
大会名 決勝記録一覧表 期日  2012年7月23日 場所  皇子山総合運動公園陸上競技場

日付 種目

7月23日 100m  11.05 木村　文弥(3)  11.12 山尾　準(3)  11.19 西村　顕志(2)  11.28 藤岡　良輔(3)  11.33 入江　優太(2)  11.37 江畑　保弘(2)  11.43 早藤　龍翔(1)  11.45 丸山　晋弘(2)
+0.3 長浜 甲西 虎姫 八幡工 八幡 彦根翔陽 高島 能登川

7月23日 200m  22.13 松村　翔(3)  22.33 木下　智裕(3)  22.59 岡野　慎也(2)  22.80 望月　彰人(2)  22.93 黒丸　智弘(2)  22.97 河邊　泰典(2)  23.03 岸本　貴司(2)  23.18 金田　憲也(1)
+1.0 大津商 八日市 河瀬 瀬田工 彦根工 立命館守山 滋賀学園 近江

7月23日 400m  48.51 秋田　圭登(3)  49.38 堀池　航洋(2)  49.94 前田　直哉(3)  50.01 木村　司馬(3)  51.35 植田　裕介(2)  51.42 原田　幹大(2)  51.97 鎌田　大飛(3)  53.43 菊井　諒(2)
草津東 大津 水口東 東大津 八幡商 大津商 玉川 膳所

7月23日 800m  1:59.44 稲毛　良(3)  2:00.82 三上　純(3)  2:01.20 宮本　雄也(2)  2:02.43 鹿嶋　剛人(3)  2:03.41 西村　勇人(3)  2:03.43 中貝　壮太(2)  2:03.98 藤本　一希(2)
河瀬 草津東 長浜 玉川 堅田 米原 彦根東

7月23日 1500m  4:07.82 田邊　一輝(3)  4:10.19 松井　政洋(2)  4:16.03 髙岡　崚(2)  4:17.40 八田　大貴(3)  4:18.39 藤井　駿(2)  4:22.22 川村　悠太(2)  4:23.77 木村　雄一郎(2)  4:25.26 竹元　怜矢(3)
滋賀学園 草津東 水口 高島 水口東 彦根東 河瀬 玉川

7月23日 5000m  15:34.02 立花　大和(3)  15:36.47 塩津　壱成(2)  15:39.92 辻　裕介(3)  15:46.80 坂口　拓男(1)  15:50.95 鎌田　広海(2)  16:05.32 白石　竜太郎(2)  16:06.93 倉田　佳朋(2)  16:28.55 太田　叡(2)
高島 米原 玉川 滋賀学園 草津東 比叡山 八日市 河瀬

7月23日 110mH  15.08 大西　佑希(3)  15.23 山田　光治朗(3)  15.89 野村　賢也(2)  16.12 八木　孝憲(2)  16.58 中島　雄二(1)  16.63 森本　悠貴(2)  16.71 島田　悠暉(1)  16.98 玉井　達也(1)
+0.5 水口東 東大津 大津商 膳所 彦根翔陽 滋賀学園 八幡 水口

7月23日 400mH  54.77 押谷　真鈴(3)  55.28 中山　諒(2)  57.41 内田　真治(3)  57.73 田畑　雄飛(2)  57.94 松本　昴樹(3)  59.07 川島　大明(3)  1:01.83 野口　寛(3)
虎姫 石部 大津商 水口東 瀬田工 玉川 甲西

7月23日 3000mSC  9:35.47 東山　知弘(3)  9:46.81 楠木　太一(2)  9:47.08 沼田　大輝(3)  10:03.41 西村　聡(3)  10:15.88 中川　岳士(2)  10:16.14 河村　敦人(3)  10:20.41 中村　泰崇(3)  10:27.15 立川　凌輔(2)
高島 北大津 東大津 立命館守山 彦根東 滋賀学園 八幡工 玉川

7月23日 5000mW  22:07.10 木村　宏輝(3)  25:37.42 大東　優太(2)  26:21.32 福島　輝也(3)  26:23.99 矢田　朋之(2)  27:02.58 木村　貴紀(2)  27:28.13 辻　啓太(2)  27:37.33 大橋　宣央(2)  29:44.24 東　周平(2)
大会新 草津東 八幡商 東大津 彦根東 滋賀学園 八日市 米原 膳所

7月23日 4x100mR  42.06 大津商  42.96 水口東  43.11 八日市  43.43 甲西  43.83 伊吹  43.88 八幡工  44.11 石山
大会新 寺本　裕太(3) 木下　至昂(2) 辻川　昂輝(2) 上田　峻也(3) 吉田　司(2) 入口　拓也(3) 小林　祐樹(1)

