
大会名 決勝記録一覧表
日付 種目

10月29日 100m  11.06 (+0.7) 中井　準登(2)  11.11 (+0.7) 岡田　真拓(2)  11.16 (+0.7) 井口　七海(2)  11.22 (+0.7) 中村　恭輔(1)  11.23 (+0.7) 上田　成杜(2)  11.30 (+0.7) 土手　幸星(2)  11.37 (+0.7) 成瀨　諒紘(2)  11.41 (+0.7) 白井　宗一郎(1)

石部 高島 近江 近江 立命館守山 光泉 玉川 比叡山

10月28日 200m  21.52 (+0.9) 中井　準登(2)  22.27 (+0.9) 澤　大地(1)  22.55 (+0.9) 瀬河　颯(1)  22.67 (+0.9) 成瀨　諒紘(2)  22.79 (+0.9) 土手　幸星(2)  22.87 (+0.9) 中川　貴仁(1)  22.88 (+0.9) 中川　雄太(2)  23.09 (+0.9) 由田　拓海(1)

石部 草津東 石部 玉川 光泉 伊吹 大津商 草津東

10月27日 400m  50.03 藤井　大輔(2)  50.03 中井　雄介(2)  50.76 大島　実(2)  51.15 山本　龍平(1)  51.78 角田　叶(2)  51.81 後藤　竜之介(2)  51.98 伊吹　友樹(2)  53.58 安藤　瞭(2)

膳所 高島 大津商 大津商 近江 彦根東 河瀬 近江

10月29日 800m  1:58.62 押久保　皓生(2)  2:00.31 湊　優貴(1)  2:01.80 大島　実(2)  2:02.75 川端　風登(2)  2:03.33 山岡　岳斗(2)  2:03.98 山本　龍平(1)  2:04.55 細江　康太(2)  2:08.16 佐倉　寿基(2)

八幡 守山 大津商 八日市 光泉 大津商 虎姫 北大津

10月27日 1500m  4:09.44 竹山　晃平(2)  4:10.42 押久保　皓生(2)  4:11.44 湊　優貴(1)  4:11.88 岩田　直人(1)  4:13.47 山口　僚太(2)  4:18.33 古石　浩太郎(1)  4:19.17 鎌田　飛来(1)  4:21.13 川端　風登(2)

長浜 八幡 守山 滋賀学園 守山 草津東 草津東 八日市

10月29日 5000m  15:39.22 武村　知浩(2)  15:42.98 竹山　晃平(2)  15:50.98 善田　修平(1)  15:52.68 小西　晃矢(2)  15:56.29 山口　僚太(2)  15:57.19 一木　祐希(1)  16:00.15 古石　浩太郎(1)  16:00.33 沼田　龍範(2)

草津東 長浜 滋賀学園 滋賀学園 守山 滋賀学園 草津東 高島

10月27日 110mH  15.49 (+1.1) 川瀬　陽日(2)  15.57 (+1.1) 周防　大樹(2)  15.77 (+1.1) 平塚　天馬(2)  15.79 (+1.1) 梅本　一平(2)  15.97 (+1.1) 澤田　信一郎(1)  16.18 (+1.1) 藤原　祥人(2)  16.22 (+1.1) 谷　慶悟(2)  16.50 (+1.1) 畑中　翔太(2)

草津東 水口東 彦根東 近江 石山 石山 甲西

10月29日 400mH  55.06 川瀬　陽日(2)  55.43 周防　大樹(2)  57.11 堀口　龍生(1)  58.28 竹中　友都(2)  59.27 澤田　信一郎(1)  59.93 梅本　一平(2)  1:00.24 奥本　力輝(2)  1:00.32 三品　諒太(1)

草津東 水口東 近江 近江 瀬田工 近江

10月28日 3000mSC  9:51.73 菊地　将泰朗(1)  10:04.86 谷村　拓哉(2)  10:20.98 片岡　龍也(1)  10:22.25 上田　大貴(1)  10:31.19 上野　将太郎(2)  10:37.73 泉　淳稀(2)  10:57.99 奥田　寛也(1)  11:21.63 奥村　魁(1)

滋賀学園 水口東 滋賀学園 滋賀学園 守山 草津東 彦根東

10月27日 5000mW  21:56.65 滝口　輝一(1)  22:20.05 北脇　惇之介(2)  22:41.38 山内　皓太(2)  23:31.95 岡本　航輝(1)  23:57.86 中澤　泰盛(1)  24:19.16 池内　宏希(2)  24:39.95 若代　雄大(2)  25:45.95 小林　京平(2)

滋賀学園 滋賀学園 草津東 草津東 滋賀学園 水口東 比叡山 水口東

10月28日 4x100mR  42.20 膳所  42.45 草津東  42.66 石部  42.88 比叡山  43.54 水口  43.75 大津商  43.93 米原

濱　圭吾(2) 由田　拓海(1) 奥野　悠稀(2) 白井　宗一郎(1) 石岡　政宗(2) 下尾　青空(2) 西山　航平(2)

向山　理一朗(2) 川瀬　陽日(2) 瀬河　颯(1) 岡本　昇也(2) 鳥元　翔太(2) 北村　大和(2) 細川　祐作(2)

稲田　景太(2) 中塚　陸(2) 中井　準登(2) 中村　菖希(2) 和田　真輝(2) 中井　彪(1) 川﨑　智史(2)

藤井　大輔(2) 澤　大地(1) 松村　峻吾(2) 吉川　湧人(2) 山田　翔大(2) 中川　雄太(2) 池田　和生(1)

10月29日 4x400mR  3:23.31 石部  3:24.59 近江  3:24.92 大津商  3:25.52 草津東  3:26.05 高島  3:28.27 比叡山  3:30.52 玉川  3:31.68 虎姫

