
決勝記録一覧表

日付 種目

丸山　将矢(3) 11.14 (-2.6) 安井　聖真(3) 11.21 (-2.6) 柴田　怜人(2) 11.24 (-2.6) 森田　匠(3) 11.24 (-2.6) 辻田　幸輝(3) 11.26 (-2.6) 前川　優飛(3) 11.28 (-2.6) 細見　昂輝(1) 11.31 (-2.6) 松波　育実(2) 11.38 (-2.6)
近江兄弟社高 彦根翔西館高 草津東高 比叡山高 比叡山高 高島高 守山高 草津東高
横山　大空(3) 21.89 (+0.9) 壹岐　元太(3) 21.95 (+0.9) 前川　優飛(3) 22.08 (+0.9) 丸山　将矢(3) 22.08 (+0.9) 辻堂　悠斗(3) 22.28 (+0.9) 竹　一虎(3) 22.32 (+0.9) 冨田　悠斗(2) 22.35 (+0.9) 谷　智也(2) 22.37 (+0.9)

比叡山高 石部高 高島高 近江兄弟社高 比叡山高 草津東高 比叡山高 草津東高
森本　錬(3) 47.32 竹　一虎(3) 48.81 谷　智也(2) 49.32 中嶋　悠斗(2) 49.88 大野　耀太郎(3) 50.14 青西　勇樹(2) 50.30 東　誠樹(2) 50.49 蓮　陽向(3) 51.60
比叡山高 SHR-GR 草津東高 草津東高 近江兄弟社高 米原高 比叡山高 立命館守山高 光泉カトリック高

半澤　彰基(2) 1:56.34 橋本　陽太(2) 1:57.71 丹治　光太郎(3) 1:59.09 浅沼　紀貴(3) 1:59.58 藪　陸斗(3) 1:59.67 圓句　知也(3) 1:59.90 廣瀬　海人(3) 2:03.63 植坂　岳寛(3) 2:06.06
草津東高 比叡山高 米原高 近江高 比叡山高 草津東高 光泉カトリック高 膳所高

柴田　侑(2) 3:53.85 安原　海晴(2) 3:54.66 半澤　彰基(2) 3:55.84 冨田　悠晟(3) 3:59.07 入江　聖空(3) 4:00.22 藪　陸斗(3) 4:07.11 長瀬　大起(3) 4:11.46 森原　啓太(3) 4:11.94
滋賀学園高 滋賀学園高 草津東高 草津東高 滋賀学園高 比叡山高 比叡山高 彦根翔西館高

安原　海晴(2) 14:59.67 冨田　悠晟(3) 15:09.56 児玉　航洋(2) 15:11.86 松本　雄大(3) 15:14.75 平田　碧(1) 15:17.55 橋本　昊太(1) 15:20.42 茶木　涼介(3) 15:24.32 伴　遼典(3) 15:35.55
滋賀学園高 草津東高 水口東高 草津東高 比叡山高 滋賀学園高 立命館守山高 石部高

井口　大地(3) 14.77 (-0.5) 堤　瑶次(3) 14.83 (-0.5) 吉田　旬(3) 14.92 (-0.5) 林　星空(3) 15.00 (-0.5) 嶋渡　涼太(2) 15.04 (-0.5) 森　大喜(3) 15.34 (-0.5) 東山　結心(2) 15.49 (-0.5) 中江　悠斗(2) 15.58 (-0.5)
米原高 水口東高 草津東高 水口東高 比叡山高 草津東高 石部高 水口東高

森　大喜(3) 53.59 奥村　誠(3) 54.34 大塚　耀斗(2) 54.65 中川　涼介(3) 54.68 古川　健輔(3) 55.93 林　星空(3) 56.42 髙橋　大河(3) 57.55 今井　彩人(2) 59.21
草津東高 膳所高 彦根翔西館高 米原高 比叡山高 水口東高 膳所高 石部高