池上　英徳(1) 大西　佑希(3) 木下　智裕(3) 山尾　準(3) 宮川　拓巳(1) 合田　尚平(2) 田中　修平(2)
下尾　育実(2) 山本　翔太(3) 北川　和樹(3) 野口　慶(3) 岸田　新大(1) 藤岡　良輔(3) 河野　樹(1)
松村　翔(3) 前田　直哉(3) 木下　満裕(3) 野口　寛(3) 岩﨑　優佑(1) 荒木　友博(3) 尾賀　亮太(2)

7月23日 走高跳  1.91 吉益　正法(3)  1.91 西村　一輝(2)  1.80 荻野　海翔(1)  1.80 久保田　晃(1)  1.75 山本　翔大(1)  1.75 平野　壮太(1)  1.70 深井　光(1)  1.65 佐藤　彰一郎(3)

甲西 国際情報 彦根西 高島 伊吹 守山 河瀬 信楽
7月23日 棒高跳  4.40 澤　薫(2)  4.30 松澤　勝治(1)  4.00 山本　結右(2)

膳所 近江 水口
7月23日 走幅跳  6.59 (+1.0) 西川　智貴(3)  6.54 (+0.7) 中谷　豪汰(2)  6.40 (+0.1) 土田　悟司(2)  6.31 (+0.4) 山本　翔太(3)  6.25 (+0.8) 鶴口　篤寛(1)  6.25 (+0.3) 岩崎　竜也(2)  6.23 (+0.5) 平松　弘成(3)  6.10 (+0.5) 馬野　雅大(2)

石部 膳所 八幡工 水口東 守山 国際情報 大津商 八幡商
7月23日 三段跳  14.08 (+1.0) 邨川　維(3)  13.84 (+0.3) 新井　大智(3)  13.20 (+0.9) 野矢　翔太(3)  w13.16 (+2.2) 宮田　修平(3)  13.13 (+0.4) 西田　尚暉(2)  13.08 (+0.1) 甲斐田　健(1)  12.88 (+1.1) 二柳　光志(2)  12.88 (+1.4) 山﨑　克浩(1)

大津商 瀬田工 八幡工 八幡 甲西 立命館守山 膳所 長浜農
7月23日 砲丸投  13.80 渡部　卓広(2)  13.23 渡辺　真規(3)  11.22 野呂　健太(2)  11.04 本庄　孝(1)  10.49 馬　志彬(2)  10.40 藤本　裕大(1)  10.00 森野　浩也(1)  9.45 細井　誠貴(2)

大会新 八幡 甲西 大津商 伊吹 綾羽定 石部 米原 八幡工
7月23日 円盤投  44.32 川尻　涼介(2)  37.00 小西　優輝(1)  35.53 松田　直之(3)  34.02 島田　知明(2)  32.40 嶋岡　慧太(2)  31.24 古野　晃大(2)  27.94 伊坂　大治郎(1)  27.14 箕浦　崇人(2)

滋賀学園 大津商 八幡 伊吹 守山 長浜 膳所 八日市
7月23日 ﾊﾝﾏｰ投  59.50 泉　樹仁也(3)  49.27 宝本　眞也(3)  46.12 高橋　太輝(3)  35.81 緒方　孝次(2)  34.75 赤松　佑樹(3)  32.30 渡　優太(2)  26.91 宮本　慎也(2)  21.44 奥野　友尋(1)

大津商 水口東 北大津 八幡 草津東 玉川 甲南高等養護 甲南
7月23日 やり投  58.35 澤　友哉(3)  53.04 西川　司紗(3)  52.21 斎木　優佑(3)  51.97 松浦　輝明(3)  51.65 松井　偉(2)  51.52 鈴木　祥平(3)  47.63 西田　亮也(2)  47.62 近藤　洋平(3)

彦根東 八日市 東大津 八幡 高島 彦根翔陽 膳所 玉川
62点 大津商 42点 水口東 38点 草津東 35点 八幡 33点 滋賀学園 33点 甲西 32点 高島 30点 東大津

