチュウ

[27.00]
中野　瑛太(2) 皇子山中 西　敬汰(2) 市立守山中

4 3226
ヤマモト　ソラ チュウズチュウ

[26.50] 4 9937
オオクボ　トモキ ハヤマチュウ

[27.01]
山本　宙礼(2) 中主中 大久保　知輝(2) 葉山中

5 10353
ナカムラ　ユウガ タマガワチュウ

[26.73] 5 4101
ナミカワ　ソウタ チョウオウチュウ

[27.39]
中村　悠雅(2) 玉川中 並川　颯太(2) 朝桜中

6 4977
オクダ　エイト ノトガワチュウ

[26.48] 6 919
ヤマグチ　リュウキ ヒコネミナミチュウ

[27.13]
奥田　瑛翔(2) 能登川中 山口　竜輝(2) 彦根南中

7 3738
キノシタ　ハルトシ コウカチュウ

[26.84] 7 8921
ヨシダ　ミチアキ ヤスキタチュウ

[27.84]
木下　浩寿志(2) 甲賀中 吉田　倫章(1) 野洲北中

8 711
イブキ　セイシロウ ヒコネヒガシチュウ

[26.9] 8 3541
イチハラ　ジュイ シロヤマチュウ

[27.50]
伊吹　誠士朗(2) 彦根東中 市原　授偉(1) 城山中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

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

2 10725
タナカ　アツキ ケンリツモリヤマチュウ

[28.57] 2 1146
カシワ　オウタ ナガハマニシチュウ

田中　敦樹(1) 県立守山中 柏　旺太(1) 長浜西中

3 9416
ヨシモト　オウスケ リットウニシチュウ

[28.0] 3 4320
ヤマモト　リョウスケ ナンゴウチュウ

[29.27]
吉本　凰涼(2) 栗東西中 山本　涼介(1) 南郷中

4 415
マエダ　カンタ アワヅチュウ

[28.00] 4 2128
マツヤマ　リョウタ カタタチュウ

[30.49]
前田　貫汰(2) 粟津中 松山　凌大(1) 堅田中

5 10213
カトウ　リク アケトミチュウ

[28.22] 5 3448
イシトビ　アユム ミナクチチュウ

[30.10]
加藤　璃空(2) 明富中 石飛　歩夢(2) 水口中

6 4258
フクオカ　レイ ヒノチュウ

[28.21] 6 6819
アカイ　ジュノン コホクチュウ

[29.00]
福岡　玲(1) 日野中 赤井　樹音(1) 湖北中

7 10822
コザキ　スイト ミナクチヒガシチュウ

[28.29] 7 2617
アライ　ユイト タナカミチュウ

小﨑　粋人(1) 水口東中 荒井　結翔(1) 田上中

8 141
カワカミ　コウタ ヒヨシチュウ

[28.26] 8 1401
ニシカワ　アキト ナガハマミナミチュウ

川上　皓太(2) 日吉中 西川　晃叶(1) 長浜南中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:47

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子200m
〈〈 決勝 〉〉 (8-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

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

2 3105
フセ　ハルキ ヤスチュウ

2 1714
ワキサカ　リョウ ハチマンニシチュウ

布施　陽基(1) 野洲中 脇阪　遼(1) 八幡西中

3 8014
ヌクイ　ユウヤ アドガワチュウ

3 10127
サイウチ　ミト コウセンカトリックチュウ

貫井　雄矢(1) 安曇川中 齊内　心透(1) 光泉カトリック中

4 8206
クワハラ　シュウマ コセイチュウ

4 10017
クラモチ　ソラ マノチュウ

桒原　脩真(2) 湖西中 藏持　碧空(1) 真野中

5 9390
ホッタ　リュウジ シンドウチュウ

5 10525
ナカジマ　ケント アオヤマチュウ

堀田　龍志(1) 新堂中 中嶋　健登(1) 青山中

6 9658
マツダ　コウガ セタキタチュウ

6 10627
フジハラ　ユウガ カワセチュウ

松田　康雅(1) 瀬田北中 藤原　悠雅(2) 河瀬中

7 5635
マスダ　バンリ コウラチュウ

7 8315
キタガワ　カイリ ヒエイザンチュウ

増田　絆里(1) 甲良中 北川　魁哩(1) 比叡山中

8 2534
オオニシ　コウ セタチュウ

8 6703
ヒガシカワ　マサヤ アザイチュウ

大西　紘(2) 瀬田中 東川　真也(2) 浅井中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:47

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子400m 決勝 9/18 11:50 

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

〈〈 決勝 〉〉 (4-0+0)

1組 2組

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

1 6557
カワサキ　ジン ソウヨウチュウ

[58.0] 1 11006
フジタ　レオ リツメイカンモリヤマチュウ

[1:01.76]
川嵜　仁(1) 双葉中 藤田　礼央(2) 立命館守山中

2 8742
カギワダ　リョウスケ モリヤマミナミチュウ

[58.34] 2 2433
タニガワ　ソウマ マツバラ

[1:01.85]
鍵和田　涼祐(2) 守山南中 谷川　蒼真(2) 松原中

3 2006
オオバ　エイチ セイトク

[57.29] 3 9026
コカワ　カナト カラサキチュウ

[58.77]
大庭　叡知(2) 聖徳中 粉川　奏音(2) 唐崎中

4 10813
イチミヤ　ハル ミナクチヒガシチュウ

[57.00] 4 2851
コモリ　ソウタ イチリツモリヤマチュウ

[59.00]
一宮　暖(2) 水口東中 小森　創太(2) 市立守山中

5 1513
イシイ　セイノスケ ハチマンチュウ

[55.25] 5 7817
フルタニ　アオイ イマヅ

[58.66]
石井　聖之介(2) 八幡中 古谷　碧惟(2) 今津中

6 9421
モリ　カズハ リットウニシチュウ

[56.31] 6 6456
ツチダ　ヨウセイ カナンチュウ

[58.64]
森　和葉(2) 栗東西中 土田　陽生(2) 河南中

7 442
ヤマダ　タケル アワヅチュウ

[57.84] 7 7557
タケウチ　リオ タカホチュウ

[1:01.13]
山田　崇琉(2) 粟津中 竹内　莉晄(2) 高穂中

8 3444
カワシマ　タイガ ミナクチチュウ

[57.35] 8 3159
タナカ　リュウノスケ ヤスチュウ

[1:01.53]
川島　大芽(2) 水口中 田中　柳之介(2) 野洲中

3組 4組

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

1 9517
マエハラ　チヒロ キタオオジチュウ

1 6704
カワムラ　コウキ アザイチュウ

前原　智宙(1) 北大路中 川村　洸揮(2) 浅井中

2 8017
ササキ　ハルト アドガワチュウ

2 5637
ヤマモト　ショウタ コウラチュウ

佐々木　暖歩(1) 安曇川中 山本　聖太(1) 甲良中

3 912
エバタ　カズヤ ヒコネミナミチュウ

[1:08.59] 3 4115
オオザワ　イツキ チョウオウチュウ

江畑　和哉(2) 彦根南中 大澤　樹(1) 朝桜中

4 8914
コヤシキ　セイノスケ ヤスキタチュウ

[1:06.34] 4 832
タカノ　ソウヤ ヒコネニシチュウ

古屋敷　星之介(1) 野洲北中 髙野　蒼椰(1) 彦根西中

5 9842
オカダ　リョウダイ ヒコネチュウオウチュウ

[1:03.53] 5 10352
カバヤマ　シュンタロウ タマガワチュウ

岡田　稜大(2) 彦根中央中 樺山　舜太朗(2) 玉川中

6 4248
ニシムラ　ダイスケ ヒノチュウ

[1:02.85] 6 2127
ナカマエ　ショウタ カタタチュウ

西村　大佑(2) 日野中 中前　翔太(1) 堅田中

7 8240
カツラダ　スミト コセイチュウ

7 10012
マツダ　ハヤト マノチュウ

桂田　澄杜(1) 湖西中 松田　颯斗(2) 真野中

8 718
イケモト　ケイゴ ヒコネヒガシチュウ

8 8314
ナカガワ　セイゴ ヒエイザンチュウ

池本　圭吾(2) 彦根東中 中川　成梧(1) 比叡山中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:57

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子800m 決勝 9/18 12:05 

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

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

1組 2組

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

1 3165
タカオ　コウタロウ ヤスチュウ

[2:25.92] 1 6330
カワバタ　シュウセイ マイバラチュウ

[2:45.00]
高尾　紘太郎(2) 野洲中 川畑　柊惺(2) 米原中

2 326
オオヤブ　カンジ ウチデチュウ

[2:25.51] 2 3439
ハヤシダ　ホヅミ ミナクチチュウ

[2:47.35]
大藪　侃司(2) 打出中 林田　歩積(2) 水口中

3 6451
オカノ　タイチ カナンチュウ

[2:05.70] 3 6821
ハラダ　ソウシ コホクチュウ

[2:29.70]
岡野　太智(2) 河南中 原田　蒼士(2) 湖北中

4 3914
スズキ　ユタカ シガラキチュウ

[2:11.34] 4 9043
ナカオ　リョウスケ カラサキチュウ

[2:27.43]
鈴木　佑岳(2) 信楽中 中尾　瞭佑(1) 唐崎中

5 10240
イセムラ　ヒロト アケトミチュウ

[2:07.48] 5 2436
バンバ　ソウタロウ マツバラ

[2:27.72]
伊勢村　優斗(1) 明富中 馬場　颯太朗(2) 松原中

6 3520
ワタモト　タケトラ シロヤマチュウ

[2:13.04] 6 4103
タナカ　コウタロウ チョウオウチュウ

[2:29.35]
綿本　猛虎(2) 城山中 田中　孝太郎(2) 朝桜中

7 2009
カトウ　ハル セイトク

[2:15.00] 7 721
ニシカワ　リョウ ヒコネヒガシチュウ

[2:31.0]
加藤　陽(2) 聖徳中 西川　遼(2) 彦根東中

8 911
ウエカワ　ミズキ ヒコネミナミチュウ

[2:24.29] 8 4456
オクダ　ユキト コウセイキタチュウ

[2:38.24]
上川　瑞稀(2) 彦根南中 奥田　倖登(2) 甲西北中

9 10815
ニシムラ　ユウヤ ミナクチヒガシチュウ

[2:13.54] 9 9816
ユアサ　ソウワ ヒコネチュウオウチュウ

[2:30.60]
西村　悠也(2) 水口東中 湯浅　颯和(2) 彦根中央中

10 6049
ホッタ　ケイゴ ダイトウチュウ

[2:20.6] 10 1744
ノムラ　シュウジ ハチマンニシチュウ

[2:41.88]
堀田　圭吾(2) 大東中 野村　柊仁(2) 八幡西中

11 7814
オカ　カナタ イマヅ

[2:19.00] 11 2530
シミズ　ユウト セタチュウ

[2:33.95]
岡　奏多(2) 今津中 清水　雄斗(2) 瀬田中

12 444
イトウ　ヒカル アワヅチュウ

[2:21.84] 12 3863
ニシダ　イッセイ コウナンチュウ

[2:43.58]
伊藤　光(2) 粟津中 西田　一惺(1) 甲南中

13 11207
ヨシモト　コウタ コウフクカンサイチュウ

[2:18.60] 13 9210
ナカノ　オトヤ オイカミチュウ

[2:43.27]
吉本　光汰(2) 幸福関西中 中野　音也(1) 老上中

14 5846
フジハラ　トモキ ヒコネチュウ

[2:15.98] 14 8906
アサノ　ソウマ ヤスキタチュウ

[2:38.50]
富士原　知軌(2) 彦根中 浅野　颯眞(1) 野洲北中

15 828
イチカワ　ショウケン ヒコネニシチュウ

[2:19.27] 15 3318
タケノシタ　セナ コウセイチュウ

[2:31.74]
市川　翔健(2) 彦根西中 竹之下　世名(2) 甲西中

16 6545
スギモト　シズキ ソウヨウチュウ

[2:15.35] 16 9467
カワムラ　ヒュウゴ リットウニシチュウ

[2:34.17]
杉本　倭規(2) 双葉中 川村　彪悟(2) 栗東西中

17 2850
オクノ　ハルト イチリツモリヤマチュウ

[2:15.00] 17 2227
マツイ　ショウタ シガチュウ

[2:32.43]
奥野　陽翔(2) 市立守山中 松井　翔大(2) 志賀中

18 9502
タケウチ　シュウ キタオオジチュウ

[2:18.01] 18 8009
フクイ　ショウゴ アドガワチュウ

[2:33.76]
竹内　真優(2) 北大路中 福井　翔梧(2) 安曇川中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:08

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子800m
〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