中野　裕太(3) 9:07.69 田井中　悠成(2) 9:47.51 圓句　知也(3) 9:51.11 風口　奏楽(2) 9:55.76 緒方　智行(3) 9:56.05 古谷　碧惟(3) 10:05.12 山本　朔豊(1) 10:13.08 今井　亮太(2) 10:15.68
滋賀学園高 GR 滋賀学園高 草津東高 石部高 彦根東高 八日市高 滋賀短附高 立命館守山高

髙木　一之進(3) 23:25.65 岡見　悠路(3) 24:24.43 山本　瑛大(2) 24:30.38 高橋　七海(3) 24:56.40 布谷　楽(3) 25:10.70 野島　迅(2) 25:21.28 山本　拓海(3) 26:16.76 村田　侑翼(2) 27:45.06
大津商高 草津東高 水口東高 大津商高 滋賀短附高 彦根工高 彦根翔西館高 草津東高

比叡山高 41.54 草津東高 42.44 彦根翔西館高 42.57 水口東高 42.70 近江兄弟社高 42.97 高島高 43.23 近江高 43.59 米原高 43.93

森本　錬(3) 柴田　怜人(2) 丸山　拓洋(2) 西多　勇気(3) 辻　隆暉(2) 山川　蒼生(3) 福田　拓真(3) 清水　大輔(2)

横山　大空(3) 吉田　旬(3) 横山　颯翼(3) 椎野　敦士(3) 丸山　将矢(3) 福士　晃太(3) 望田　拓杜(3) 木村　快(2)

森田　匠(3) 松波　育実(2) 森　泰成(1) 林　星空(3) 中嶋　悠斗(2) 内田　大貴(2) 滝本　颯太(3) 井口　大地(3)

辻田　幸輝(3) 今堀　峻輔(3) 安井　聖真(3) 髙橋　遼馬(3) 清水　大地(3) 前川　優飛(3) 福尾　圭介(3) 大野　耀太郎(3)

比叡山高 3:16.08 草津東高 3:17.10 石部高 3:17.51 水口東高 3:20.01 立命館守山高 3:20.91 近江兄弟社高 3:21.38 米原高 3:21.45 膳所高 3:21.67

古田　航大(3) 今堀　峻輔(3) 内堀　尚斗(3) 吉長　央行(3) 三永　大輔(2) 國房　義弘(2) 井口　大地(3) 髙橋　大河(3)

青西　勇樹(2) 谷　智也(2) 田中　颯(3) 林　星空(3) 堀　航太朗(2) 丸山　将矢(3) 清水　大輔(2) 髙井　創治(2)

横山　大空(3) 森　大喜(3) 糸数　たつのり(3) 山本　竜也(2) 今在家　直暉(2) 辻　隆暉(2) 中川　涼介(3) 境　龍聖(3)

森本　錬(3) 竹　一虎(3) 壹岐　元太(3) 髙橋　遼馬(3) 東　誠樹(2) 中嶋　悠斗(2) 大野　耀太郎(3) 奥村　誠(3)

古澤　侑也(2) 1.98 別府　涼司(2) 1.88 福谷　苑樹(3) 1.85 湊　誠矢(3) 1.80 中津留　遼人(2) 1.80 加藤　快(3) 1.80 藤村　孔明(2) 1.75
彦根翔西館高 彦根翔西館高 玉川高 守山高 彦根翔西館高 彦根東高 【※近畿出場権獲得】 水口東高

竹端　隼(3) 1.80
草津東高

松尾　祐典(3) 4.00 作田　篤哉(2) 3.90 竹村　樹(3) 3.80 西河　憲史(3) 3.70 雨森　俊典(1) 3.40 柴田　怜人(2) 3.20 中津留　遼人(2) 2.70
近江高 彦根翔西館高 水口高 草津東高 草津東高 草津東高 彦根翔西館高

樋口　正治(3) w6.94 (+2.1) 平井　奏真(3) w6.79 (+2.2) 小林　俊輝(2) 6.71 (+0.1) 山本　慈喜(3) w6.68 (+2.7) 幸田　稔也(3) 6.63 (+1.3) 上野　良太(3) 6.60 (+0.7) 平原　壮真(1) 6.58 (0.0) 物部　賢斗(3) w6.51 (+2.3)
石山高 守山高 草津東高 比叡山高 石部高 長浜北高 彦根翔西館高 比叡山高