34点 草津東 31点 大津商 30点 水口東 25点 滋賀学園 24点 東大津 23点 高島 18点 八日市 18点 玉川

31点 大津商 29点 八幡 21点 膳所 19点 甲西 14点 伊吹 13点 八幡工 12点 水口東 11点 石部

最優秀選手

＜男子＞ ＜女子＞ 記録主任 金　田　知　也 審判長 （トラック） 安　福　　修

男子 ５０校 ５３０人 木村　宏輝（草津東・3） 米田　香澄（膳所・３） 総　　　務 浮　氣　清　司 （フィールド） 西　條　正　典

女子 ４０校 ２８３人 大会新（5000mW） 大会新（400mH）

男子
1位

第６５回滋賀県民体育大会　高校の部
4位 5位2位 3位 6位

参加校数および人数

男子ﾄﾗｯｸ

男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ

男子総合

7位 8位

滋賀県高体連陸上競技専門部・滋賀陸上競技協会



大会名 決勝記録一覧表 期日  2012年7月23日 場所  皇子山総合運動公園陸上競技場

日付 種目

7月23日 100m  12.75 有働　春花(3)  12.76 能芝　七海(3)  13.04 北島　有紗(1)  13.12 鍵弥　綾香(2)  13.31 磯﨑　瑞季(1)  13.33 飯田　桃絵(2)  13.53 野島　彩香(1)  13.67 西村　詩央里(3)

+1.3 大津商 高島 草津東 虎姫 近江 比叡山 水口 八幡
7月23日 200m  24.84 山中　日菜美(1)  26.76 谷口　明日香(2)  27.71 竹俣　早耶香(1)  27.75 中嶋　紗希(1)  28.24 松宮　加奈(1)  28.61 栗田　優美(1)  28.92 武藤　杏香(2)  29.00 古池　知尋(1)

+1.7 大津商 東大津 水口 滋賀短大附属 彦根翔陽 八幡商 立命館守山 石山
7月23日 400m  59.10 和久　華織(2)  59.35 岡崎　麻須佳(2)  59.70 井口　瑛巴(1)  1:00.12 馬場　ほのか(2)  1:01.64 小野　彩花(2)  1:01.95 山本　麻由(2)  1:01.97 木村　ありさ(2)  1:03.96 高橋　実花(2)

長浜北 水口東 大津商 大津 草津東 彦根東 北大津 河瀬
7月23日 800m  2:15.99 堀田　百恵(2)  2:22.09 棚池　穂乃香(1)  2:23.30 藤原　妃奈子(2)  2:28.95 加反　真帆(2)  2:34.87 山本　泉(2)  2:38.14 野口　明日香(1)  2:39.67 荒川　千智(1)  2:43.24 三木　成美(3)

高島 草津東 水口東 比叡山 石部 大津商 膳所 八幡商
7月23日 1500m  4:44.36 足達　美保(2)  4:46.70 古田　夏希(2)  4:51.85 草野　香織(2)  4:54.74 服部　文香(2)  5:04.32 金川　愛望(1)  5:05.40 宮城　ともみ(3)  5:06.52 岡本　麻奈未(1)  5:07.93 鈎　葵(1)

比叡山 高島 草津東 米原 玉川 八幡商 水口東 石部
7月23日 3000m  10:06.65 倉﨑　愛那(1)  10:08.13 西田　愛(3)  10:12.37 岸本　七海(3)  10:34.36 横田　麻里亜(3)  10:52.44 杉山　仁子(2)  10:53.22 上杉　依里子(3)  11:07.23 原田　郁海(2)  11:20.18 中川　早紀(3)

水口東 比叡山 草津東 高島 彦根東 玉川 東大津 八幡商
7月23日 100mH  15.34 清水　美咲(3)  15.88 善積　里多(2)  16.34 中西　麗(1)  16.48 近藤　妃南(1)  16.50 服部　紗英子(2)  16.97 貝澤　理花(2)  17.01 磯山　真子(1)  17.05 南　みづき(2)

+1.4 高島 八幡商 大津商 草津東 東大津 近江兄弟社 長浜 石山
7月23日 400mH  1:02.21 米田　香澄(3)  1:04.19 藤田　理紗子(3)  1:05.34 小野内　温子(2)  1:06.24 岩本　美玖(2)  1:09.30 平井　優紀(1)  1:09.70 池上　怜那(2)  1:11.63 松嶋　結倭(1)  1:14.51 吉里　沙栄(1)

大会新 膳所 水口 玉川 東大津 高島 草津東 大津商 北大津
7月23日 5000mW  26:28.21 小林　陽香(3)  27:37.84 松原　陽子(2)  27:50.27 金沢　祐希(3)  30:54.34 塚本　舞香(2)

大会新 八幡商 大会新 水口東 大会新 玉川 草津東
7月23日 4x100mR  48.88 大津商  50.76 高島  50.95 八幡商  51.15 東大津  51.65 水口  51.74 草津東  51.84 八幡  52.23 膳所