3組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 6728
シミズ　コハク アザイチュウ

清水　琥珀(1) 浅井中

2 3230
キムラ　カツキ チュウズチュウ

木村　克輝(1) 中主中

3 10604
トヨシマ　ナオア カワセチュウ

[2:53.77]
豊島　脩碧(1) 河瀬中

4 4318
ナカノ　ユウゴ ナンゴウチュウ

[2:53.75]
中野　雄護(1) 南郷中

5 1904
ヒワキ　ユウマ タマゾノチュウ

[2:50.98]
樋脇　佑真(2) 玉園中

6 145
ミキ　アズマ ヒヨシチュウ

[3:00.00]
三木　明日真(1) 日吉中

7 8109
シミズ　ヨウタ タカシマチュウ

清水　陽太(1) 高島中

8 1629
シモムラ　シュン ハチマンヒガシチュウ

[3:01.29]
下村　駿(1) 八幡東中

9 4256
ナカモリ　ミヒト ヒノチュウ

中森　心仁(1) 日野中

10 7567
ハセ　ミナト タカホチュウ

長谷　源(1) 高穂中

11 10416
フジモト　ユウタ オオギチュウ

藤本　悠詩(1) 仰木中

12 8241
ハッタ　ユウジ コセイチュウ

八田　悠史(1) 湖西中

13 8304
ヨシミ　アツヤ ヒエイザンチュウ

吉見　厚也(2) 比叡山中

14 9610
スズキ　ケイ セタキタチュウ

鈴木　慶(2) 瀬田北中

15 10729
ヨシカワ　トモキ ケンリツモリヤマチュウ

吉川　智輝(1) 県立守山中

16 1147
ツカダ　キョウスケ ナガハマニシチュウ

塚田　喬介(1) 長浜西中

17 1542
フカイ　カズホ ハチマンチュウ

深井　一歩(2) 八幡中

18 2614
タナカ　ケント タナカミチュウ

田中　謙人(2) 田上中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:08

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子1500m 決勝 9/18 13:40 

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

〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

1組 2組

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

1 10218
タカハシ　ルキ アケトミチュウ

[4:45.98] 1 2613
ヒラタ　オオキ タナカミチュウ

[5:05.28]
髙橋　琉希(2) 明富中 平田　大稀(2) 田上中

2 3726
ナカジマ　ハルト コウカチュウ

[4:50.47] 2 9509
ワシダ　ショウトク キタオオジチュウ

[5:05.07]
中嶋　悠翔(2) 甲賀中 鷲田　将徳(2) 北大路中

3 3157
カワバタ　タケハル ヤスチュウ

[4:45.47] 3 3654
マツオカ　カナタ ツチヤマチュウ

[5:07.58]
川端　大晴(2) 野洲中 松岡　奏空(2) 土山中

4 3916
イマイ　ユウキ シガラキチュウ

[4:20.84] 4 1216
キョウタニ　シュウタ ナガハマキタチュウ

[5:10.0]
今井　悠貴(2) 信楽中 京谷　柊汰(1) 長浜北中

5 4108
オオザキ　ジロウ チョウオウチュウ

[4:49.04] 5 361
タニ　コウヘイ ウチデチュウ

[5:01.66]
大﨑　次朗(1) 朝桜中 谷　康平(1) 打出中

6 722
ワタナベ　ハルヒト ヒコネヒガシチュウ

[4:38.28] 6 8201
クモ　カズマ コセイチュウ

[5:11.40]
渡邉　陽仁(2) 彦根東中 雲　一真(2) 湖西中

7 2233
ナカムラ　リツ シガチュウ

[4:53.34] 7 6057
ミノウラ　ハルト ダイトウチュウ

[5:04.67]
中村　律(1) 志賀中 箕浦　悠人(1) 大東中

8 1611
フクモト　エイシ ハチマンヒガシチュウ

[4:41.32] 8 2531
スエノブ　サクタロウ セタチュウ

[5:00.69]
福本　瑛士(2) 八幡東中 末信　朔太郎(2) 瀬田中

9 10814
オクダ　リンタロウ ミナクチヒガシチュウ

[4:57.81] 9 4973
シミズ　タクマ ノトガワチュウ

[5:09.25]
奥田　凛太郎(2) 水口東中 清水　拓真(2) 能登川中

10 443
ヤマモト　ヒイロ アワヅチュウ

[4:36.38] 10 2533
ワダ　ユウガ セタチュウ

[5:08.20]
山本　秀路(2) 粟津中 和田　悠冴(2) 瀬田中

11 215
ササエ　マサキ オウジヤマチュウ

[4:45.96] 11 1736
コニシ　マナト ハチマンニシチュウ

[5:01.05]
佐々江　昌希(2) 皇子山中 小西　愛大(2) 八幡西中

12 1138
フルイケ　ヨウタ ナガハマニシチュウ

[4:56.74] 12 6868
フクナガ　レオ コホクチュウ

[4:58.60]
古池　陽太(2) 長浜西中 福永　怜央(2) 湖北中

13 3160
アタラシ　ユウト ヤスチュウ

[4:53.72] 13 3547
フクダ　ケンシロウ シロヤマチュウ

[4:59.55]
新　悠翔(2) 野洲中 福田　賢志朗(1) 城山中

14 348
フクモト　ケイゴ ウチデチュウ

[4:50.01] 14 1716
コバヤシ　ソウヤ ハチマンニシチュウ

[5:00.81]
福本　圭悟(2) 打出中 小林　想也(1) 八幡西中

15 9633
タニ　リュウセイ セタキタチュウ

[4:16.58] 15 1557
ヨノ　トウマ ハチマンチュウ

[5:05.76]
谷　隆誠(2) 瀬田北中 夜野　統真(1) 八幡中

16 418
オオバヤシ　リンタロウ アワヅチュウ

[4:45.47] 16 4257
シミズ　ユウジ ヒノチュウ

[5:04.23]
大林　凛太郎(1) 粟津中 清水　裕次(1) 日野中

17 3447
タシロ　アヤト ミナクチチュウ

[4:56.17] 17 9022
サカイ　シュン カラサキチュウ

[5:01.73]
田代　恵土(2) 水口中 坂井　竣(2) 唐崎中

18 2862
イシハラ　コウキ イチリツモリヤマチュウ

[4:35.56] 18 2439
バンバ　イッサ マツバラ

[5:11.09]
石原　向規(1) 市立守山中 馬場　一幸(2) 松原中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子1500m
〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

3組 4組

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

1 6336
カワサキ　ダイゴ マイバラチュウ

[5:18.89] 1 1535
コバ　カイト ハチマンチュウ

[5:24.69]
川﨑　大湖(2) 米原中 小葉　海人(1) 八幡中

2 10821
イマイ　ヒロト ミナクチヒガシチュウ

[5:21.69] 2 2414
ムラヤマ　アキヒロ マツバラ

[5:40.77]
今井　洋翔(1) 水口東中 村山　明優(1) 松原中

3 8309
ミキ　ユウシン ヒエイザンチュウ

[5:12.97] 3 10715
ホリウチ　アサト ケンリツモリヤマチュウ

[5:39.68]
三木　悠慎(2) 比叡山中 堀内　朝斗(2) 県立守山中

4 10406
ナイトウ　コウヨウ オオギチュウ

[5:14.62] 4 5847
ホシヤ　リク ヒコネチュウ

[5:36.61]
内藤　航洋(2) 仰木中 星谷　莉空(2) 彦根中

5 10418
イトウ　ユウジロウ オオギチュウ

[5:17.75] 5 4524
フルサワ　タイチ リュウオウチュウ

[5:38.18]
伊藤　優志郎(1) 仰木中 古澤　泰知(2) 竜王中

6 732
スギムラ　ユウスケ ヒコネヒガシチュウ

[5:13.40] 6 902
クノ　ユウマ ヒコネミナミチュウ

[5:34.60]
杉村　優介(1) 彦根東中 久野　優真(2) 彦根南中

7 1925
ヤマモト　アサヒ タマゾノチュウ

[5:13.87] 7 6061
ヤマナカ　ヨウスケ ダイトウチュウ

[5:25.6]
山本　朝陽(1) 玉園中 山中　陽裕(1) 大東中

8 9603
アカサカ　ハルヤ セタキタチュウ

[5:14.36] 8 9902
タケムラ　タクマ ハヤマチュウ

[5:24.80]
赤坂　陽哉(2) 瀬田北中 武村　琢磨(1) 葉山中

9 9524
オカダ　ケイスケ キタオオジチュウ

[5:18.81] 9 8310
ハッタ　コウダイ ヒエイザンチュウ

[5:39.70]
岡田　圭祐(1) 北大路中 八田　煌大(2) 比叡山中

10 2723
カワシマ　イブキ リットウチュウ

[5:13.79] 10 807
キタムラ　ケイト ヒコネニシチュウ

[5:32.63]
河島　伊吹(2) 栗東中 北村　恵人(2) 彦根西中

11 8702
キタダ　コウジロウ モリヤマミナミチュウ

[5:11.40] 11 11205
オオタ　ハルキ コウフクカンサイチュウ

[5:31.10]
北田　晃次郎(1) 守山南中 太田　晴稀(2) 幸福関西中

12 6705
ウシタニ　ヤマト アザイチュウ

[5:17.07] 12 4140
ハセガワ　ヒロハル チョウオウチュウ

[5:30.90]
牛谷　和士(2) 浅井中 長谷川　泰大(1) 朝桜中

13 1905
ヒワキ　リョウマ タマゾノチュウ

[5:15.61] 13 3466
ヤマモト　タイジュ ミナクチチュウ

[5:23.07]
樋脇　僚真(2) 玉園中 山本　大樹(1) 水口中

14 9382
シゲナガ　エイタ シンドウチュウ

[5:12.10] 14 10128
カワバタ　ヤスタカ コウセンカトリックチュウ

[5:25.77]
重永　瑛太(2) 新堂中 川端　泰尚(1) 光泉カトリック中

15 4220
カドタニ　ショウア ヒノチュウ

[5:21.32] 15 8916
フジモト　リョウヘイ ヤスキタチュウ

[5:36.60]
門谷　昇空(2) 日野中 藤本　亮平(1) 野洲北中

16 2012
オザキ　コウスケ セイトク

[5:17.61] 16 2777
ナカタ　タイスケ リットウチュウ

[5:23.94]
尾崎　耕介(2) 聖徳中 中田　泰輔(2) 栗東中

17 2858
ノゾエ　ジュンペイ イチリツモリヤマチュウ

[5:15.91] 17 9271
オダニ　シュンタ オイカミチュウ

[5:23.73]
野添　純平(2) 市立守山中 小谷　俊太(2) 老上中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子1500m
〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

5組 6組

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

1 3229
シライ　スミト チュウズチュウ

[5:42.03] 1 1149
ノムラ　アユム ナガハマニシチュウ

白井　澄人(1) 中主中 野村　歩夢(1) 長浜西中

2 6416
フジタ　ヒカル カナンチュウ

[6:00.00] 2 2624
ヒラオ　カズキ タナカミチュウ

[6:26.08]
藤田　ひかる(1) 河南中 平尾　和貴(1) 田上中

3 5630
バンドウ　カエデ コウラチュウ

[5:50.93] 3 11208
キヨオカ　ユウキ コウフクカンサイチュウ

[6:49.99]
阪東　楓(2) 甲良中 清岡　悠輝(1) 幸福関西中

4 913
ハットリ　アキラ ヒコネミナミチュウ

[5:46.62] 4 8242
フルタ　ユウマ コセイチュウ

[6:02.15]
服部　彪(2) 彦根南中 古田　悠真(1) 湖西中

5 9209
サクライ　ダイキ オイカミチュウ

[5:41.35] 5 252
ヨコタ　ジュンヤ オウジヤマチュウ

[7:24.76]
櫻井　大貴(1) 老上中 横田　絢也(1) 皇子山中

6 10379
シミズ　トモキ タマガワチュウ

[5:42.75] 6 7819
オチアイ　カイ イマヅ

[6:03.17]
清水　友稀(1) 玉川中 落合　櫂(1) 今津中

7 3217
カワバタ　タケル チュウズチュウ

[5:49.82] 7 5862
ノグチ　ハヤト ヒコネチュウ

川端　丈琉(2) 中主中 野口　隼人(1) 彦根中

8 7510
マエダ　アツキ タカホチュウ

[5:41.59] 8 7516
ベッショ　タクマ タカホチュウ

前田　篤紀(1) 高穂中 別所　拓馬(1) 高穂中

9 3303
タマダ　カザト コウセイチュウ

[5:43.04] 9 4315
ウチダ　ショウマ ナンゴウチュウ

[6:31.56]
玉田　和惺(1) 甲西中 内田　翔真(1) 南郷中

10 2242
モリサワ　ラク シガチュウ

[5:41.99] 10 2129
オオムラ　アユト カタタチュウ

森澤　楽(1) 志賀中 大村　渉翔(1) 堅田中

11 4310
ナカムラ　コウタ ナンゴウチュウ

[5:49.57] 11 2016
ニシボリ　ショウノスケ セイトク

中村　浩太(2) 南郷中 西堀　昇之介(1) 聖徳中

12 3705
フジタ　ハルキ コウカチュウ

[5:41.03] 12 3863
ニシダ　イッセイ コウナンチュウ

[6:11.00]
藤田　陽暉(1) 甲賀中 西田　一惺(1) 甲南中

13 5637
ヤマモト　ショウタ コウラチュウ

[5:58.95] 13 10724
サカグチ　アイキ ケンリツモリヤマチュウ

[6:09.75]
山本　聖太(1) 甲良中 阪口　愛輝(1) 県立守山中

14 10378
ユアサ　ソウタ タマガワチュウ

[5:46.86] 14 8004
コジマ　テッショウ アドガワチュウ

[6:22.33]
湯浅　創太(1) 玉川中 小島　徹将(1) 安曇川中

15 6459
モリ　ケイト カナンチュウ

[5:47.32] 15 2101
サヌキ　ヒサミ カタタチュウ

[6:21.76]
森　啓仁(2) 河南中 佐貫　永実(1) 堅田中

16 10214
キタワキ　タクミ アケトミチュウ

[5:45.49] 16 8112
シムラ　リジュ タカシマチュウ

北脇　匠(2) 明富中 志村　理樹(1) 高島中

17 6333
ムラノ　ミノル マイバラチュウ

[5:45.00] 17 8018
モトミヤ　ソウマ アドガワチュウ

村野　実(2) 米原中 本宮　颯馬(1) 安曇川中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子3000m 決勝 9/18  9:00 

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

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)

1組 2組

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

1 6815
ニシジマ　リュウセイ コホクチュウ

[11:35.00] 1 6054
ニシカワ　コウタ ダイトウチュウ

西嶋　龍世(2) 湖北中 西川　昂汰(2) 大東中

2 10510
ツガ　ショウタ アオヤマチュウ

[10:41.09] 2 9213
ハセガワ　コウダイ オイカミチュウ

津賀　翔太(2) 青山中 長谷川　晃大(1) 老上中

3 10219
テラタニ　ケンゴ アケトミチュウ

[10:45.08] 3 7508
タナカ　ケイタ タカホチュウ

寺谷　絢吾(2) 明富中 田中　慧太(1) 高穂中

4 10824
ハタイ　カイト ミナクチヒガシチュウ

[11:00.00] 4 10713
ナオキ　テンマ ケンリツモリヤマチュウ

畑井　海翔(1) 水口東中 直木　天磨(2) 県立守山中

5 413
フルサワ　ショウ アワヅチュウ

[10:38.89] 5 6718
イコマ　リョウガ アザイチュウ

古澤　照(2) 粟津中 生駒　了雅(2) 浅井中

6 9044
ナカオ　シュンスケ カラサキチュウ

[11:06.87] 6 2545
コヤマ　タカ セタチュウ

中尾　駿佑(1) 唐崎中 小山　鷹(1) 瀬田中

7 3446
オオクボ　ショウヘイ ミナクチチュウ

[9:59.51] 7 8917
ミカミ　シュウジ ヤスキタチュウ

[12:44.40]

大久保　翔平(2) 水口中 三上　宗治(1) 野洲北中

8 3918
ナカノ　ヨイチ シガラキチュウ

[10:05.93] 8 10419
アカサカ　ハルマ オオギチュウ

[12:31.06]

中野　誉一(2) 信楽中 赤坂　春舞(1) 仰木中

9 2857
ノセ　リョウケン イチリツモリヤマチュウ

[9:52.50] 9 4255
カワミナミ　セナ ヒノチュウ

能瀬　亮賢(2) 市立守山中 川南　星流(1) 日野中

10 347
ハタ　トウマ ウチデチュウ

[10:12.10] 10 3164
ウノ　テルキ ヤスチュウ

[11:43.76]

秦　斗真(2) 打出中 宇野　瑛生(2) 野洲中

11 6542
ウエミチ　ユウダイ ソウヨウチュウ

[10:30.00] 11 2017
キタムラ　アイスケ セイトク

植道　雄大(2) 双葉中 北村　愛介(1) 聖徳中

12 712
ヤマモト　イブキ ヒコネヒガシチュウ

[10:26.6] 12 8023
ヤスフク　エイシン アドガワチュウ

山本　伊吹(2) 彦根東中 安福　英真(1) 安曇川中

13 3726
ナカジマ　ハルト コウカチュウ

[10:36.73] 13 9505
ウメハラ　ダイゴ キタオオジチュウ

中嶋　悠翔(2) 甲賀中 梅原　大剛(2) 北大路中

14 3515
タカハシ　キョウスケ シロヤマチュウ

[10:28.64] 14 9613
ツクオ　コウガ セタキタチュウ

髙橋　恭祐(2) 城山中 踞尾　光雅(2) 瀬田北中

15 8738
コバヤシ　ナルアキ モリヤマミナミチュウ

[10:36.50] 15 8247
マツダ　ソウヤ コセイチュウ

小林　成晃(2) 守山南中 松田　奏哉(1) 湖西中

リスト出力日時 2022/09/14 14:46:57

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子110mH [99.1cm] 決勝 9/18 13:30 

〈〈 決勝 〉〉

1組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

3 4134
メカタ　リョウ チョウオウチュウ

[15.65]
目片　亮(3) 朝桜中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:34

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子110mH [91.4cm] 決勝 9/18 13:10 