須知　矢暉(3) 14.61 (+0.9) 髙島　拓人(3) 14.43 (-0.1) 小畠　諒大(2) w14.39 (+2.1) 清水　大地(3) 13.97 (+0.8) 平井　奏真(3) 13.96 (+0.3) 岩﨑　陽(3) 13.94 (+1.3) 奥村　航貴(2) 13.91 (+1.7) 糸数　たつのり(3) 13.77 (+0.2)
彦根翔西館高 八日市高 草津東高 近江兄弟社高 守山高 膳所高 彦根翔西館高 石部高
寺木　政太朗(3) 13.35 吉岡　暉人(3) 13.34 大西　拓海(2) 13.09 安川　真弘(3) 12.14 八若　航平(3) 12.12 松園　拳真(2) 12.02 横山　海碧(3) 11.65 谷口　知弘(3) 11.59
彦根翔西館高 滋賀学園高 滋賀学園高 彦根翔西館高 米原高 滋賀学園高 水口高 石部高
吉岡　暉人(3) 42.62 谷口　知弘(3) 39.47 谷口　大翔(1) 38.02 矢本　琉揮(3) 37.10 中林　朋大(2) 35.10 吉本　空(2) 34.30 髙田　光陽(2) 33.47 田中　大也(3) 33.05
滋賀学園高 石部高 彦根翔西館高 立命館守山高 滋賀学園高 大津商高 滋賀学園高 大津商高

吉岡　暉人(3) 58.39 松園　拳真(2) 53.48 中林　朋大(2) 49.43 阪本　利恩(3) 46.77 堤　尚史(3) 44.10 清水　愛介(3) 42.56 駒井　達久(3) 41.96 安川　真弘(3) 38.03
滋賀学園高 滋賀学園高 滋賀学園高 大津商高 玉川高 東大津高 石部高 彦根翔西館高

出路　仁斗(3) 56.83 吉川　大洋(2) 54.99 田中　大也(3) 53.81 谷口　大翔(1) 51.77 松田　吉平(3) 49.01 那須　祐介(3) 48.61 谷口　祥(3) 47.14 中村　太河(2) 46.23
八幡高 東大津高 大津商高 彦根翔西館高 東大津高 草津東高 彦根翔西館高 膳所高

西村　理久(2) 4399 吉川　真(1) 4198 伏木　侑風(2) 4173 若松　海里(2) 3876 西村　凌太郎(2) 3851 中村　健太(3) 3700 吉留　利樹(2) 3608 モラエス　カイキ(2) 3449
彦根工高 彦根東高 彦根翔西館高 八日市高 立命館守山高 石部高 草津東高 愛知高
草津東高 134.5点 滋賀学園高 96点 彦根翔西館高 95点 比叡山高 84点 石部高 40点 水口東高 39点 米原高 30点 近江兄弟社高 30点
草津東高 103点 比叡山高 78点 滋賀学園高 45点 水口東高 38点 米原高 26点 近江兄弟社高 25点 彦根翔西館高 22点 石部高 22点

彦根翔西館高 67点 滋賀学園高 51点 草津東高 29.5点 守山高 16点 石部高 15点 大津商高 15点 東大津高 14点 玉川高 10点

GR : 大会新 時刻(12:00) 6/3 6/4 6/5 最優秀選手 記録主任 亀田　徹 総　　　務 澤　知寿
SHR：滋賀県高校新 天候 曇 雨 曇 審判長
w : 追風参考 気温 26℃ 22℃ 23℃ (トラック)　 宮城　博之 (スタート)　 小島　伸彦

湿度 55% 83% 59% (跳　躍)　 浮氣　清司 (投てき)　 小澤　信一
風向 南東 南西 西 (招集所) 長谷川真一郎
風速 1.4m/sec 0.2m/sec 0.9m/sec

吉田　空叶(3)　彦根翔西館高

男子 令和３年度　春季高校総合体育大会　陸上競技［21251001］ 期日　2021年6月3日～6月5日 場所　皇子山総合運動公園陸上競技場［252020］
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決勝記録一覧表