山中　日菜美(1) 提中　萌(1) 善積　里多(2) 東郷　亜都音(2) 前田　くるみ(3) 小野　彩花(2) 小野　史織(3) 谷口　水樹(1)
野口　明日香(1) 吉里　綾華(2) 中川　幼菜(1) 谷口　明日香(2) 藤田　理紗子(3) 北島　有紗(1) 西村　詩央里(3) 佐藤　睦(2)
松田　美咲(2) 渕田　有美(2) 田中　里歩(2) 服部　紗英子(2) 竹俣　早耶香(1) 池上　怜那(2) 青山　紋叶(2) 西脇　慧美(2)
有働　春花(3) 能芝　七海(3) 及川　安希(1) 山邑　真菜(2) 野島　彩香(1) 近藤　妃南(1) 奥居　遥(3) 佐藤　みそら(2)

7月23日 走高跳  1.65 青山　紋叶(2)  1.59 新井　菜央(3)  1.53 石田　光(3)  1.45 橋　涼々香(2)  1.45 寺田　朱里(2)  1.40 大辻　真珠(1)  1.40 平　流奈(1)  1.40 齋藤　麻那(2)
八幡 東大津 大津商 八幡商 滋賀短大附属 彦根翔陽 北大津 立命館守山

 1.40 千藤　穂香(2)
高島

7月23日 走幅跳  5.12 (+0.9) 小野　史織(3)  4.96 (0.0) 北尾　渚(3)  4.96 (+1.2) 奥山　碧(3)  4.91 (+1.2) 柴田　菜々(1)  4.89 (0.0) 渕田　有美(2)  4.81 (+0.4) 笠井　菜々子(3)  4.80 (+1.1) 福井　彩香(1)  4.74 (0.0) 畑　成美(3)
八幡 甲西 水口東 近江 高島 大津商 彦根翔陽 水口

7月23日 砲丸投  11.93 小野　加奈恵(3)  11.63 清水　麻衣(1)  9.86 文野　礼菜(1)  9.72 岡嶋　幸美(2)  9.24 小川　由希子(2)  8.58 青谷　紘子(2)  7.95 前田　くるみ(3)  6.53 西澤　里穂(1)
八幡 滋賀学園 高島 大津商 長浜 東大津 水口 水口東

7月23日 円盤投  39.50 山中　香菜(3)  33.74 横山　菖子(1)  30.64 田中　里美(2)  27.84 山口　栞奈(3)  25.92 藤田　侑里(3)  24.72 奥村　温子(2)  23.88 粕渕　亜利佳(1)  23.58 山川　裕子(1)
滋賀学園 八幡 高島 水口 東大津 近江兄弟社 長浜 彦根西

7月23日 やり投  40.42 梅本　志穂(3)  39.59 山本　のどか(3)  37.75 山根　加帆里(3)  30.94 茂森　友美加(2)  29.82 藤本　沙彩(1)  28.98 川居　結衣子(2)  28.56 吉岡　知里(3)  26.18 角田　優香(1)
水口 八幡商 八幡 長浜 滋賀学園 彦根東 堅田 彦根翔陽

62.5点 高島 55点 大津商 45点 草津東 41点 八幡商 40点 八幡 37点 水口東 37点 東大津 35点 水口

46点 高島 45点 草津東 41点 大津商 30点 水口東 29点 八幡商 23点 比叡山 23点 東大津 19点 水口

37点 八幡 19点 滋賀学園 16.5点 高島 16点 水口 14点 東大津 14点 大津商 12点 八幡商 11点 長浜

大会新記録　　（   ）内は旧記録

男子 5000mW 木村　宏輝(草津東・3) 22分07秒10(22分38秒94) 天候 気温 湿度 風向 風速

4x100mR 大津商 42秒06(42秒32) 晴 26.0℃ 86% 東北東 1.6m/s

寺本　裕太(3) 池上　英徳(1) 下尾　育実(2) 松村　翔(3)

砲丸投 渡部　卓広（八幡・２） 13m80(13m53)

女子 400mH 米田　香澄(膳所・3) 1分02秒21(1分03秒12) 記録主任 金　田　知　也 審判長 （トラック） 安　福　　修
5000mW 小林　陽香(八幡商・3) 26分28秒21(28分28秒69) 総　　　務 浮　氣　清　司 （フィールド） 西　條　正　典

松原　陽子(水口東・2) 27分37秒84(28分28秒69)

金沢　祐希(玉川・3) 27分50秒27(28分28秒69)

女子
1位 2位 3位

第６５回滋賀県民体育大会　高校の部

（7/23）

女子ﾄﾗｯｸ

女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ

12:00現在

6位4位 5位 7位 8位

女子総合

滋賀県高体連陸上競技専門部・滋賀陸上競技協会