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

〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

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

2 9653
ナカガワ　エイシン セタキタチュウ

[18.44] 2 4102
キシムラ　カズハ チョウオウチュウ

[20.00]
中川　瑛心(1) 瀬田北中 岸村　和琶(2) 朝桜中

3 1136
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ

[16.61] 3 2863
クニマツ　アキラ イチリツモリヤマチュウ

[18.98]
北村　澪音(2) 長浜西中 國松　滉(1) 市立守山中

4 6544
キタムラ　ハヤト ソウヨウチュウ

[16.93] 4 3860
タカラモト　コウセイ コウナンチュウ

[18.49]
北村　勇翔(2) 双葉中 宝本　康誠(2) 甲南中

5 9923
ナガサカ　リュウガ ハヤマチュウ

[17.36] 5 1625
カシヤマ　トモキ ハチマンヒガシチュウ

[19.46]
長坂　琉雅(2) 葉山中 柏山　倫輝(2) 八幡東中

6 9821
トヤマ　ケイゴ ヒコネチュウオウチュウ

[17.62] 6 716
シミズ　ジュンタ ヒコネヒガシチュウ

[18.53]
外山　圭吾(2) 彦根中央中 清水　絢太(2) 彦根東中

7 4521
キタガワ　セイシロウ リュウオウチュウ

[17.79] 7 10818
ヤマネ　アツヤ ミナクチヒガシチュウ

[19.99]
北川　清志郎(2) 竜王中 山根　篤也(2) 水口東中

8 336
ハタ　ショウタロウ ウチデチュウ

[18.33] 8 1517
カトウ　ソウシ ハチマンチュウ

[19.64]
畑　祥太朗(2) 打出中 加藤　聡士(2) 八幡中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

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

2 1628
オオツ　アラシ ハチマンヒガシチュウ

[21.27] 2 1712
ヤスカワ　ジオン ハチマンニシチュウ

[23.75]
大津　嵐(1) 八幡東中 安川　慈恩(1) 八幡西中

3 3440
コイズミ　ソラ ミナクチチュウ

[20.16] 3 829
ムラタ　ヤマト ヒコネニシチュウ

[22.01]
小泉　大空(2) 水口中 村田　大和(2) 彦根西中

4 10262
ヤマモト　コタロウ アケトミチュウ

[20.24] 4 2407
ツクダ　リク マツバラ

[22.08]
山本　琥太郎(2) 明富中 佃　陸駆(1) 松原中

5 10624
ノノムラ　セイヤ カワセチュウ

[20.39] 5 7818
フルタニ　ヤマト イマヅ

[21.76]
野々村　晟弥(2) 河瀬中 古谷　大和(2) 今津中

6 4244
スズキ　カイト ヒノチュウ

[20.54] 6 2124
モリノ　ユウト カタタチュウ

[22.49]
鈴木　凱翔(2) 日野中 森野　友斗(2) 堅田中

7 132
イトウ　タケル ヒヨシチュウ

[21.02] 7 6415
モリ　ソウシ カナンチュウ

[22.89]
伊藤　建(2) 日吉中 森　壮司(1) 河南中

8 8016
フチタ　オウスケ アドガワチュウ

[21.19]
渕田　桜佑(1) 安曇川中

5組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 6701
タカヤマ　カズシ アザイチュウ

髙山　和志(2) 浅井中

3 3161
モリタ　ソウマ ヤスチュウ

森田　蒼真(2) 野洲中

4 4312
アイダ　セナ ナンゴウチュウ

[26.24]
相田　瀬那(1) 南郷中

5 3511
コウノ　ユヅル シロヤマチュウ

河野　弓弦(2) 城山中

6 8243
イワサキ　リョウタ コセイチュウ

岩﨑　亮太(1) 湖西中

7 9040
ゴトウ　ユズキ カラサキチュウ

後藤　柚輝(1) 唐崎中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:26

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

１年男子4x100mR 決勝 9/18 14:40 

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

〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

1組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
オウジヤマチュウ

[54.0]
                  

5
セイトク

[49.00]
                  皇子山中 聖徳中

2
ヒコネヒガシチュウ

[54.9]
                  

6
ヒヨシチュウ

[50.00]
                  彦根東中 日吉中

3
マイバラチュウ

[51.00]
                  

7
アオヤマチュウ

[53.00]
                  米原中 青山中

4
モリヤマミナミチュウ

[51.95]
                  

8
ヒコネニシチュウ

[53.8]
                  守山南中 彦根西中

2組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
セタキタチュウ

                  
5

アケトミチュウ
[59.00]

                  瀬田北中 明富中

2
ヒコネミナミチュウ

                  
6

コホクチュウ

                  彦根南中 湖北中

3
リットウニシチュウ

[57.0]
                  

7
ウチデチュウ

                  栗東西中 打出中

4
ヒノチュウ

                  
8

ナガハマニシチュウ

                  日野中 長浜西中

3組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
コウラチュウ

                  
6

シンドウチュウ

                  甲良中 新堂中

3
ハチマンチュウ

                  
7

セタチュウ

                  八幡中 瀬田中

4
キタオオジチュウ

                  
8

タマガワチュウ

                  北大路中 玉川中

5
ナンゴウチュウ

                  南郷中

4組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
シガチュウ

                  
6

ケンリツモリヤマチュウ

                  志賀中 県立守山中

3
カワセチュウ

                  
7

オオギチュウ

                  河瀬中 仰木中

4
ヤスチュウ

                  
8

ハチマンヒガシチュウ

                  野洲中 八幡東中

5
マツバラ

                  松原中

5組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
チョウオウチュウ

                  
6

カラサキチュウ

                  朝桜中 唐崎中

3
イチリツモリヤマチュウ

                  
7

ミナクチヒガシチュウ

                  市立守山中 水口東中

4
ミナクチチュウ

                  
8

タカシマチュウ

                  水口中 高島中

5
アドガワチュウ

                  安曇川中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:54

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

１年男子4x100mR
〈〈 決勝 〉〉 (6-0+0)

6組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
アワヅチュウ

                  
6

ヒエイザンチュウ

                  粟津中 比叡山中

3
ハチマンニシチュウ

                  
7

チュウズチュウ

                  八幡西中 中主中

4
ナガハマキタチュウ

                  
8

アザイチュウ

                  長浜北中 浅井中

5
オイカミチュウ

                  老上中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:54

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子4x100mR 決勝 9/18 15:35 

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

〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

1組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
リットウニシチュウ

[46.81]
                  

5
シガチュウガクセンバツ

[42.89]
                  栗東西中 滋賀中学選抜

2
セイトク

[47.00]
                  

6
ウチデチュウ

[46.29]
                  聖徳中 打出中

3
モリヤマミナミチュウ

[46.55]
                  

7
リツメイカンモリヤマチュウ

[46.59]
                  守山南中 立命館守山中

4
ヒコネチュウオウチュウ

[46.10]
                  

8
ソウヨウチュウ

[46.7]
                  彦根中央中 双葉中

2組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
オウジヤマチュウ

[51.0]
                  

5
ミナクチヒガシチュウ

[49.28]
                  皇子山中 水口東中

2
ヒコネニシチュウ

[50.9]
                  

6
ヒコネヒガシチュウ

[48.6]
                  彦根西中 彦根東中

3
ヤスチュウ

[48.54]
                  

7
マイバラチュウ

[50.00]
                  野洲中 米原中

4
ヒヨシチュウ

[47.00]
                  

8
チュウズチュウ

[50.01]
                  日吉中 中主中

3組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
ヒノチュウ

                  
5

ヒコネチュウ
[51.3]

                  日野中 彦根中

2
コホクチュウ

                  
6

シロヤマチュウ
[51.53]

                  湖北中 城山中

3
シガラキチュウ

[52.00]
                  

7
カシワバラチュウ

[55.0]
                  信楽中 柏原中

4
アケトミチュウ

[52.30]
                  

8
アオヤマチュウ

[59.00]
                  明富中 青山中

4組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
コセイチュウ

                  
5

セタキタチュウ

                  湖西中 瀬田北中

2
タカシマチュウ

                  
6

ヒコネミナミチュウ

                  高島中 彦根南中

3
ハチマンチュウ

                  
7

コウナンチュウ

                  八幡中 甲南中

4
ナガハマニシチュウ

                  
8

ナンゴウチュウ

                  長浜西中 南郷中

5組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
ダイトウチュウ

                  
6

コウカチュウ

                  大東中 甲賀中

3
セタチュウ

                  
7

イマヅ

                  瀬田中 今津中

4
カタタチュウ

                  
8

ナガハマキタチュウ

                  堅田中 長浜北中

5
タマガワチュウ

                  玉川中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:49:06

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子4x100mR
〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

6組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
カラサキチュウ

                  
6

チョウオウチュウ

                  唐崎中 朝桜中

3
ハチマンヒガシチュウ

                  
7

カワセチュウ

                  八幡東中 河瀬中

4
キョウダイシャチュウ

                  
8

コウセイチュウ

                  兄弟社中 甲西中

5
マツバラ

                  松原中

7組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
ヤスキタチュウ

                  
6

ミナクチチュウ

                  野洲北中 水口中

3
マノチュウ

                  
7

タカホチュウ

                  真野中 高穂中

4
コウセンカトリックチュウ

                  
8

アザイチュウ

                  光泉カトリック中 浅井中

5
イチリツモリヤマチュウ

                  市立守山中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:49:06

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子走高跳 決勝 9/18  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

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 7506
ノブキ　イサム タカホチュウ

[1.35]
延木　勇(1) 高穂中

2 9844
コダマ　トウイ ヒコネチュウオウチュウ

[1.50]
児玉　櫂夷(2) 彦根中央中

3 6548
ムラカミ　ダイゴ ソウヨウチュウ

村上　大悟(2) 双葉中

4 1136
キタムラ　レオン ナガハマニシチュウ

[1.60]
北村　澪音(2) 長浜西中

5 10812
アラキ　ムツキ ミナクチヒガシチュウ

[1.35]
荒木　睦桔(2) 水口東中

6 1201
カワセ　ナギサ ナガハマキタチュウ

[1.45]
川瀬　渚(1) 長浜北中

7 287
マノ　リツ オウジヤマチュウ

[1.91]
眞野　吏津(3) 皇子山中

8 8101
ザイツ　ケイヤ タカシマチュウ

[1.76]
財津　慶弥(2) 高島中

9 3458
タナカ　ライキ ミナクチチュウ

田中　良樹(1) 水口中

10 725
ババ　トウマ ヒコネヒガシチュウ

[1.45]
馬場　柊磨(2) 彦根東中

11 6813
サカグチ　コウシ コホクチュウ

[1.35]
坂口　幸司(2) 湖北中

12 3858
ヒラカワ　ケイシ コウナンチュウ

[1.71]
平川　慶志(2) 甲南中

13 8741
タナカ　ハルト モリヤマミナミチュウ

[1.40]
田中　陽人(2) 守山南中

14 3159
タナカ　リュウノスケ ヤスチュウ

田中　柳之介(2) 野洲中

15 2024
ヨウノ　アイト セイトク

丁野　亜伊斗(1) 聖徳中

16 2410
ヤマグチ　ハヤト マツバラ

山口　隼和(1) 松原中

17 916
イシノ　ソラ ヒコネミナミチュウ

石野　蒼空(2) 彦根南中

18 4972
トミエ　カエデ ノトガワチュウ

[1.35]
冨江　禾楓(2) 能登川中

19 4243
ムライ　シュント ヒノチュウ

[1.50]
村井　駿斗(2) 日野中

20 340
クラハシ　ユイ ウチデチュウ

[1.50]
倉橋　侑生(2) 打出中

21 2866
ウカイ　ユイト イチリツモリヤマチュウ

[1.30]
鵜飼　唯人(1) 市立守山中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:03

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子棒高跳 決勝 9/18  9:50 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9903
ナカムラ　カイ ハヤマチュウ

[1.80]
中村　快(1) 葉山中

2 9937
オオクボ　トモキ ハヤマチュウ

[2.80]
大久保　知輝(2) 葉山中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:27

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子走幅跳 決勝 9/18  9:30 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