日付 種目
奥野　由萌(3) 12.48 (-4.0) 大森　萌々子(3) 12.78 (-4.0) 前田　光希(2) 12.79 (-4.0) 山口　陽(3) 12.85 (-4.0) 北橋　穂波(2) 12.86 (-4.0) 勝嶌　笑夢(3) 13.04 (-4.0) 佐々木　美祐(2) 13.05 (-4.0) 中村　陽(3) 13.22 (-4.0)
彦根翔西館高 近江兄弟社高 立命館守山高 近江高 立命館守山高 近江兄弟社高 大津商高 虎姫高
奥野　由萌(3) 24.77 (+1.6) 大森　萌々子(3) 25.04 (+1.6) 河内　七菜(2) 26.33 (+1.6) 勝見　実久(2) 26.79 (+1.6) 羽渕　梨瑚(2) 26.85 (+1.6) 仁賀　結菜(2) 26.90 (+1.6) 中島　咲弥花(2) 26.92 (+1.6) 中嶋　華代(3) 27.14 (+1.6)
彦根翔西館高 近江兄弟社高 近江兄弟社高 彦根翔西館高 彦根翔西館高 近江高 立命館守山高 草津東高
中島　咲弥花(2) 58.40 西田　有里(1) 58.43 中谷　心愛(3) 58.67 中嶋　華代(3) 59.13 千田　真瑚(3) 59.17 中江　莉子(3) 59.36 福林　愛理(2) 1:00.15 古野　うらら(3) 1:00.38
立命館守山高 草津東高 彦根東高 草津東高 彦根東高 草津東高 石部高 彦根翔西館高
西田　有里(1) 2:14.40 佐山　早矢(3) 2:22.76 直井　咲良(2) 2:22.83 眞田　桃花(3) 2:23.09 西田　深結(3) 2:23.56 綾部　仁子(3) 2:24.12 小倉　優羽(2) 2:26.30 松田　みはる(3) 2:27.51

草津東高 比叡山高 立命館守山高 八日市高 守山高 虎姫高 守山高 玉川高
荒田　悠良(2) 4:38.58 松田　彩奈(2) 4:43.59 善利　なつめ(3) 4:43.61 井上　心(3) 4:44.36 高木　明里(2) 4:44.79 石田　遥花(3) 4:46.17 福山　明希(3) 4:56.38 直井　咲良(2) 4:57.41

比叡山高 比叡山高 滋賀学園高 滋賀学園高 立命館守山高 比叡山高 水口東高 立命館守山高
荒田　悠良(2) 10:02.39 山本　莉瑳(3) 10:08.90 石田　遥花(3) 10:11.42 井上　心(3) 10:15.38 石田　さつき(2) 10:16.24 高木　明里(2) 10:16.47 福山　明希(3) 10:25.33 善利　なつめ(3) 10:29.28

比叡山高 草津東高 比叡山高 滋賀学園高 大津商高 立命館守山高 水口東高 滋賀学園高
前田　光希(2) 14.52 (-1.9) 石田　知穂(3) 14.54 (-1.9) 北村　舞奈(3) 15.33 (-1.9) 吉田　空叶(3) 15.34 (-1.9) 宮田　杏衣(2) 15.74 (-1.9) 福谷　羽奏(3) 16.21 (-1.9) 森　菜乃香(3) 17.05 (-1.9) 遠藤　渚菜(2) 17.49 (-1.9)
立命館守山高 草津東高 米原高 彦根翔西館高 草津東高 草津東高 膳所高 立命館守山高
石田　知穂(3) 1:02.75 馬場　そら(3) 1:04.73 福谷　羽奏(3) 1:04.97 平岡　満里奈(2) 1:08.65 安齋　来花(2) 1:09.27 三谷　柚葉(2) 1:09.68 川﨑　彩葉(2) 1:10.64 芦田　凜々子(2) 1:11.17