奥野　悠稀(2) 角田　叶(2) 中川　雄太(2) 堀居　拓(1) 圓明　聖也(2) 大橋　信之丞(2) 森野　雅貴(2) 畑野　響(2)

瀬河　颯(1) 宮口　龍二(2) 大島　実(2) 川瀬　陽日(2) 中井　雄介(2) 中村　菖希(2) 成瀨　諒紘(2) 児玉　一樹(1)

松村　峻吾(2) 丸山　翔(1) 山本　龍平(1) 中塚　陸(2) 前田　直樹(2) 橋本　泰知(1) 今川　直哉(2) 阿部　和真(1)

中井　準登(2) 安藤　瞭(2) 北村　大和(2) 澤　大地(1) 青谷　佳紀(2) 岡本　昇也(2) 宇都　洸輔(1) 大橋　恵輔(2)

10月28日 走高跳  1.93 野村　優太(2)  1.90 佐藤　龍一(2)  1.87 松平　佑介(1)  1.84 久常　温志(2)  1.81 北中　裕也(1)  1.75 森本　大貴(2)  1.70 渡邊　智由(2)

東大津 伊吹 草津東 大津商 水口 伊吹 守山

 1.70 北村　航希(2)

高島

10月27日 棒高跳  3.90 勝馬　爽太(2)  3.80 北尾　迅(1)  3.70 金岡　功大(1)  3.60 松瀬　亮汰(2)  3.50 中塚　洋夢(1)  3.40 中西　優真(2)  3.30 森岡　郁登(1)

草津東 膳所 草津東 八日市

 3.40 堂山　竜矢(1)

水口

10月27日 走幅跳  w6.79 (+2.4) 細川　祐作(2)  6.70 (+1.7) 堀口　龍生(1)  w6.51 (+3.4) 中河　克樹(2)  6.50 (+1.8) 下尾　青空(2)  6.43 (+0.5) 髙田　翔真(1)  6.37 (+0.7) 福田　龍太(1)  6.35 (+1.8) 近藤　鳳斗(2)  6.31 (0.0) 疋田　拓真(2)

米原 大津商 草津東 石部 長浜 河瀬

10月29日 三段跳  13.90 (+1.0) 藤原　祥人(2)  13.51 (+0.8) 笹岡　優也(1)  w13.46 (+2.1) 井戸本　悠人(1)  w13.41 (+3.3) 福田　龍太(1)  w13.34 (+2.4) 村田　京祐(2)  w13.21 (+3.6) 辻　柊哉(1)  13.10 (+2.0) 早野　裕人(1)  13.01 (+1.2) 北浦　謙吾(1)

石山 石部 石部 近江 近江 水口

10月27日 砲丸投  14.33 中村　涼汰(1)  12.40 飛川　龍雅(2)  11.75 上野　天詩(1)  11.70 奥野　悠稀(2)  11.66 上田　蒼一朗(2)  11.62 土居　玲也(2)  10.94 三田　淳也(1)  10.58 小川　陸(2)

草津東 滋賀学園 滋賀学園 石部 膳所 滋賀学園 草津東 愛知

10月29日 円盤投  47.55 飛川　龍雅(2)  45.17 東　直輝(2)  34.89 中村　涼汰(1)  34.42 上野　天詩(1)  33.61 安岡　大生(1)  31.19 橋本　然(2)  30.88 北田　大貴(1)  30.19 西村　啓利(2)

NGR 滋賀学園 河瀬 草津東 滋賀学園 膳所 水口東 水口

10月27日 ﾊﾝﾏｰ投  43.99 土居　玲也(2)  43.95 羽田　航(2)  43.73 安積　大(2)  42.48 中島　儀樹(2)  38.29 北川　椋太(1)  36.41 西村　武留(2)  36.12 中林　岳大(1)  31.33 平尾　響(1)

滋賀学園 八幡 東大津 八幡 水口東 八幡 大津商

10月28日 やり投  54.30 池松　利哉(2)  53.47 寺田　崇大(2)  52.83 國友　豪生(2)  52.39 奥村　晃忠(1)  50.48 高橋　秀徳(2)  49.42 山根　光貴(2)  49.02 西村　正迪(2)  48.11 水野　颯太(2)

国際情報 高島 高島 八幡 彦根東 長浜北星 米原 八幡

104点 草津東 94点 滋賀学園 56点 石部 47点 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館 43点 近江 42点 大津商 35点 八幡 33.5点 高島

65点 草津東 57点 滋賀学園 37点 近江 36点 石部 31点 大津商 25点 水口東 25点 守山 19点 高島

39点 草津東 39点 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館 37点 滋賀学園 20点 石部 20点 八幡 14.5点 高島 14点 東大津 14点 膳所

NGR：大会新

最優秀選手 記録主任 松　井　真　也 （トラック） 小　澤　信　一
参加校数および人数 ＜男子＞ ＜女子＞ 総　　　務 小　寺　善　正 審判長 （跳　躍） 浮　氣　清　司
男子 ５６校 ６６６人 飛川　龍雅(滋賀学園・２) 下村　日向子(近江兄弟社・１) （投てき） 安　福　　修

女子 ４７校 ３４６人 大会新（円盤投） 大会新（100m・200ｍ）

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

場所  皇子山総合運動公園陸上競技場

7位 8位6位

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

期日  2016年10月27日～10月29日

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

男子 滋賀県高等学校陸上競技秋季高校総体

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

男子ﾄﾗｯｸ

男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ

男子総合

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館 彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

1位 4位2位 3位

長浜北・(新校)長浜北

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

長浜北・(新校)長浜北

5位

彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館彦根西・彦根翔陽・彦根翔西館

滋賀県高体連陸上競技専門部・一般財団法人滋賀陸上競技協会