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

1 9381
イノウエ　リュウノスケ シンドウチュウ

[4.55] 1 10018
ナカムラ　ケイタ マノチュウ

[2.99]
井上　颯之介(2) 新堂中 中村　慶太(1) 真野中

2 4977
オクダ　エイト ノトガワチュウ

[5.18] 2 4317
タニモト　トモヤ ナンゴウチュウ

[3.18]
奥田　瑛翔(2) 能登川中 谷本　智哉(1) 南郷中

3 1747
キムラ　シュンイチ ハチマンニシチュウ

[4.61] 3 2125
クリモト　レン カタタチュウ

[3.53]
木村　駿壱(2) 八幡西中 栗本　蓮(1) 堅田中

4 6046
ナカモリ　タケル ダイトウチュウ

[5.04] 4 10427
ヤマシタ　ハルフミ オオギチュウ

[4.13]
中森　威瑠(2) 大東中 山下　陽史(2) 仰木中

5 3871
ホリ　コウタロウ コウナンチュウ

[4.37] 5 10245
マチノ　ハルト アケトミチュウ

[3.49]
堀　康太朗(1) 甲南中 町野　陽都(1) 明富中

6 2437
ヤマナカ　タクミ マツバラ

[4.93] 6 8244
カネダ　オウカ コセイチュウ

山中　匠海(2) 松原中 兼田　央雅(1) 湖西中

7 8102
カド　シンノスケ タカシマチュウ

[4.72] 7 5633
キタガワ　ユイト コウラチュウ

[3.69]
角　進ノ介(2) 高島中 北川　結仁(1) 甲良中

8 1519
セキド　リオ ハチマンチュウ

[4.56] 8 10628
ヤマシタ　リンタロウ カワセチュウ

関戸　梨王(2) 八幡中 山下　凜大郎(2) 河瀬中

9 1130
ニシザワ　タクミ ナガハマニシチュウ

[4.30] 9 8656
シブエ　ムツキ キョウダイシャチュウ

[4.07]
西澤　拓海(2) 長浜西中 澁江　睦葵(1) 兄弟社中

10 231
オカザキ　ソウスケ オウジヤマチュウ

[4.48] 10 804
オクムラ　ユイト ヒコネニシチュウ

[4.05]
岡﨑　奏介(1) 皇子山中 奥村　佑弦(2) 彦根西中

11 10521
ヤマモト　キッペイ アオヤマチュウ

[4.24] 11 1632
ハシモト　カズキ ハチマンヒガシチュウ

[3.35]
山本　桔平(1) 青山中 橋本　和祈(1) 八幡東中

12 3457
エガワ　ケンタ ミナクチチュウ

[4.52] 12 9521
ヨシオカ　キイチ キタオオジチュウ

[4.09]
江川　健太(1) 水口中 吉岡　輝一(1) 北大路中

13 3319
タナカ　ヒロト コウセイチュウ

[4.57] 13 6810
イズミ　リョウマ コホクチュウ

[3.80]
田中　寛人(2) 甲西中 泉　綾馬(2) 湖北中

14 8733
ヒガシ　レンア モリヤマミナミチュウ

[4.38] 14 8308
ツカモト　ユウタ ヒエイザンチュウ

[3.49]
東　蓮碧(2) 守山南中 塚本　裕太(2) 比叡山中

15 10817
ヤスオカ　マヒロ ミナクチヒガシチュウ

[5.51] 15 8020
キタノ　トウゴ アドガワチュウ

安岡　真広(2) 水口東中 北野　透梧(1) 安曇川中

16 6702
シミズ　シモン アザイチュウ

[4.80] 16 3216
オカダ　ユウダイ チュウズチュウ

[3.26]
清水　獅門(2) 浅井中 岡田　侑大(2) 中主中

17 4457
ナカムラ　イブキ コウセイキタチュウ

[5.43] 17 2810
ヒロタ　コウキ イチリツモリヤマチュウ

[3.88]
中村　伊吹(2) 甲西北中 廣田　洸輝(1) 市立守山中

18 6335
ヤスカワ　コウセイ マイバラチュウ

[4.30] 18 10727
ヒロタ　ケンシン ケンリツモリヤマチュウ

[4.02]
安川　弘晟(2) 米原中 廣田　絢心(1) 県立守山中

19 6412
タナベ　シュンスケ カナンチュウ

[4.23] 19 9634
カタヤマ　ヒカル セタキタチュウ

[3.74]
田邊　隼輔(1) 河南中 片山　晃(1) 瀬田北中

20 719
コモリ　ショウタ ヒコネヒガシチュウ

[4.51] 20 3153
タバタ　ルキ ヤスチュウ

小森　翔太(2) 彦根東中 田端　流輝(1) 野洲中

21 6549
ヨコタ　サキヤ ソウヨウチュウ

[5.69] 21 2002
キタガワ　アイル セイトク

横田　咲希哉(2) 双葉中 北川　曖琉(2) 聖徳中

22 9824
ニシオカ　ハルト ヒコネチュウオウチュウ

[4.29] 22 9284
ヤナセ　カイト オイカミチュウ

西岡　暖人(2) 彦根中央中 栁瀬　快斗(2) 老上中

23 9022
サカイ　シュン カラサキチュウ

[4.44] 23 4116
カネヨシ　ユウト チョウオウチュウ

[4.00]
坂井　竣(2) 唐崎中 包吉　悠人(1) 朝桜中

24 4222
ミゾエ　ワタル ヒノチュウ

[4.43] 24 7558
ナイトウ　マコト タカホチュウ

[3.98]
三添　航瑠(2) 日野中 内藤　誠道(2) 高穂中

25 7702
ババ　アツヒロ マキノチュウ

[4.59] 25 2623
タナカ　リュウヘイ タナカミチュウ

馬場　敦広(2) マキノ中 田中　龍平(1) 田上中

26 134
ワタナベ　ケイ ヒヨシチュウ

[5.43] 26 5848
ヤマダ　ユウト ヒコネチュウ

[4.17]
渡辺　圭(2) 日吉中 山田　悠斗(2) 彦根中

27 339
ナカノ　エイタロウ ウチデチュウ

[5.73] 27 7112
ゴツボ　タクミ タカツキチュウ

中野　瑛太郎(2) 打出中 五坪　拓心(2) 高月中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:06

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子三段跳 決勝 9/18 13:50 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 6546
ヒロオカ　ケント ソウヨウチュウ

[11.20]
廣岡　健斗(2) 双葉中

2 2807
ニシムラ　タイチ イチリツモリヤマチュウ

[9.10]
西村　太一(1) 市立守山中

3 727
モモタ　タカヒロ ヒコネヒガシチュウ

[11.10]
百田　尚広(2) 彦根東中

4 6332
タジマ　アキト マイバラチュウ

[10.02]
田嶋　彪登(2) 米原中

5 3222
ツジ　タクト チュウズチュウ

辻　匠寿(2) 中主中

6 2004
マエガワ　ヤマト セイトク

[10.71]
前川　大和(2) 聖徳中

7 6532
タマキ　ヒイロ ソウヨウチュウ

[12.95]
玉置　陽彩(3) 双葉中

8 6701
タカヤマ　カズシ アザイチュウ

[9.17]
髙山　和志(2) 浅井中

9 853
ワカバヤシ　コウキ ヒコネニシチュウ

[9.60]
若林　晃希(2) 彦根西中

10 4250
ヤマゾエ　ダイキ ヒノチュウ

山添　大輝(2) 日野中

11 919
ヤマグチ　リュウキ ヒコネミナミチュウ

山口　竜輝(2) 彦根南中

12 9290
カネムラ　コウサ オイカミチュウ

金村　晃桜(2) 老上中

13 439
ミズタニ　ハルト アワヅチュウ

水谷　暖仁(2) 粟津中

14 3319
タナカ　ヒロト コウセイチュウ

[11.25]
田中　寛人(2) 甲西中

15 10125
タケダ　ヨシタカ コウセンカトリックチュウ

[10.56]
武田　賢孝(2) 光泉カトリック中

16 7558
ナイトウ　マコト タカホチュウ

[11.24]
内藤　誠道(2) 高穂中

17 1544
マツイ　コウダイ ハチマンチュウ

[9.71]
松井　皓大(2) 八幡中

18 6450
オオハシ　カイセイ カナンチュウ

[10.84]
大橋　快成(2) 河南中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:43

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子砲丸投 [5kg] 決勝 9/18 10:25 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組

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

1 3233
ニシオカ　リュウキ チュウズチュウ

22 3737
フジハシ　ユウノスケ コウカチュウ

[6.03]
西岡　竜輝(1) 中主中 藤橋　悠之介(2) 甲賀中

2 6702
シミズ　シモン アザイチュウ

23 8245
サホダ　ガクト コセイチュウ

[6.16]
清水　獅門(2) 浅井中 佐保田　岳人(1) 湖西中

3 8907
ウチモト　シキ ヤスキタチュウ

24 808
トヨカワ　ユウヒ ヒコネニシチュウ

[6.19]
内本　詩季(1) 野洲北中 豊川　友陽(2) 彦根西中

4 4931
ヨシオカ　マサト ノトガワチュウ

25 734
ナカムラ　シュン ヒコネヒガシチュウ

[6.20]
吉岡　将斗(1) 能登川中 中村　駿(1) 彦根東中

5 811
マエダ　コウキ ヒコネニシチュウ

26 10407
フジワラ　トモキ オオギチュウ

[6.41]
前田　航希(1) 彦根西中 藤原　智紀(2) 仰木中

6 4221
カノウ　ユウヤ ヒノチュウ

27 6814
ニシジマ　テル コホクチュウ

[6.47]
加納　侑也(2) 日野中 西島　輝(2) 湖北中

7 6812
コバヤシ　ケイジ コホクチュウ

28 4246
ヤマモト　ミキヤ ヒノチュウ

[6.53]
小林　慶次(2) 湖北中 山本　樹弥(2) 日野中

8 2130
カガ　タイシ カタタチュウ

[3.02] 29 4142
オガワ　ライマ チョウオウチュウ

[6.71]
加賀　大志(1) 堅田中 小川　徠磨(2) 朝桜中

9 9051
タナカ　コウジロウ カラサキチュウ

[3.09] 30 9420
ホリカワ　ソウタ リットウニシチュウ

[6.88]
田中　宏次朗(1) 唐崎中 堀川　颯太(2) 栗東西中

10 4313
イザワ　マヒロ ナンゴウチュウ

[3.50] 31 10623
ナムラ　エイタ カワセチュウ

[7.00]
伊澤　茉弘(1) 南郷中 苗村　瑛太(2) 河瀬中

11 1536
サノ　リュウノスケ ハチマンチュウ

[4.39] 32 714
シバタ　オウセイ ヒコネヒガシチュウ

[7.16]
佐野　龍之介(1) 八幡中 柴田　櫻生(2) 彦根東中

12 8655
オクムラ　ユウセイ キョウダイシャチュウ

[4.65] 33 4523
カワベ　ヒュウガ リュウオウチュウ

[7.20]
奥村　悠生(1) 兄弟社中 川部　彪雅(2) 竜王中

13 3234
アメミヤ　リク チュウズチュウ

[5.09] 34 8737
ヤギ　リュウヤ モリヤマミナミチュウ

[7.58]
雨宮　俐空(1) 中主中 八木　龍也(2) 守山南中

14 3462
フジカワ　セイル ミナクチチュウ

[5.19] 35 4106
ナカモト　クウガ チョウオウチュウ

[7.70]
藤川　聖琉(1) 水口中 中本　空牙(2) 朝桜中

15 1132
オンダ　ユウタロウ ナガハマニシチュウ

[5.24] 36 412
フカダ　ユウト アワヅチュウ

[8.20]
恩田　悠太朗(2) 長浜西中 深田　悠斗(2) 粟津中

16 1549
ムラセ　ハルヤ ハチマンチュウ

[5.28] 37 7812
イシダ　ケイジ イマヅ

[8.25]
村瀬　陽哉(2) 八幡中 石田　慶次(2) 今津中

17 3441
ハヤシダ　リクガ ミナクチチュウ

[5.65] 38 1624
モリノ　アサヒ ハチマンヒガシチュウ

[8.85]
林田　陸我(2) 水口中 森野　朝陽(2) 八幡東中

18 2867
ウジ　シンノスケ イチリツモリヤマチュウ

[5.70] 39 4976
ヨシオカ　アツキ ノトガワチュウ

[8.98]
宇治　慎之佑(1) 市立守山中 吉岡　暖生(2) 能登川中

19 5636
ヤマダ　レノン コウラチュウ

[5.94] 40 6454
サンボウ　ダイゴ カナンチュウ

[8.98]
山田　羚暢(1) 甲良中 三坊　大悟(2) 河南中

20 2812
ムラタ　ユウト イチリツモリヤマチュウ

[6.00] 41 6337
カタクラ　コウスケ マイバラチュウ

[9.55]
村田　優人(1) 市立守山中 片倉　康介(2) 米原中

21 6411
カドイ　ソウル カナンチュウ

[6.00]
門井　奏瑠(1) 河南中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:33

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通男子円盤投 [1.5kg] 決勝 9/18 11:50 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 6720
ハヤシ　ハルキ アザイチュウ

林　陽己(2) 浅井中

2 3462
フジカワ　セイル ミナクチチュウ

藤川　聖琉(1) 水口中

3 4311
ヨコヤマ　カズキ ナンゴウチュウ

横山　和輝(2) 南郷中

4 4124
アラシ　ユウセイ チョウオウチュウ

嵐　悠成(1) 朝桜中

5 3735
キシダ　ユウト コウカチュウ

岸田　優斗(2) 甲賀中

6 6560
ムラカミ　レンジ ソウヨウチュウ

村上　蓮治(1) 双葉中

7 848
セオ　アキフミ ヒコネニシチュウ

瀬尾　旺文(1) 彦根西中

8 8913
キハラ　ホダカ ヤスキタチュウ

[6.66]
木原　穂高(1) 野洲北中

9 2538
エノキ　タカヒロ セタチュウ

[11.76]
榎　貴大(2) 瀬田中

10 2403
シオツキ　ハルキ マツバラ

[12.06]
塩月　陽喜(1) 松原中

11 9515
クノ　ソウゴ キタオオジチュウ

[12.18]
久野　颯悟(1) 北大路中

12 4525
ヒゲヤマ　レイヤ リュウオウチュウ

[12.30]
日下山　礼鴻(1) 竜王中

13 3658
ヤダ　カズマ ツチヤマチュウ

[12.77]
矢田　一真(1) 土山中

14 747
ツカダ　コウタ ヒコネヒガシチュウ

[13.62]
塚田　康太(1) 彦根東中

15 6067
ヒガシデ　ゴウ ダイトウチュウ

[14.96]
東出　剛(1) 大東中

16 5935
ヨシダ　ハルキ カシワバラチュウ

[15.00]
吉田　晴紀(2) 柏原中

17 341
アオネ　タクマ ウチデチュウ

[18.52]
青根　巧磨(2) 打出中

18 10816
ムラマツ　タクミ ミナクチヒガシチュウ

[18.79]
村松　拓己(2) 水口東中

19 3225
ミノダ　ユウジロウ チュウズチュウ

[18.89]
箕田　裕次郎(2) 中主中

20 6457
フルカワ　カナタ カナンチュウ

[22.01]
古川　彼方(2) 河南中

21 8735
スギモト　ナオキ モリヤマミナミチュウ

[23.46]
杉本　直樹(2) 守山南中

22 4976
ヨシオカ　アツキ ノトガワチュウ

[23.79]
吉岡　暖生(2) 能登川中

23 2854
トミタ　コウタ イチリツモリヤマチュウ

[24.81]
冨田　晃汰(2) 市立守山中

24 9288
フジイ　ユウゴ オイカミチュウ

[24.87]
藤井　釉瑚(2) 老上中

25 4221
カノウ　ユウヤ ヒノチュウ

[29.60]
加納　侑也(2) 日野中

26 9823
タナカ　ソウマ ヒコネチュウオウチュウ

[30.11]
田中　蒼真(2) 彦根中央中

27 2517
タカノ　リョウ セタチュウ

[36.87]
髙野　凌(3) 瀬田中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:01

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子100m 決勝 9/18 10:25 

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

〈〈 決勝 〉〉 (23-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

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

1 9824
コンドウ　ユノン ヒコネチュウオウチュウ

[13.35] 1 10407
フクヤマ　アイリ オオギチュウ

[13.69]
近藤　優音(2) 彦根中央中 福山　愛莉(1) 仰木中

2 3726
モリチ　ナナコ コウカチュウ

[13.34] 2 10331
サヤマ　マコ タマガワチュウ

[13.60]
森地　奈那子(2) 甲賀中 佐山　まこ(1) 玉川中

3 3681
ヤマモト　ナツキ ツチヤマチュウ

[12.75] 3 9030
サトウ　コトミ カラサキチュウ

[13.36]
山本　渚月(2) 土山中 佐藤　琴心(1) 唐崎中

4 5701
ヤマグチ　カホ タガチュウ

[12.98] 4 730
ナガイ　コノン ヒコネヒガシチュウ

[13.41]
山口　華穂(3) 多賀中 永井　穏(1) 彦根東中

5 2823
スギハラ　ノア イチリツモリヤマチュウ

[12.90] 5 810
ニシムラ　ソラ ヒコネニシチュウ

[13.51]
杉原　希亜(2) 市立守山中 西村　蒼空(2) 彦根西中

6 6323
ウジハラ　カエデ マイバラチュウ

[13.09] 6 1217
クツキ　アヤカ ナガハマキタチュウ

[13.5]
氏原　楓(3) 米原中 朽木　彩迦(2) 長浜北中

7 6017
ホッタ　ナナ ダイトウチュウ

[13.13] 7 10414
ヒシダ　カレン オオギチュウ

[13.52]
堀田　奈那(2) 大東中 菱田　楓恋(2) 仰木中

8 132
マツイ　サホ ヒヨシチュウ

[13.24] 8 3207
ハヤシ　センリ チュウズチュウ

[13.54]
松井　咲歩(2) 日吉中 林　千里(2) 中主中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

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

1 4311
テラモト　ハルカ ナンゴウチュウ

[13.82] 1 139
ヨシナガ　アカリ ヒヨシチュウ

[13.98]
寺本　遥(2) 南郷中 吉永　朱里(1) 日吉中

2 10594
クマタ　ユイ アオヤマチュウ

[13.81] 2 4313
マツダ　アオイ ナンゴウチュウ

[13.99]
熊田　結彩(1) 青山中 松田　葵(2) 南郷中

3 8705
ヤノ　アヤノ モリヤマミナミチュウ

[13.69] 3 10314
オクムラ　ミコ タマガワチュウ

[13.93]
矢野　彩乃(1) 守山南中 奥村　美湖(2) 玉川中

4 8902
タケウチ　モモカ ヤスキタチュウ

[13.75] 4 2541
イシダ　ホノカ セタチュウ

[13.90]
竹内　萌々香(2) 野洲北中 石田　歩花(2) 瀬田中

5 11022
コモリ　レア リツメイカンモリヤマチュウ

[13.74] 5 4901
ナカムラ　ヒア ノトガワチュウ

[13.89]
小守　玲愛(2) 立命館守山中 中村　向葵(1) 能登川中

6 341
マキタ　スズカ ウチデチュウ

[13.71] 6 2220
ホシノ　ユリ シガチュウ

[13.90]
蒔田　涼風(2) 打出中 星野　ゆり(2) 志賀中

7 3496
エンドウ　モエ ミナクチチュウ

[13.79] 7 10004
ヤマグチ　オトア マノチュウ

[13.96]
遠藤　百笑(2) 水口中 山口　美都空(2) 真野中

8 712
タナカ　アミ ヒコネヒガシチュウ

[13.80] 8 3326
クリモト　ヒナノ コウセイチュウ

[13.97]
田中　杏実(2) 彦根東中 栗元　陽音(2) 甲西中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