草津東高 草津東高 草津東高 長浜北星高 八幡商高 安曇川高 彦根翔西館高 立命館守山高
石田　さつき(2) 23:27.88 青谷　紗希(3) 23:34.73 水谷　夏綺(2) 24:56.78 中部　遥(3) 25:22.77 牛尾　埜亜(1) 29:26.34 幸地　宥佳(3) 30:09.77 松田　栞奈(2) 30:33.17 田中　希来々(3) 31:41.75

大津商高 GR 守山高 GR 彦根翔西館高 滋賀学園高 大津商高 水口東高 水口東高 堅田高
近江兄弟社高 48.36 大津商高 49.05 彦根翔西館高 49.32 近江高 49.51 草津東高 49.61 彦根東高 49.63 虎姫高 51.08 比叡山高 52.08

甲斐　南乃美(3) 山田　瑠捺(2) 神田　彩香(1) 北川　愉菜(3) 宮田　杏衣(2) 三橋　奈歩(3) 野村　遥香(3) 中川　歩実(3)
大森　萌々子(3) 佐々木　美祐(2) 奥野　由萌(3) 山口　陽(3) 西田　有里(1) 千田　真瑚(3) 赤尾　友美佳(3) 米田　さやか(3)

河内　七菜(2) 鶴谷　凜(2) 木下　凛(1) 芝　千紗希(3) 野寄　七菜子(2) 福原　恵実(2) 中村　陽(3) 藪上　紗月(2)
勝嶌　笑夢(3) 小松　千紗(2) 羽渕　梨瑚(2) 仁賀　結菜(2) 石田　知穂(3) 中谷　心愛(3) 綾部　仁子(3) 日笠　瑞希(3)
立命館守山高 3:54.93 彦根東高 4:02.92 大津商高 4:04.21 草津東高 4:07.36 彦根翔西館高 4:07.85 石部高 4:11.75 近江兄弟社高 4:13.73 守山高 4:23.96
中島　咲弥花(2) 千田　真瑚(3) 佐々木　美祐(2) 野寄　七菜子(2) 古野　うらら(3) 福林　愛理(2) 秋田　実怜(2) 北川　優月(3)
前田　光希(2) 福原　恵実(2) 鶴谷　凜(2) 石田　知穂(3) 勝見　実久(2) 吉田　萌杏(2) 富澤　知咲(2) 西田　深結(3)
伊藤　真優(2) 三橋　奈歩(3) 小松　千紗(2) 中江　莉子(3) 髙橋　優空(1) 奥村　日菜美(3) 西田　深保(2) 小井　みなみ(2)

片桐　美波(3) 中谷　心愛(3) 井上　未来(2) 西田　有里(1) 吉田　空叶(3) 髙井　瑞華(2) 森本　杏麗(3) 小倉　優羽(2)
小野　心鈴(1) 1.62 喜多見　桜姫(3) 1.62 西村　藍(2) 1.53 目片　美知子(2) 1.53 内田　佳苗(2) 1.50 西村　彩乃(2) 1.47 伊勢谷　可奈(3) 1.47 石川　優空(1) 1.44

大津商高 大津商高 彦根翔西館高 水口高 石部高 水口東高 水口高 草津東高
表川　ほほみ(3) 3.20 青木　菜々美(2) 3.10 浦瀬　莉菜(2) 3.00 丹羽　恵利花(3) 2.90 北村　笑叶(3) 2.90 石割　佑奈(3) 2.80 岸田　紗帆(3) 2.40

草津東高 彦根翔西館高 草津東高 水口高 水口高 彦根翔西館高 近江高
井上　茉風(3) 2.40
水口高

芝　千紗希(3) 5.25 (+1.2) 木田　如月(1) 5.06 (+0.4) 吉田　萌杏(2) 4.99 (+0.8) 福原　恵実(2) 4.90 (0.0) 辻　杏樹(2) 4.89 (+1.0) 石田　真依花(3) 4.85 (+0.9) 茂森　巴月(3) 4.84 (+0.2) 森　菜乃香(3) 4.76 (+0.6)
近江高 水口東高 石部高 彦根東高 草津東高 石山高 大津商高 膳所高

