
2018,10,7（日）

風　力 記　録 氏　名 所　属 風　力 記　録 氏　名 所属 風　力 記　録 氏　名 所　属

男子　　100m ＋0.1 12"28 中島　恒貴 城山2 -0.2 11"57 小川　響 草津東

200m ＋0.4 24"21 幸田　稔也 信楽3 +0.2 22"37 野崎龍海 石山

400m 55"74 田中　颯 信楽3 51"38 三木　諭 石山

800m 2'34"80 平田　碧 甲南1 2'05"75 三木　諭 石山

1500m 4'39"63 平尾　山士 城山3 5'15"23 浅野　冬弥 甲南 5'29"95 山本　和幸
滋賀

マスターズＡＣ
中学　　･高校一般

3000m･5000m

110mH -1.0 17"40 中江　悠斗 水口2 -0.2 16"58 橘　周平 彦根翔西館

4×100mR 50"24 西村　中江　上村　今岡 水口Ａ

走高跳 1m85 大川　海翔 彦根翔西館

走幅跳 －0.2 6m25 幸田　稔也 信楽3 +2.1 6m41 真田　一輝 草津東

三段跳 11m13 今岡　暖 水口2 11ｍ94 広瀬　大晃 彦根翔西館

砲丸投 6m52 田中　歩夢 甲南2

円盤投 16m72 藤原　孝充 信楽2

やり投

女子　　100m -0.9 12"49 奥野　由萌 水口3 -0.1 13"60 三ヶ月　紀夏 草津東

200m +1.4 28"20 山田　遥花 城山2

400m

800m 2'45"42 生信　優羽 城山1

1500m 4'50"09 石田　遥花 水口3

3000m 10'45"30 山本　莉瑳 城山3 11'12"57 菊田　陽世 草津東

100mH -0.1 18"89 山田　真有佳 城山2 +0.1 17"42 西村　瑠夏 彦根翔西館

4×100mR 53"01 山口　中村　本庄　山田 城山A

走高跳 1m35 西村　彩乃 水口2 1m55 岸　真尋 近江

走幅跳 4m89 辻　杏樹 土山2

三段跳 10ｍ77 三ヶ月　紀夏 草津東

砲丸投 10m13 今井　彩智 土山2

円盤投 18m43 小倉　愛羽 土山2

やり投

会場：甲賀市陸上競技場

種　目
中学校 高等学校 一　般

9'33"00 伴　遼典 水口3
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2018.10.6（土） 会場：甲賀市陸上競技場

◆小学生の部

風力 記　録 氏　名 所属

男子　　　60m -3.7 10"09 國松　滉 ウインドラン陸上クラブ

100m6年 -1.8 13"48 西川　大貴 栗東陸上教室

100m5年 -1.5 14"64 北村　成悠 びわこRUNNERSクラブ

100m4年 -1.2 15"34 岩崎　航大 びわこRUNNERSクラブ

1000m6年 3'18"36 奥村　一颯 びわこRUNNERSクラブ

1000m5年 3'32"08 井上　絢仁 びわこRUNNERSクラブ

1000m4年 3'36"87大会新 大久保　翔平 はーと貴生川スポーツクラブ

1000m3年 4'03"91 木村　勇歩 はーと貴生川スポーツクラブ

80mH6年 -0.3 13"70 深尾　俐瑠紀 栗東陸上教室

80mH5年 -0.1 16"51 酒井　照久 ウインドラン陸上クラブ

4×100mR 52"74大会新 粂川　深尾　村上　西川 栗東陸上教室　A

走高跳6年 1m20 山中　陽生 はーと貴生川スポーツクラブ

走高跳5年

走幅跳6年 4m57 西川　大貴 栗東陸上教室

走幅跳5年 3m69 園田　涼太郎 びわこRUNNERSクラブ

走幅跳4年 3m40 田口　淳志 ウインドラン陸上クラブ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投6年 38ｍ95 富田　庵 BANBAN陸上

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投5年 32ｍ45 西野　佑飛 綾野小

女子　　　60m -1.8 10"16 嵩谷　真央 アスリートキッズ

100m6年 -2.3 14"25 高橋　里亜 びわこRUNNERSクラブ

100m5年 -1.7 14"53 山本　百慧 京都ジュニア

100m4年 +0.0 16"13 西岡　愛稀 京都ジュニア

1000m6年 3'20"31 森谷　心美 栗東陸上教室

1000m5年 3'39"97 久保　日真莉 栗東陸上教室

1000m4年 3'46"58 渡邊　柚安 はーと貴生川スポーツクラブ

1000m3年 3'55"74大会新 嵩谷　真央 アスリートキッズ

80mH6年 +1.1 14"56 茂木　樹希 京都ジュニア

80mH5年 -0.5 16"40 下村　奈々華 はーと貴生川スポーツクラブ

4×100mR 55"46大会新 びわこRUNNERSクラブ　A

走高跳6年 1ｍ20 三原　理央 栗東陸上教室

走高跳5年 1ｍ15 片矢　結菜 ウインドラン陸上クラブ

走幅跳6年 3ｍ91 作田　優奈 栗東陸上教室

走幅跳5年 3m59 今村　瑠々奈 草津JAC

走幅跳4年 3m13 飛川　莉凛 草津JAC

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投6年 20m66 鷲田　美月 栗東陸上教室

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投5年 33ｍ33大会新 辻野　萌音 京都ジュニア
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種　目
小学生



2017.10.6（土）

風力
記録

M　　Ｍ70　　　 
100ｍ 15"91
M　　Ｍ45　　 
100ｍ 14"24
M　　Ｍ70　　 大会記録
200ｍ 34"10
M　　Ｍ70　　 大会記録
400ｍ 1'23"68
M　　Ｍ65　　 
800ｍ 2'52"34
M　　Ｍ40　　 大会記録
800ｍ 2'23"92
M　　Ｍ60　　　 
1500ｍ 5'06"15
M　　Ｍ45　　　 大会記録
1500ｍ 4'58"45
M　　Ｍ40　　　 
1500ｍ 5'05"99
M　　Ｍ65　　　 
3000ｍ 12'25"26
M　　Ｍ60　　　 大会記録
5000ｍ 18'46"30
M　　Ｍ45　　　 
5000ｍ 18'24"69
M　　Ｍ40　　　 
5000ｍ 19'32"24
M　　Ｍ40　　　　　 大会記録
やり投げ 44ｍ47

≪女子≫

風力
記録

M　　 W45　　 大会記録
800ｍ 2'36"89
Ｍ　 W45
1500m 5'16"89
M　 W60　　　 
3000ｍ 13'25"75
M　 W40　　　 大会記録
3000ｍ 13'08"26

所　属

森口　芳茂 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

曽野 政男 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

岩瀬　恵一
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種　目 氏　名 所　属

伊神　佐登美

会場：甲賀市陸上競技場

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

森口　芳茂 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

≪男子≫

種　目 氏　名

◆マスターズの部

柏木　貴子

岩瀬　恵一

井手橋　保

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

太田　君子 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ伊神　佐登美

森口　芳茂 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

小原　孝則 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

井手橋　保 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

井上　和春 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

木村　英二 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

中島　洋 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

木村　英二 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞ

井手橋　保