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

1 9609
フクヤマ　サキ セタキタチュウ

[14.18] 1 4255
ニシカワ　ナナミ ヒノチュウ

[14.25]
福山　颯希(2) 瀬田北中 西川　奈々未(1) 日野中

3 5301
チャキ　アゲハ エチチュウ

[13.99] 2 2434
ナカイ　マキ マツバラ

[14.24]
茶木　明華羽(1) 愛知中 中井　麻貴(2) 松原中

4 6567
タリ　ヒマリ ソウヨウチュウ

[14.08] 3 1201
アラキ　ミノリ ナガハマキタチュウ

[14.2]
田里　日茉梨(1) 双葉中 新木　美乃利(1) 長浜北中

5 9814
シモダ　マオリ ヒコネチュウオウチュウ

[14.00] 4 4450
イサイ　シオリ コウセイキタチュウ

[14.20]
下田　麻織(2) 彦根中央中 委細　汐里(2) 甲西北中

6 3122
ヤマモト　カナ ヤスチュウ

[14.06] 5 1723
クラタ　ユイナ ハチマンニシチュウ

[14.18]
山本　佳奈(2) 野洲中 蔵田　結菜(2) 八幡西中

7 142
コジマ　アヤ ヒヨシチュウ

[14.09] 6 10716
テラウラ　サクラ ケンリツモリヤマチュウ

[14.19]
小島　彩(1) 日吉中 寺浦　さくら(1) 県立守山中

8 210
ナカガワ　フキ オウジヤマチュウ

[14.11] 7 3553
ムラタ　サトネ シロヤマチュウ

[14.23]
中川　風季(2) 皇子山中 村田　智音(2) 城山中

8 9423
イシモト　マナ リットウニシチュウ

[14.22]
石本　蒔奈(2) 栗東西中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子100m
〈〈 決勝 〉〉 (23-0+0)

7組 (-  .  m/s) 8組 (-  .  m/s)

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

1 1713
ナガサキ　サヤ ハチマンニシチュウ

[14.38] 1 916
カワムラ　ユア ヒコネミナミチュウ

[14.46]
長﨑　咲弥(2) 八幡西中 川村　悠亜(2) 彦根南中

2 2112
ナカニシ　リノ カタタチュウ

[14.39] 2 3302
トクダ　コヒロ コウセイチュウ

[14.47]
中西　理乃(2) 堅田中 德田　幸央(1) 甲西中

3 10215
ハヤシ　サホ アケトミチュウ

[14.27] 3 2221
ゴトウ　フミカ シガチュウ

[14.42]
林　咲穂(2) 明富中 後藤　文香(2) 志賀中

4 4458
キムラ　オトハ コウセイキタチュウ

[14.29] 4 2830
タカハシ　ユウヒ イチリツモリヤマチュウ

[14.42]
木村　乙葉(1) 甲西北中 高橋　優妃(1) 市立守山中

5 9815
タイナカ　ユイ ヒコネチュウオウチュウ

[14.30] 5 8009
フチタ　コト アドガワチュウ

[14.41]
田井中　結衣(2) 彦根中央中 渕田　心翔(2) 安曇川中

6 4951
フクナガ　ミユ ノトガワチュウ

[14.30] 6 9018
ヒライ　コトハ カラサキチュウ

[14.40]
福永　桜由(2) 能登川中 平井　琴羽(2) 唐崎中

7 2021
オグラ　ヒカリ セイトク

[14.34] 7 8731
キタムラ　ユラ モリヤマミナミチュウ

[14.42]
小椋　ひかり(2) 聖徳中 北村　侑莱(2) 守山南中

8 4243
ハシモト　ユイリ ヒノチュウ

[14.38] 8 1545
シモイケ　ミユ ハチマンチュウ

[14.43]
橋本　優衣莉(2) 日野中 下池　美結(2) 八幡中

9組 (-  .  m/s) 10組 (-  .  m/s)

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

1 7508
イマムラ　ミユウ タカホチュウ

[14.54] 1 3902
オクダ　シノ シガラキチュウ

[14.68]
今村　心優(2) 高穂中 奥田　志乃(1) 信楽中

2 8736
アオキ　ナユ モリヤマミナミチュウ

[14.54] 2 7514
ヨシミ　マキ タカホチュウ

[14.68]
青木　捺友(2) 守山南中 吉見　真妃(1) 高穂中

3 3412
イマサカ　ココナ ミナクチチュウ

[14.51] 3 4114
フナカワ　ミコト チョウオウチュウ

[14.59]
今坂　心奏(1) 水口中 船川　尊(2) 朝桜中

4 9604
ニシムラ　ハナ セタキタチュウ

[14.50] 4 5915
ミヤガワ　チカネ カシワバラチュウ

[14.58]
西村　花(2) 瀬田北中 宮川　千花音(2) 柏原中

5 10216
フジタ　リリコ アケトミチュウ

[14.49] 5 9502
イガキ　ハル キタオオジチュウ

[14.61]
藤田　りりこ(2) 明富中 井垣　陽(2) 北大路中

6 9238
エンドウ　ハルカ オイカミチュウ

[14.48] 6 10408
アリヤマ　サホ オオギチュウ

[14.57]
遠藤　遥(2) 老上中 有山　紗帆(1) 仰木中

7 3535
ナルハシ　ワコ シロヤマチュウ

[14.54] 7 8624
イマガワ　ユウカ キョウダイシャチュウ

[14.66]
成橋　和鼓(1) 城山中 今川　侑香(2) 兄弟社中

8 10604
ヤマダ　ココロ カワセチュウ

[14.53] 8 8010
カサハラ　ハヅキ アドガワチュウ

[14.65]
山田　こころ(2) 河瀬中 笠原　葉月(2) 安曇川中

11組 (-  .  m/s) 12組 (-  .  m/s)

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

1 7811
スミ　マツリ イマヅ

[14.72] 1 9374
フクシマ　レミナ シンドウチュウ

[14.81]
角　祭梨(2) 今津中 福嶋　羚海七(2) 新堂中

2 10825
アサノ　ナオ ミナクチヒガシチュウ

[14.73] 2 7517
ナンバ　モモカ タカホチュウ

[14.83]
浅野　七音(1) 水口東中 難波　杏香(1) 高穂中

3 6565
フジモト　リコ ソウヨウチュウ

[14.7] 3 345
モチダ　ユウメ ウチデチュウ

[14.79]
藤本　莉子(1) 双葉中 持田　悠萌(2) 打出中

4 5852
サケノ　キズナ ヒコネチュウ

[14.7] 4 3866
オオニシ　ユウリ コウナンチュウ

[14.79]
酒野　絆(1) 彦根中 大西　優梨(2) 甲南中

5 8907
イトウ　ナギサ ヤスキタチュウ

[14.69] 5 3210
トクナガ　ミア チュウズチュウ

[14.76]
伊藤　凪沙(1) 野洲北中 督永　珠愛(1) 中主中

6 2539
ムラタ　ヒマリ セタチュウ

[14.69] 6 3869
マツシタ　アイラ コウナンチュウ

[14.78]
村田　陽葵(2) 瀬田中 松下　愛芽(1) 甲南中

7 2832
ナカノ　ユメ イチリツモリヤマチュウ

[14.70] 7 6008
ナカモリ　ユイカ ダイトウチュウ

[14.8]
仲野　友媛(1) 市立守山中 中森　結香(1) 大東中

8 10828
サイトウ　ハナノ ミナクチヒガシチュウ

[14.71] 8 10240
イカイ　ヒナ アケトミチュウ

[14.80]
齋藤　花野(1) 水口東中 猪飼　ひな(1) 明富中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子100m
〈〈 決勝 〉〉 (23-0+0)

13組 (-  .  m/s) 14組 (-  .  m/s)

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

1 2023
トノムラ　ミユ セイトク

[14.99] 1 3206
ナカムラ　ココナ チュウズチュウ

[15.12]
外村　美結(2) 聖徳中 中村　心菜(2) 中主中

2 1542
サノ　アヤカ ハチマンチュウ

[15.00] 2 2721
サカモト　セイラ リットウチュウ

[15.08]
佐野　絢香(2) 八幡中 坂本　星空(2) 栗東中

3 2018
タカハ　リコ セイトク

[14.87] 3 3306
ヤマグチ　ハジメ コウセイチュウ

[15.01]
鷹羽　莉心(2) 聖徳中 山口　源(1) 甲西中

4 10586
ワタナベ　シオン アオヤマチュウ

[14.90] 4 11020
イヌイ　リオ リツメイカンモリヤマチュウ

[15.07]
渡邉　心音(2) 青山中 乾　莉央(2) 立命館守山中

5 2551
キムラ　ユウキ セタチュウ

[14.93] 5 3708
フクイ　キサラ コウカチュウ

[15.06]
木村　優希(1) 瀬田中 福井　きさら(1) 甲賀中

6 4119
マツムラ　コトナ チョウオウチュウ

[14.88] 6 806
フクハラ　サチナ ヒコネニシチュウ

[15.07]
松村　琴菜(2) 朝桜中 福原　さちな(2) 彦根西中

7 6562
フジモト　カリン ソウヨウチュウ

[14.98] 7 4509
カママス　ルカ リュウオウチュウ

[15.08]
藤本　楓琳(2) 双葉中 釜増　瑠花(1) 竜王中

8 1630
ミズノ　ミオ ハチマンヒガシチュウ

[14.94] 8 248
タケタニ　ココロ オウジヤマチュウ

[15.08]
水野　美桜(2) 八幡東中 竹谷　優心(1) 皇子山中

15組 (-  .  m/s) 16組 (-  .  m/s)

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

1 9501
コダカ　ヒイナ キタオオジチュウ

[15.21] 1 354
フカオ　ユナ ウチデチュウ

[15.29]
古髙　雛(2) 北大路中 深尾　結菜(1) 打出中

2 8029
ヒライ　アイカ アドガワチュウ

[15.21] 2 7815
カワサキ　アミ イマヅ

[15.30]
平井　愛佳(1) 安曇川中 川﨑　亜美(1) 今津中

3 9506
ヤマシタ　リア キタオオジチュウ

[15.18] 3 11025
ムラシマ　アアサ リツメイカンモリヤマチュウ

[15.24]
山下　莉愛(2) 北大路中 村嶋　彩日(2) 立命館守山中

4 6732
フジオカ　コトリ アザイチュウ

[15.15] 4 4118
フジタ　ナナミ チョウオウチュウ

[15.27]
藤岡　古都里(2) 浅井中 藤田　七海(2) 朝桜中

5 4318
ハシモト　スミレ ナンゴウチュウ

[15.19] 5 9603
キムラ　ユミ セタキタチュウ

[15.23]
橋本　純怜(1) 南郷中 木村　友美(2) 瀬田北中

6 2437
サヤマ　シズク マツバラ

[15.15] 6 9905
ニシダ　ヒサナ ハヤマチュウ

[15.22]
佐山　雫(1) 松原中 西田　悠那(1) 葉山中

7 8641
オガワ　フタバ キョウダイシャチュウ

[15.20] 7 2430
オオカワチ　ナナエ マツバラ

[15.28]
小川　二葉(1) 兄弟社中 大川内　菜々恵(2) 松原中

8 6804
ナカムラ　カイリ コホクチュウ

[15.20] 8 9409
タナカ　ミノリ リットウニシチュウ

[15.27]
中村　海琉(1) 湖北中 田中　美紀(1) 栗東西中

17組 (-  .  m/s) 18組 (-  .  m/s)

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

1 432
ヨシムラ　コノカ アワヅチュウ

[15.38] 1 6730
ハセガワ　ユウナ アザイチュウ

[15.47]
吉村　心花(2) 粟津中 長谷川　優菜(2) 浅井中

2 5916
シンドウ　アイ カシワバラチュウ

[15.4] 2 6422
ミヤヤマ　アイミ カナンチュウ

[15.53]
眞藤　藍惟(1) 柏原中 宮山　愛海(1) 河南中

3 8642
コニシ　マシロ キョウダイシャチュウ

[15.30] 3 9904
ナカハラ　サツキ ハヤマチュウ

[15.44]
小西　純白(1) 兄弟社中 中原　皐月(1) 葉山中

4 9204
キムラ　ユイカ オイカミチュウ

[15.36] 4 3124
オオヤ　ハルカ ヤスチュウ

[15.43]
木村　唯花(2) 老上中 大矢　春花(1) 野洲中

5 10830
トモト　ノア ミナクチヒガシチュウ

[15.31] 5 1708
イシバシ　マナミ ハチマンニシチュウ

[15.41]
戸本　乃愛(1) 水口東中 石橋　愛実(2) 八幡西中

6 3123
オオタ　ミノリ ヤスチュウ

[15.32] 6 2110
サクラ　ココミ カタタチュウ

[15.42]
太田　みのり(1) 野洲中 佐倉　心美(2) 堅田中

7 2733
カワグチ　ナオカ リットウチュウ

[15.38] 7 4507
タニグチ　ミヒロ リュウオウチュウ

[15.45]
川口　奈栞(1) 栗東中 谷口　心優(2) 竜王中

8 3873
イケダ　ミコ コウナンチュウ

[15.37] 8 4511
クスモト　メイ リュウオウチュウ

[15.47]
池田　美心(1) 甲南中 楠本　恵唯(1) 竜王中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子100m
〈〈 決勝 〉〉 (23-0+0)

19組 (-  .  m/s) 20組 (-  .  m/s)

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

1 10010
ネゴロ　カレン マノチュウ

[15.72] 1 6334
ニシヤマ　アヤネ マイバラチュウ

[16.00]
根来　華蓮(2) 真野中 西山　綾音(1) 米原中

2 913
フルカワ　スズナ ヒコネミナミチュウ

[15.71] 2 1913
ウエノ　コハナ タマゾノチュウ

[15.99]
古川　紗奈(2) 彦根南中 上野　心花(1) 玉園中

3 1150
カワバタ　リア ナガハマニシチュウ

[15.55] 3 11202
スズキ　ミツキ コウフクカンサイチュウ

[15.91]
川端　理愛(2) 長浜西中 鈴木　三葵(1) 幸福関西中

4 9231
フジイ　ミオ オイカミチュウ

[15.63] 4 1541
オガワ　ユナ ハチマンチュウ

[15.74]
藤井　未央(2) 老上中 小川　優菜(2) 八幡中

5 5912
カタギリ　ユズハ カシワバラチュウ

[15.56] 5 4456
モリチ　アヤカ コウセイキタチュウ

[15.81]
片桐　柚羽(2) 柏原中 森地　絢香(1) 甲西北中

6 10596
サノ　ヒナコ アオヤマチュウ

[15.60] 6 10717
ホシダ　ユイ ケンリツモリヤマチュウ

[15.79]
佐野　日向子(1) 青山中 星田　唯(1) 県立守山中

7 9928
クマノ　ナナミ ハヤマチュウ

[15.70] 7 8329
スミダ　ホノカ ヒエイザンチュウ

[15.94]
熊野　奈々美(2) 葉山中 住田　穂香(1) 比叡山中

8 818
イチタニ　サユネ ヒコネニシチュウ

[15.64] 8 9017
アベ　ヒナ カラサキチュウ

[15.97]
一谷　紗由音(1) 彦根西中 阿部　日南(2) 唐崎中

21組 (-  .  m/s) 22組 (-  .  m/s)