芝　千紗希(3) w11.99 (+2.5) 片桐　美波(3) 11.15 (+1.1) 吉田　萌杏(2) 11.10 (+1.9) 西村　彩乃(2) 10.81 (+0.4) 安井　咲貴(1) w10.77 (+2.8) 茂森　巴月(3) 10.30 (+1.6) 白波瀬　優音(3) 10.22 (+1.5) 表川　ほほみ(3) 10.18 (+1.1)
近江高 立命館守山高 石部高 水口東高 彦根翔西館高 大津商高 守山高 草津東高

山口　琴羽(3) 10.55 岡澤　芙美(3) 9.94 寒出　陽菜(2) 9.92 坂下　寿栄子(3) 9.51 今井　彩智(2) 9.47 大山　遼(3) 8.99 野瀬　有菜(3) 8.84 角井　ちひろ(2) 8.61
近江高 彦根翔西館高 大津商高 守山北高 水口高 彦根東高 八日市高 近江兄弟社高

清水　麻理(3) 33.96 津田　桃果(3) 30.08 小泉　明日香(2) 26.70 野田　彩名(3) 26.06 平井　羽菜(2) 26.02 大森　菜都(3) 25.95 真貝　妃那凛(1) 24.67 沖　千裕(2) 24.18
愛知高 大津商高 彦根翔西館高 石部高 比叡山高 滋賀短附高 彦根翔西館高 大津高

福田　理湖(3) 39.68 林　萌恵(2) 37.02 福本　恵実(3) 36.26 佐々木　ほのか(3) 35.49 岡澤　芙美(3) 35.09 辰野　真末(2) 34.78 小倉　茜衣(3) 30.23 清水　麻理(3) 29.22
草津東高 滋賀学園高 水口東高 大津商高 彦根翔西館高 草津東高 膳所高 愛知高

山本　杏月(3) 41.98 吉田　遥香(3) 39.87 寒出　陽菜(2) 36.40 三橋　奈歩(3) 36.10 津田　桃果(3) 36.05 木村　遥花(3) 35.74 岡澤　芙美(3) 34.63 稲留　愛里(2) 33.63
彦根翔西館高 草津東高 大津商高 彦根東高 大津商高 彦根東高 彦根翔西館高 伊吹高
吉田　空叶(3) 4517 北村　茉璃彩(3) 3831 石川　優空(1) 3684 前田　唯花(3) 3318 西村　美波(1) 2717 荒木　まどか(1) 2510
彦根翔西館高 SHR-GR 米原高 草津東高 草津東高 大津商高 彦根翔西館高

草津東高 124点 彦根翔西館高 109点 大津商高 83点 立命館守山高 59点 比叡山高 44点 近江高 38.5点 彦根東高 36点 近江兄弟社高 34点
草津東高 75点 立命館守山高 52点 彦根翔西館高 49点 比叡山高 40点 近江兄弟社高 33点 大津商高 31点 滋賀学園高 22点 彦根東高 20点

彦根翔西館高 49点 大津商高 48点 草津東高 38点 近江高 25.5点 水口高 21.5点 水口東高 21点 石部高 21点 彦根東高 16点
GR : 大会新 大会新記録 男子 女子 記録主任 亀田　徹 総　　務 澤　知寿
w : 追風参考　　（   ）内は旧記録 (47"55)県 5000mW 23'27"88 （23'43"00) 石田　さつき(2) 大津商高 審判長

(47"81)大 5000mW 23'34"73 （23'43"00) 青谷　紗希(3) 守山高 (トラック)　 宮城　博之 (スタート)　 小島　伸彦
4×100mR(予) 41"24 (41"29) (4462点)県 (跳　躍)　 浮氣　清司 (投てき)　 小澤　信一
4×100mR(準) 40"91 (41"24) (4281点)大 (招集所) 長谷川真一郎

3000mSC 9'07"69 (9'12"39) 中野　裕太(3) 滋賀学園高

七種競技 4517点 彦根翔西館高吉田　空叶(3)
比叡山高（冨田-横山-森田-辻田）
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令和３年度　春季高校総合体育大会　陸上競技［21251001］ 期日　2021年6月3日～6月5日 場所　皇子山総合運動公園陸上競技場［252020］
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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
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