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

1 1917
コジマ　ミサキ タマゾノチュウ

[16.38] 1 8301
アシダ　ナツキ ヒエイザンチュウ

[17.72]
小島　美咲(1) 玉園中 蘆田　菜月(1) 比叡山中

2 424
カワイ　ルア アワヅチュウ

[16.44] 2 6421
オイダ　コトミ カナンチュウ

[18.00]
川合　琉杏(1) 粟津中 種田　琴心(1) 河南中

3 426
マエダ　サクラ アワヅチュウ

[16.07] 3 1915
フジカワ　ミア タマゾノチュウ

[16.56]
前田　桜(1) 粟津中 藤川　実歩(1) 玉園中

4 2606
ホリ　ユウア タナカミチュウ

[16.14] 4 10333
オオタ　ソラ タマガワチュウ

[16.46]
堀　結愛(1) 田上中 太田　蒼來(1) 玉川中

5 247
シバシタ　アズサ オウジヤマチュウ

[16.11] 5 1160
ヤマシタ　アオバ ナガハマニシチュウ

[16.72]
芝下　あずさ(1) 皇子山中 山下　蒼葉(1) 長浜西中

6 4251
ミナミ　シズク ヒノチュウ

[16.23] 6 5851
ババ　トモカ ヒコネチュウ

[16.5]
南　雫月(1) 日野中 馬場　智花(1) 彦根中

7 2115
テヅカ　カリン カタタチュウ

[16.29] 7 6331
クメ　ユナ マイバラチュウ

[17.20]
手塚　かりん(1) 堅田中 久米　佑奈(1) 米原中

8 6420
イノウエ　ミサキ カナンチュウ

[16.31] 8 6805
フクシマ　シュリ コホクチュウ

[17.50]
井上　美紗希(1) 河南中 福嶌　愁里(1) 湖北中

23組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 10622
トリツカ　ユウナ カワセチュウ

鳥塚　結羽菜(1) 河瀬中

2 2735
サカイ　ソラ リットウチュウ

境　素良(1) 栗東中

3 2605
コスギ　ユナ タナカミチュウ

[18.26]
小杉　優奈(1) 田上中

4 738
ミムラ　ユア ヒコネヒガシチュウ

三村　侑愛(1) 彦根東中

5 5832
ヒロタ　エマ ヒコネチュウ

廣田　笑舞(2) 彦根中

6 1163
ヤマモト　モモカ ナガハマニシチュウ

山本　百華(1) 長浜西中

7 10617
オカダ　モモコ カワセチュウ

岡田　桃子(1) 河瀬中

8 1203
フジハラ　アン ナガハマキタチュウ

藤原　杏(1) 長浜北中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:36

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子200m 決勝 9/18 11:30 

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

〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

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

1 2824
ハギナカ　リン イチリツモリヤマチュウ

[28.71] 1 3122
ヤマモト　カナ ヤスチュウ

[30.57]
萩中　凜(2) 市立守山中 山本　佳奈(2) 野洲中

2 9426
タマガワ　トモカ リットウニシチュウ

[28.81] 2 3552
テラダ　マアヤ シロヤマチュウ

[30.50]
玉川　朋茄(2) 栗東西中 寺田　真彩(2) 城山中

3 8734
ナガヤマ　リウ モリヤマミナミチュウ

[27.26] 3 4448
ニシカワ　リコ コウセイキタチュウ

[29.03]
永山　理羽(2) 守山南中 西川　理子(2) 甲西北中

4 4307
ウエノ　ユウミ ナンゴウチュウ

[28.36] 4 9926
クスイ　スズノ ハヤマチュウ

[29.65]
上野　優実(2) 南郷中 楠井　涼乃(2) 葉山中

5 3681
ヤマモト　ナツキ ツチヤマチュウ

[26.14] 5 6566
ヤス　モモカ ソウヨウチュウ

[29.7]
山本　渚月(2) 土山中 野洌　百花(1) 双葉中

6 7504
ナカムラ　マキ タカホチュウ

[27.80] 6 10597
オカムラ　ユウカ アオヤマチュウ

[29.50]
中村　真希(2) 高穂中 岡村　祐花(1) 青山中

7 3208
フジモト　ハルア チュウズチュウ

[28.60] 7 3498
フジカワ　ココア ミナクチチュウ

[30.32]
藤本　遥愛(2) 中主中 藤川　心愛(2) 水口中

8 3326
クリモト　ヒナノ コウセイチュウ

[28.50] 8 10409
ナカガワ　メイ オオギチュウ

[30.12]
栗元　陽音(2) 甲西中 中川　芽生(1) 仰木中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

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

1 340
フワ　ユナ ウチデチュウ

[29.46] 2 5850
ツカモト　チナ ヒコネチュウ

[33.9]
不破　結菜(2) 打出中 塚本　千愛(1) 彦根中

2 801
ナカムラ　カリン ヒコネニシチュウ

[32.2] 3 101
フジタ　メイ ヒヨシチュウ

[32.71]
中村　夏凜(2) 彦根西中 藤田　めい(1) 日吉中

3 10826
キタヤマ　レイナ ミナクチヒガシチュウ

[31.50] 4 8906
ウラタニ　ユイ ヤスキタチュウ

[33.15]
北山　玲奏(1) 水口東中 浦谷　唯(2) 野洲北中

4 1709
カガワ　ユリア ハチマンニシチュウ

[31.68] 5 9820
フルヤ　ユマ ヒコネチュウオウチュウ

[33.22]
香川　友里亜(2) 八幡西中 古家　由麻(2) 彦根中央中

5 10003
ミヤザキ　ミト マノチュウ

[31.04] 6 7903
ミヤザワ　コマチ クツキチュウ

[32.59]
宮崎　海音(2) 真野中 宮澤　恋町(2) 朽木中

6 10214
ニシダ　ナノ アケトミチュウ

[30.78] 7 2717
サワ　マナカ リットウチュウ

[33.49]
西田　菜乃(2) 明富中 澤　愛香(2) 栗東中

7 249
ホンドウ　ソラ オウジヤマチュウ

[32.03] 8 2109
カンノ　リオナ カタタチュウ

[33.56]
本堂　想来(1) 皇子山中 菅野　莉央菜(2) 堅田中

8 10603
ヤマザキ　ユナ カワセチュウ

[31.87]
山﨑　結奈(2) 河瀬中

5組 (-  .  m/s) 6組 (-  .  m/s)

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

2 729
タナベ　サユ ヒコネヒガシチュウ

2 4254
ズシ　ノン ヒノチュウ

田部　紗唯(1) 彦根東中 図師　暖(1) 日野中

3 8624
イマガワ　ユウカ キョウダイシャチュウ

[34.03] 3 3726
モリチ　ナナコ コウカチュウ

今川　侑香(2) 兄弟社中 森地　奈那子(2) 甲賀中

4 423
カワイ　リア アワヅチュウ

[35.08] 4 9607
ワタナベ　カリン セタキタチュウ

川合　璃杏(1) 粟津中 渡邉　夏凛(2) 瀬田北中

5 6819
フジタ　ワカナ コホクチュウ

5 3874
チトウ　ソラ コウナンチュウ

藤田　和香奈(2) 湖北中 千藤　蒼来(1) 甲南中

6 1154
イマス　サキ ナガハマニシチュウ

6 8206
ミツヤ　シズナ コセイチュウ

井益　咲希(2) 長浜西中 三矢　静奈(1) 湖西中

7 2035
イシヤマ　ヒヨリ セイトク

7 9502
イガキ　ハル キタオオジチュウ

石山　ひより(1) 聖徳中 井垣　陽(2) 北大路中

8 1514
ダケヤ　マオ ハチマンチュウ

8 8009
フチタ　コト アドガワチュウ

嵩谷　真央(1) 八幡中 渕田　心翔(2) 安曇川中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:52

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子200m
〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

7組 (-  .  m/s)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 11024
ナカニシ　トモコ リツメイカンモリヤマチュウ

中西　倫子(2) 立命館守山中

3 10314
オクムラ　ミコ タマガワチュウ

奥村　美湖(2) 玉川中

4 2554
イノウエ　アイリ セタチュウ

井上　愛理(1) 瀬田中

5 2438
コジマ　カノン マツバラ

小島　かのん(1) 松原中

6 1218
ハヤシ　アルナ ナガハマキタチュウ

林　ある奈(2) 長浜北中

7 4511
クスモト　メイ リュウオウチュウ

楠本　恵唯(1) 竜王中

8 9031
クメカワ　アサキ カラサキチュウ

粂川　明咲(1) 唐崎中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:52

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子800m 決勝 9/18 12:20 

滋賀県中学記録 2:11.78 上村　知安希 水口 1994 瑞穂
近畿中学記録 2:07.19 髙橋　ひな 山陽・兵庫 2013 味の素

〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

1組 2組

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

1 1716
ウチクボ　アオ ハチマンニシチュウ

[2:39.10] 1 7108
イノウエ　アオイ タカツキチュウ

[2:48.10]
内久保　愛生(1) 八幡西中 井上　碧(2) 高月中

2 4312
ノウミ　マリ ナンゴウチュウ

[2:40.00] 2 4449
ハヤシダ　アン コウセイキタチュウ

[2:47.71]
能海　茉莉(2) 南郷中 林田　杏(2) 甲西北中

3 4451
フクモト　マイ コウセイキタチュウ

[2:22.83] 3 7512
タケチ　ナホ タカホチュウ

[2:41.21]
福本　真生(2) 甲西北中 武知　奈歩(1) 高穂中

4 6571
クボタ　マユ ソウヨウチュウ

[2:28.27] 4 735
フルカワ　コトア ヒコネヒガシチュウ

[2:41.20]
久保田　真由(1) 双葉中 古川　琴愛(1) 彦根東中

5 8735
イシダ　サワ モリヤマミナミチュウ

[2:21.90] 5 7809
キタニ　トモネ イマヅ

[2:40.00]
石田　紗和(2) 守山南中 木谷　朋音(2) 今津中

6 3903
キクチ　オウカ シガラキチュウ

[2:27.26] 6 809
ニシハタ　ホノミ ヒコネニシチュウ

[2:41.01]
菊地　桜香(1) 信楽中 西畑　穂美(2) 彦根西中

7 9635
ウメカワ　キラリ セタキタチュウ

[2:34.14] 7 2022
クニエダ　ニコナ セイトク

[2:45.69]
梅川　希來里(1) 瀬田北中 国枝　にこ奈(2) 聖徳中

8 430
マツモト　ヒヨリ アワヅチュウ

[2:37.27] 8 10827
クボ　ユウカ ミナクチヒガシチュウ

[2:43.99]
松本　日和(2) 粟津中 久保　友香(1) 水口東中

9 9505
ナガサワ　ハヅキ キタオオジチュウ

[2:37.51] 9 3550
ヤマナカ　カノ シロヤマチュウ

[2:42.09]
長澤　葉月(2) 北大路中 山中　香乃(2) 城山中

10 3703
オオジ　ソラ コウカチュウ

[2:34.48] 10 3497
ツチダ　マナ ミナクチチュウ

[2:43.50]
大治　空楽(1) 甲賀中 土田　愛那(2) 水口中

11 2834
マキノ　チサ イチリツモリヤマチュウ

[2:32.24] 11 3704
オガワ　サキ コウカチュウ

[2:45.27]
牧野　智彩(1) 市立守山中 小川　紗希(1) 甲賀中

12 8702
イオハラ　カエデ モリヤマミナミチュウ

[2:35.46] 12 4907
カツマ　チサ ノトガワチュウ

[2:45.25]
庵原　楓(1) 守山南中 勝間　千瑳(1) 能登川中

13 1162
ナカガワ　マオ ナガハマニシチュウ

[2:35.48] 13 8014
イリエ　ツバキ アドガワチュウ

[2:41.26]
中川　真緒(1) 長浜西中 入江　椿(1) 安曇川中

14 9927
カツマ　スミレ ハヤマチュウ

[2:38.12] 14 350
オグラ　チヒロ ウチデチュウ

[2:42.37]
勝間　純鈴(2) 葉山中 椋　千裕(1) 打出中

15 10602
タニグチ　ユイカ カワセチュウ

[2:37.93] 15 6559
イワサキ　マナ ソウヨウチュウ

[2:42.63]
谷口　結香(2) 河瀬中 岩﨑　愛奈(2) 双葉中

16 3865
ヨコフジ　クオン コウナンチュウ

[2:32.63] 16 10598
ウエダ　アヤナ アオヤマチュウ

[2:45.61]
横藤　空音(2) 甲南中 上田　絢奈(1) 青山中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:16

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子800m
〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

3組 4組

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

1 1152
エムラ　ナツミ ナガハマニシチュウ

[2:56.51] 2 3304
ヒサ　ユウカ コウセイチュウ

[3:03.00]
江村　夏美(2) 長浜西中 久　結香(1) 甲西中

2 1517
ニシオカ　アリサ ハチマンチュウ

[2:56.40] 3 6406
ワキモト　レオナ カナンチュウ

[2:56.83]
西岡　ありさ(1) 八幡中 脇本　玲緒菜(2) 河南中

3 9202
オガワ　カノ オイカミチュウ

[2:49.17] 4 715
オオノ　ユウ ヒコネヒガシチュウ

[2:56.90]
小川　佳乃(2) 老上中 大野　結生(2) 彦根東中

4 5830
オバタ　ユイ ヒコネチュウ

[2:48.92] 5 2033
イマムラ　カリナ セイトク

[2:56.70]
小幡　結生(2) 彦根中 今村　香璃奈(1) 聖徳中

5 1215
オガワ　サヤ ナガハマキタチュウ

[2:50.0] 6 3416
マツヤマ　ミホ ミナクチチュウ

[2:56.83]
小川　紗弥(2) 長浜北中 松山　未歩(1) 水口中

6 7902
タニ　モモネ クツキチュウ

[2:50.16] 7 2227
イワサキ　リホ シガチュウ

[2:59.92]
谷　萌々音(2) 朽木中 岩﨑　俐歩(1) 志賀中

7 138
アオト　チナツ ヒヨシチュウ

[2:52.07] 8 2440
クロカワ　ユナ マツバラ

[2:59.96]
青戸　千夏(1) 日吉中 黒川　優奈(1) 松原中

8 2719
コマイ　ミオン リットウチュウ

[2:55.75] 9 9813
イノウエ　ユズカ ヒコネチュウオウチュウ

[3:00.10]
駒井　海音(2) 栗東中 井上　ゆずか(2) 彦根中央中

9 2222
コマイ　サナ シガチュウ

[2:52.19] 10 1216
サワイ　ソナ ナガハマキタチュウ

[2:57.85]
駒井　紗奈(2) 志賀中 澤居　空南(2) 長浜北中

10 6817
ツノカワ　アオイ コホクチュウ

[2:50.30] 11 9829
サカイグチ　セリカ ヒコネチュウオウチュウ

[2:59.52]
角川　彩衣(2) 湖北中 境口　世梨花(1) 彦根中央中

11 1518
マンノ　カホ ハチマンチュウ

[2:55.61] 12 7813
アダチ　マユ イマヅ

[3:01.70]
万野　楓歩(1) 八幡中 足立　真優(1) 今津中

12 3534
オカモト　リセ シロヤマチュウ

[2:53.25] 13 9425
オオシマ　ユメア リットウニシチュウ

[3:00.00]
岡本　凜星(1) 城山中 大島　夢純(2) 栗東西中

13 4903
フジタ　シノ ノトガワチュウ

[2:55.68] 14 2538
クボ　コハル セタチュウ

[3:00.21]
藤田　志乃(1) 能登川中 久保　心晴(2) 瀬田中

14 3213
コモリ　リオ チュウズチュウ

[2:54.62] 15 4122
ミヤザキ　サヤ チョウオウチュウ

[2:57.07]
小森　莉和(1) 中主中 宮﨑　沙耶(1) 朝桜中

15 10587
アサイ　サキ アオヤマチュウ

[2:51.51] 16 206
ヒラオカ　ユア オウジヤマチュウ

[3:00.00]
浅井　彩希(2) 青山中 平岡　優愛(2) 皇子山中

16 2555
フルカワ　アユミ セタチュウ

[2:52.90]
古川　歩(1) 瀬田中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:16

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子800m
〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

5組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 8649
ヒガシムラ　マイ キョウダイシャチュウ

東村　舞(1) 兄弟社中

3 3215
ハラダ　ミウ チュウズチュウ

[3:08.91]
原田　海心(1) 中主中

4 10618
オクイ　カナコ カワセチュウ

[3:05.34]
奥井　佳奈子(1) 河瀬中

5 10829
サワ　メイ ミナクチヒガシチュウ

[3:06.95]
澤　芽唯(1) 水口東中

6 2441
ソノダ　ナノ マツバラ

[3:07.76]
園田　菜乃(1) 松原中

7 2101
ヤスダ　アミ カタタチュウ

[3:25.74]
安田　亜巳(1) 堅田中

8 10242
ウエモリ　サキホ アケトミチュウ

[3:11.78]
上森　咲穂(1) 明富中

9 9201
オオマエ　ユズキ オイカミチュウ

大前　柚稀(2) 老上中

10 8004
ミヨシ　マオ アドガワチュウ

三好　茉桜(1) 安曇川中

11 2716
ヤノ　ココハ リットウチュウ

[3:14.64]
矢野　心絆(2) 栗東中

12 10332
ミヤワキ　エミリ タマガワチュウ

[3:16.90]
宮脇　笑理(1) 玉川中

13 3877
マツムラ　ユイカ コウナンチュウ

[3:16.18]
松村　結華(1) 甲南中

14 10241
カワイ　ユア アケトミチュウ

[3:20.00]
河合　結愛(1) 明富中

15 7904
ウチムラ　ナナミ クツキチュウ

[3:15.28]
内村　七海(1) 朽木中

16 8207
スナダ　メグミ コセイチュウ

砂田　恵実(1) 湖西中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:16

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子1500m 決勝 9/18  9:30 

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

〈〈 決勝 〉〉 (2-0+0)

1組 2組

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

1 3682
ワタナベ　マコ ツチヤマチュウ

[5:44.89] 1 822
シマズ　ユナ ヒコネニシチュウ

渡邉　まこ(2) 土山中 島津　結虹(1) 彦根西中

2 2543
アオヤマ　ルネ セタチュウ

[5:44.50] 2 10619
ナカオ　コノハ カワセチュウ

青山　流音(2) 瀬田中 中尾　心葉(1) 河瀬中

3 3551
タナカ　リホ シロヤマチュウ

[5:47.74] 3 2552
ウエダ　マオ セタチュウ

田中　莉帆(2) 城山中 上田　麻央(1) 瀬田中

4 335
トコイ　ミホ ウチデチュウ

[5:46.41] 4 6569
ツカダ　ホノカ ソウヨウチュウ

床井　美穂(2) 打出中 塚田　帆果(1) 双葉中

5 6561
ハナフサ　メグミ ソウヨウチュウ

[5:43.33] 5 8645
マツヨシ　ルミ キョウダイシャチュウ

花房　慈(2) 双葉中 松吉　瑠美(1) 兄弟社中

6 3727
ワタナベ　ユズキ コウカチュウ

[5:54.88] 6 10620
バンドウ　アンジュ カワセチュウ

渡邊　柚希(2) 甲賀中 阪東　杏樹(1) 河瀬中

7 714
フジタ　ナナミ ヒコネヒガシチュウ

[5:56.60] 7 5911
ウノ　アカハ カシワバラチュウ

藤田　七海(2) 彦根東中 宇野　朱華(2) 柏原中

8 425
フジタ　ルリ アワヅチュウ

[5:05.00] 8 10599
サンノ　ヒロミ アオヤマチュウ

[6:00.00]
藤田　琉里(1) 粟津中 三野　広美(1) 青山中

9 4457
イジチ　アヤ コウセイキタチュウ

[5:15.00] 9 4905
エンリン　マナミ ノトガワチュウ

[6:16.97]
伊地智　彩(1) 甲西北中 圓林　愛珠(1) 能登川中

10 2834
マキノ　チサ イチリツモリヤマチュウ

[5:05.00] 10 6803
ヨツギ　ユカ コホクチュウ

[6:25.00]
牧野　智彩(1) 市立守山中 継　悠花(1) 湖北中

11 3865
ヨコフジ　クオン コウナンチュウ

[5:12.60] 11 716
ハシモト　シュネェ ヒコネヒガシチュウ

[6:25.19]
横藤　空音(2) 甲南中 橋本　しゅ寧(2) 彦根東中

12 1202
タキガミ　フウカ ナガハマキタチュウ

[5:40.0] 12 3703
オオジ　ソラ コウカチュウ

瀧上　風花(1) 長浜北中 大治　空楽(1) 甲賀中

13 3411
タナカ　アオイ ミナクチチュウ

[5:30.00] 13 8040
キシ　リンカ アドガワチュウ

田中　葵(1) 水口中 岸　凜花(1) 安曇川中

14 4447
タナカ　アンリ コウセイキタチュウ

[5:26.23] 14 9248
ヤマモト　アヤネ オイカミチュウ

[7:02.06]
田中　杏莉(2) 甲西北中 山元　彩音(1) 老上中

15 10585
ヤナギハラ　シホ アオヤマチュウ

[5:40.00] 15 8017
クワハラ　ミウ アドガワチュウ

柳原　志保(2) 青山中 桒原　未羽(1) 安曇川中

16 8903
タメイケ　リノ ヤスキタチュウ

[5:19.19] 16 10334
スギトウ　モモコ タマガワチュウ

溜池　梨乃(2) 野洲北中 杉藤　百倖(1) 玉川中

17 3415
ニシムラ　アヤサ ミナクチチュウ

[5:40.00] 17 6806
ヤマグチ　ミヒロ コホクチュウ

[6:45.90]
西村　彩沙(1) 水口中 山口　未尋(1) 湖北中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:10

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子100mH [76.2cm] 決勝 9/18 12:50 

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

〈〈 決勝 〉〉 (5-0+0)

1組 (-  .  m/s) 2組 (-  .  m/s)

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

1 338
ササキ　ユカ ウチデチュウ

[17.17] 1 1708
イシバシ　マナミ ハチマンニシチュウ

[19.75]
佐々木　結加(2) 打出中 石橋　愛実(2) 八幡西中

2 4308
エガワ　アン ナンゴウチュウ

[18.45] 2 9421
オザキ　ミカ リットウニシチュウ

[19.79]
江川　杏(2) 南郷中 尾﨑　未果(2) 栗東西中

3 1901
イナムラ　ユキナ タマゾノチュウ

[15.55] 3 6315
シモドウ　マオ マイバラチュウ

[18.80]
稲村　友紀菜(2) 玉園中 下堂　真緒(2) 米原中

4 2431
キシモト　トモカ マツバラ

[16.68] 4 1514
ダケヤ　マオ ハチマンチュウ

[18.68]
岸本　朋華(2) 松原中 嵩谷　真央(1) 八幡中

5 429
ダイコク　マオ アワヅチュウ

[14.99] 5 10415
ヤマモト　ヒカル オオギチュウ

[19.36]
大黒　真緒(2) 粟津中 山本　ひかる(2) 仰木中

6 8708
オオニシ　ナユハ モリヤマミナミチュウ

[16.23] 6 9016
オクムラ　ノゾミ カラサキチュウ

[19.14]
大西　菜由羽(1) 守山南中 奥村　希美(2) 唐崎中

7 11001
セトグチ　サクラ リツメイカンモリヤマチュウ

[16.80] 7 3721
ヤマサキ　ミク コウカチュウ

[19.58]
瀬戸口　桜(1) 立命館守山中 山嵜　美来(2) 甲賀中

8 3329
ヨゴ　ミナミ コウセイチュウ

[16.74] 8 8013
ナカムラ　コハル アドガワチュウ

[19.67]
余語　みな子(2) 甲西中 中村　心遥(2) 安曇川中

3組 (-  .  m/s) 4組 (-  .  m/s)

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

1 7816
モリ　ユサキ イマヅ

[20.22] 1 7516
タカダ　ネネ タカホチュウ

[22.37]
森　優咲(1) 今津中 髙田　寧々(1) 高穂中

2 3872
ヤマナカ　ユヅキ コウナンチュウ

[20.31] 2 2718
シャノウ　アミ リットウチュウ

[22.08]
山中　結月(1) 甲南中 社納　杏実(2) 栗東中

3 9608
ホンゴウ　ユウカ セタキタチュウ

[19.83] 3 3123
オオタ　ミノリ ヤスチュウ

[21.07]
本郷　結花(2) 瀬田北中 太田　みのり(1) 野洲中

4 812
ワカバヤシ　リコ ヒコネニシチュウ

[19.87] 4 4115
イケダ　ウタ チョウオウチュウ

[21.64]
若林　里好(2) 彦根西中 池田　羽謡(2) 朝桜中

5 9832
オオタニ　チコ ヒコネチュウオウチュウ

[19.91] 5 3880
タナカ　マハロ コウナンチュウ

[20.71]
大谷　ちこ(1) 彦根中央中 田中　まはろ(1) 甲南中

6 9928
クマノ　ナナミ ハヤマチュウ

[20.01] 6 103
アサイ　マヨコ ヒヨシチュウ

[20.40]
熊野　奈々美(2) 葉山中 浅井　萬葉子(1) 日吉中

7 3417
フルショウ　カカ ミナクチチュウ

[20.06] 7 1631
フルカワ　モモコ ハチマンヒガシチュウ

[21.82]
古荘　加花(1) 水口中 古川　桃子(2) 八幡東中

8 733
ナガエ　ジュナ ヒコネヒガシチュウ

[20.02] 8 2829
タカセ　リン イチリツモリヤマチュウ

[21.85]
永江　珠菜(1) 彦根東中 高瀬　凛(1) 市立守山中

5組 (-  .  m/s)

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

2 8201
キド　アカリ コセイチュウ

城戸　朱莉(2) 湖西中

3 4252
ズシ　レン ヒノチュウ

図師　恋(1) 日野中

4 2114
ヒダカ　マリア カタタチュウ

[22.66]
日高　真理愛(2) 堅田中

5 9237
マツナガ　サラ オイカミチュウ

[23.53]
松永　彩良(2) 老上中

6 1151
カトリ　ユナ ナガハマニシチュウ

鹿取　由愛(2) 長浜西中

7 2036
ヤスダ　リオ セイトク

安田　理央(1) 聖徳中

8 6563
オカダ　サツキ ソウヨウチュウ

岡田　咲月(1) 双葉中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:22

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

１年女子4x100mR 決勝 9/18 14:25 

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

〈〈 決勝 〉〉 (3-0+0)

1組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
ヒヨシチュウ

[1:00.00]
                  

5
オオギチュウ

[55.50]
                  日吉中 仰木中

2
オウジヤマチュウ

[1:00.0]
                  

6
セイトク

[56.00]
                  皇子山中 聖徳中

3
モリヤマミナミチュウ

[55.93]
                  

7
ヒコネチュウオウチュウ

[58.90]
                  守山南中 彦根中央中

4
ヒコネヒガシチュウ

[57.2]
                  

8
ヒコネチュウ

[59.4]
                  彦根東中 彦根中

2組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
オイカミチュウ

                  
5

ハチマンチュウ

                  老上中 八幡中

2
マツバラ

                  
6

セタキタチュウ

                  松原中 瀬田北中

3
ヒノチュウ

                  
7

ソウヨウチュウ

                  日野中 双葉中

4
ウチデチュウ

                  
8

セタチュウ

                  打出中 瀬田中

3組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
チュウズチュウ

                  
6

コウセイチュウ

                  中主中 甲西中

3
ノトガワチュウ

                  
7

ミナクチヒガシチュウ

                  能登川中 水口東中

4
アドガワチュウ

                  
8

ミナクチチュウ

                  安曇川中 水口中

5
イチリツモリヤマチュウ

                  市立守山中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:50

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子4x100mR 決勝 9/18 15:05 

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

〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

1組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
ヒコネチュウオウチュウ

[55.20]
                  

5
シガチュウガクセンバツ

[49.82]
                  彦根中央中 滋賀中学選抜

2
リットウニシチュウ

[55.36]
                  

6
オオギチュウ

[54.00]
                  栗東西中 仰木中

3
モリヤマミナミチュウ

[53.33]
                  

7
リツメイカンモリヤマチュウ

[54.02]
                  守山南中 立命館守山中

4
コウセイチュウ

[53.50]
                  

8
ヒヨシチュウ

[54.00]
                  甲西中 日吉中

2組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
アケトミチュウ

[57.67]
                  

5
ヒコネヒガシチュウ

[57.2]
                  明富中 彦根東中

2
カシワバラチュウ

[58.0]
                  

6
アオヤマチュウ

[56.00]
                  柏原中 青山中

3
ハヤマチュウ

[56.20]
                  

7
タカホチュウ

[57.50]
                  葉山中 高穂中

4
シロヤマチュウ

[56.00]
                  

8
ヒコネニシチュウ

[57.6]
                  城山中 彦根西中

3組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

1
セタキタチュウ

                  
5

マノチュウ
[58.74]

                  瀬田北中 真野中

2
ウチデチュウ

                  
6

ヒノチュウ

                  打出中 日野中

3
コホクチュウ

                  
7

セイトク

                  湖北中 聖徳中

4
オウジヤマチュウ

[58.0]
                  

8
ナガハマニシチュウ

                  皇子山中 長浜西中

4組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
コウカチュウ

                  
6

ナンゴウチュウ

                  甲賀中 南郷中

3
コウセイキタチュウ

                  
7

キタオオジチュウ

                  甲西北中 北大路中

4
コウナンチュウ

                  
8

コセイチュウ

                  甲南中 湖西中

5
ハチマンチュウ

                  八幡中

5組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
ダイトウチュウ

                  
6

セタチュウ

                  大東中 瀬田中

3
ナガハマキタチュウ

                  
7

カタタチュウ

                  長浜北中 堅田中

4
ソウヨウチュウ

                  
8

イマヅ

                  双葉中 今津中

5
タマガワチュウ

                  玉川中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:49:00

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト
第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子4x100mR
〈〈 決勝 〉〉 (7-0+0)

6組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
アドガワチュウ

                  
6

マツバラ

                  安曇川中 松原中

3
チョウオウチュウ

                  
7

ケンリツモリヤマチュウ

                  朝桜中 県立守山中

4
カワセチュウ

                  
8

ハチマンヒガシチュウ

                  河瀬中 八幡東中

5
リュウオウチュウ

                  竜王中

7組

ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録 ﾚｰﾝ 所属 資格記録 記録

2
ヤスキタチュウ

                  
6

オイカミチュウ

                  野洲北中 老上中

3
イチリツモリヤマチュウ

                  
7

ハチマンニシチュウ

                  市立守山中 八幡西中

4
カラサキチュウ

                  
8

タマゾノチュウ

                  唐崎中 玉園中

5
ミナクチチュウ

                  水口中

                  

リスト出力日時 2022/09/14 14:49:00

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子走高跳 決勝 9/18 11:50 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 8701
ヒグチ　ユイ モリヤマミナミチュウ

[1.20]
樋口　結衣(1) 守山南中

2 9031
クメカワ　アサキ カラサキチュウ

[1.25]
粂川　明咲(1) 唐崎中

3 2433
タナカ　ユズネ マツバラ

[1.30]
田中　柚音(2) 松原中

4 9601
ハシモト　カリン セタキタチュウ

[1.25]
橋本　花凛(2) 瀬田北中

5 1904
ヨシダ　ナナ タマゾノチュウ

吉田　凪那(2) 玉園中

6 6012
ハヤシ　アユ ダイトウチュウ

[1.30]
林　愛結(2) 大東中

7 727
マンザワ　ハナ ヒコネヒガシチュウ

[1.25]
万沢　英(1) 彦根東中

8 10714
エガワ　ユア ケンリツモリヤマチュウ

江川　結愛(1) 県立守山中

9 4315
ヤマナカ　ハルカ ナンゴウチュウ

[1.35]
山中　はるか(2) 南郷中

10 1629
ツジイ　アヤカ ハチマンヒガシチュウ

辻井　彩華(2) 八幡東中

11 2024
タテムラ　ミク セイトク

[1.30]
種村　心玖(2) 聖徳中

12 1714
ニシイ　ユナ ハチマンニシチュウ

[1.25]
西居　夕菜(2) 八幡西中

13 9823
キタムラ　スズ ヒコネチュウオウチュウ

[1.30]
北村　すず(2) 彦根中央中

14 6572
オオシマ　キララ ソウヨウチュウ

大島　綺星(1) 双葉中

15 6802
ナンブ　イッサ コホクチュウ

[1.15]
南部　一紗(1) 湖北中

16 9238
エンドウ　ハルカ オイカミチュウ

遠藤　遥(2) 老上中

17 2833
ハラダ　サキ イチリツモリヤマチュウ

[1.20]
原田　紗希(1) 市立守山中

18 7808
イワモト　ミユ イマヅ

[1.40]
岩元　美優(2) 今津中

19 4116
ニシダ　ミユウ チョウオウチュウ

[1.35]
西田　三侑(2) 朝桜中

20 8030
コボリ　マナホ アドガワチュウ

小堀　愛歩(1) 安曇川中

21 5853
ベルナベ　ナツミ ヒコネチュウ

[1.15]
ベルナベ　ナツミ(1) 彦根中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:04

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子棒高跳 決勝 9/18  9:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 9905
ニシダ　ヒサナ ハヤマチュウ

西田　悠那(1) 葉山中

2 9927
カツマ　スミレ ハヤマチュウ

[2.40]
勝間　純鈴(2) 葉山中

3 9904
ナカハラ　サツキ ハヤマチュウ

中原　皐月(1) 葉山中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:30

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子走幅跳 決勝 9/18 12:05 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組 2組

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

1 3327
サトウ　ナナセ コウセイチュウ

[4.76] 1 2553
シンカイ　ルナ セタチュウ

佐藤　虹星(2) 甲西中 新海　月雫(1) 瀬田中

2 10315
ナカイ　ハルノ タマガワチュウ

[3.83] 2 8901
サイウチ　ユウカ ヤスキタチュウ

中井　晴乃(2) 玉川中 齊内　侑楓(2) 野洲北中

3 2825
ハマベ　ミナミ イチリツモリヤマチュウ

[3.44] 3 3124
オオヤ　ハルカ ヤスチュウ

濱邊　美波(2) 市立守山中 大矢　春花(1) 野洲中

4 348
イワギシ　リオ ウチデチュウ

[3.96] 4 11203
ナカムラ　ハルヒ コウフクカンサイチュウ

岩岸　里桜(2) 打出中 中村　春陽(1) 幸福関西中

5 431
ヤマダ　リナ アワヅチュウ

[4.16] 5 2439
サンタンダ　ミウ マツバラ

[2.74]
山田　凜奈(2) 粟津中 三反田　美羽(1) 松原中

6 2032
カワカミ　レア セイトク

[3.73] 6 6801
ミヤザキ　ミユウ コホクチュウ

[3.30]
川上　稀明(1) 聖徳中 宮崎　美優(2) 湖北中

7 8213
タナカ　カホ コセイチュウ

[4.02] 7 6333
ワキザカ　サエ マイバラチュウ

[3.30]
田中　香帆(1) 湖西中 脇坂　紗依(1) 米原中

8 9424
ヨシオ　ユリ リットウニシチュウ

[4.18] 8 4253
フジサキ　マヒロ ヒノチュウ

吉雄　由莉(2) 栗東西中 藤崎　愛海(1) 日野中

9 9019
ナカイ　サアヤ カラサキチュウ

[3.54] 9 3685
カンダ　リリカ ツチヤマチュウ

中居　紗彩(2) 唐崎中 神田　梨々花(1) 土山中

10 914
ホリウチ　ユア ヒコネミナミチュウ

[3.63] 10 7509
オオコウチ　マヒロ タカホチュウ

[3.22]
堀内　結愛(2) 彦根南中 大河内　麻陽(2) 高穂中

11 3407
オオウラ　ヒナタ ミナクチチュウ

[3.89] 11 7815
カワサキ　アミ イマヅ

大浦　陽咲(1) 水口中 川﨑　亜美(1) 今津中

12 8031
ハヤフジ　ユメ アドガワチュウ

[3.44] 12 4908
カトウ　シオリ ノトガワチュウ

早藤　結萌(1) 安曇川中 加藤　栞(1) 能登川中

13 6005
イガナミ　ユイ ダイトウチュウ

[3.76] 13 4506
オチ　リオナ リュウオウチュウ

[2.93]
伊賀並　柚衣(1) 大東中 越智　理央菜(1) 竜王中

14 4120
ワダ　セリナ チョウオウチュウ

[3.62] 14 5301
チャキ　アゲハ エチチュウ

和田　芹奈(2) 朝桜中 茶木　明華羽(1) 愛知中

15 3868
マスヤマ　クミナ コウナンチュウ

[4.06] 15 9503
セノウ　ミラノ キタオオジチュウ

[2.99]
増山　玖美奈(2) 甲南中 妹尾　みらの(2) 北大路中

16 3901
イワナガ　ナゴミ シガラキチュウ

[3.70] 16 10819
ヤマザキ　チヒロ ミナクチヒガシチュウ

[3.33]
岩永　なごみ(1) 信楽中 山﨑　千尋(2) 水口東中

17 10416
サイトウ　ユメ オオギチュウ

[4.23] 17 9903
カマダ　リオナ ハヤマチュウ

[3.12]
齋藤　夢(2) 仰木中 鎌田　里桜奈(1) 葉山中

18 9375
ヤブウチ　コト シンドウチュウ

[3.78] 18 804
ナカジマ　イサ ヒコネニシチュウ

[3.08]
籔内　心都(2) 新堂中 中嶋　生桜(2) 彦根西中

19 136
シミズ　ココロ ヒヨシチュウ

[3.49] 19 1516
チャタニ　リナ ハチマンチュウ

[2.87]
清水　こころ(2) 日吉中 茶谷　里菜(1) 八幡中

20 9203
カワサキ　ユウリ オイカミチュウ

[4.03] 20 6568
フクイ　ユウナ ソウヨウチュウ

川崎　悠莉(2) 老上中 福居　由菜(1) 双葉中

21 9818
キムラ　ヒヨリ ヒコネチュウオウチュウ

[3.84] 21 8330
マシバ　サナ ヒエイザンチュウ

[2.71]
木村　ひより(2) 彦根中央中 間柴　咲成(1) 比叡山中

22 9602
ムラニシ　ユイコ セタキタチュウ

[4.41] 22 3216
モロト　アヤ チュウズチュウ

[2.85]
村西　結心(2) 瀬田北中 諸頭　文(1) 中主中

23 5826
カワサキ　リン ヒコネチュウ

[3.49] 23 738
ミムラ　ユア ヒコネヒガシチュウ

[3.26]
川﨑　凜(2) 彦根中 三村　侑愛(1) 彦根東中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:12

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子三段跳 決勝 9/18 13:50 

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3327
サトウ　ナナセ コウセイチュウ

[10.01]
佐藤　虹星(2) 甲西中

2 1513
コザワ　ウサ ハチマンチュウ

小澤　侑幸(1) 八幡中

3 9209
ツボタ　アカリ オイカミチュウ

坪田　あかり(2) 老上中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:46

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子砲丸投 [2.72kg] 決勝 9/18 13:10 

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

〈〈 決勝 〉〉

1組

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

1 8908
スズキ　サヤカ ヤスキタチュウ

17 8012
オオヤマ　ミリ アドガワチュウ

[6.13]
鈴木　紗弥香(1) 野洲北中 大山　実哩(2) 安曇川中

2 3420
ヤマモト　コウ ミナクチチュウ

18 4117
クゴウ　アンリ チョウオウチュウ

[6.22]
山元　虹光(1) 水口中 久郷　杏莉(2) 朝桜中

3 3410
ハマダ　ヒナタ ミナクチチュウ

19 3683
イマイ　ユウ ツチヤマチュウ

[6.33]
濱田　陽向(1) 水口中 今井　悠羽(1) 土山中

4 3305
フクシマ　フウカ コウセイチュウ

20 10011
ハナザキ　クルミ マノチュウ

[6.35]
福島　楓香(1) 甲西中 花﨑　胡桃(2) 真野中

5 9231
フジイ　ミオ オイカミチュウ

21 349
コバヤシ　ユズハ ウチデチュウ

[6.36]
藤井　未央(2) 老上中 小林　悠珠羽(2) 打出中

6 4251
ミナミ　シズク ヒノチュウ

22 7814
オオムラ　リオ イマヅ

[6.50]
南　雫月(1) 日野中 大村　理央(1) 今津中

7 353
ハラ　オアイ ウチデチュウ

23 2436
フルカワ　サト マツバラ

[6.68]
原　あおい(1) 打出中 古川　桜都(2) 松原中

8 2831
タムラ　ヒマリ イチリツモリヤマチュウ

[4.66] 24 1902
ヤマダ　レイア タマゾノチュウ

[6.71]
田村　陽麻里(1) 市立守山中 山田　怜亜(2) 玉園中

9 7510
カツラダ　モミジ タカホチュウ

[4.91] 25 3328
ヤマダ　イトハ コウセイチュウ

[6.87]
桂田　椛(2) 高穂中 山田　愛葉(2) 甲西中

10 8008
オオヤマ　ユア アドガワチュウ

[5.20] 26 719
ワダ　アオイ ヒコネヒガシチュウ

[7.04]
大山　侑晏(2) 安曇川中 和田　蒼衣(2) 彦根東中

11 1633
ハナオカ　ヒナ ハチマンヒガシチュウ

[5.45] 27 4250
イチカワ　ミコ ヒノチュウ

[7.25]
花岡　陽菜(1) 八幡東中 市川　美心(1) 日野中

12 9817
オノ　レイラ ヒコネチュウオウチュウ

[5.46] 28 9902
オガワ　スミレ ハヤマチュウ

[7.50]
小野　玲来(2) 彦根中央中 小川　純鈴(1) 葉山中

13 9374
フクシマ　レミナ シンドウチュウ

[5.55] 29 6004
コボリ　アオイ ダイトウチュウ

[7.82]
福嶋　羚海七(2) 新堂中 小堀　葵(1) 大東中

14 2435
ノゾエ　ヒナノ マツバラ

[5.89] 30 8202
カツラダ　モモカ コセイチュウ

[7.99]
野添　ひなの(2) 松原中 桂田　百花(2) 湖西中

15 802
タカハシ　ユヅキ ヒコネニシチュウ

[5.89] 31 3554
カナダ　ルアン シロヤマチュウ

[9.76]
髙橋　優月(2) 彦根西中 金田　琉杏(2) 城山中

16 819
ニシムラ　ユメノ ヒコネニシチュウ

[5.95]
西村　夢乃(1) 彦根西中

リスト出力日時 2022/09/14 14:48:30

第５回滋賀陸協記録会中学の部



エントリーリスト

第５回滋賀陸協記録会中学の部[22253305] 審判長

皇子山総合運動公園陸上競技場[252020] 記録主任

共通女子円盤投 [1.0kg] 決勝 9/18  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

〈〈 決勝 〉〉

1組

Ord. No. 競技者名 所属 資格記録 記録

1 3684
カワカミ　イチカ ツチヤマチュウ

川上　衣央(1) 土山中

2 3420
ヤマモト　コウ ミナクチチュウ

山元　虹光(1) 水口中

3 4255
ニシカワ　ナナミ ヒノチュウ

西川　奈々未(1) 日野中

4 8628
ヘサキ　ユイナ キョウダイシャチュウ

[8.06]
へさき　結菜(2) 兄弟社中

5 7515
オザキ　セナ タカホチュウ

[8.80]
尾﨑　聖奈(1) 高穂中

6 9802
マツヤマ　ココ ヒコネチュウオウチュウ

[10.56]
松山　心(2) 彦根中央中

7 3881
ヒゾノ　セイナ コウナンチュウ

[10.59]
樋園　星那(1) 甲南中

8 5914
タニダ　アヤカ カシワバラチュウ

[11.95]
谷田　絢香(2) 柏原中

9 4508
クノ　サヤカ リュウオウチュウ

[12.09]
久野　紗弥香(2) 竜王中

10 1712
スギモト　ユキネ ハチマンニシチュウ

[13.60]
杉本　倖寧(2) 八幡西中

11 2432
サトウ　カスミ マツバラ

[14.89]
佐藤　かすみ(2) 松原中

12 353
ハラ　オアイ ウチデチュウ

[14.96]
原　あおい(1) 打出中

13 724
ワタナベ　ミクル ヒコネヒガシチュウ

[15.15]
渡辺　実来(1) 彦根東中

14 8011
マツミ　モエハ アドガワチュウ

[15.29]
松見　萌葉(2) 安曇川中

15 10715
カワキタ　ハナ ケンリツモリヤマチュウ

[15.84]
川北　蓮夏(1) 県立守山中

16 9902
オガワ　スミレ ハヤマチュウ

[16.00]
小川　純鈴(1) 葉山中

17 2827
ウエニシ　カナミ イチリツモリヤマチュウ

[18.90]
植西　叶望(1) 市立守山中

18 6003
ハヤシ　カリン ダイトウチュウ

[19.12]
林　花梨(1) 大東中

19 6560
キタニ　リオ ソウヨウチュウ

[21.97]
木谷　莉緒(2) 双葉中

20 3328
ヤマダ　イトハ コウセイチュウ

[23.88]
山田　愛葉(2) 甲西中

21 6557
タニムラ　ユイ ソウヨウチュウ

[28.01]
谷村　結彩(3) 双葉中

リスト出力日時 2022/09/14 14:47:13

第５回滋賀陸協記録会中学の部


