
順位 競技名 種　別 種　　目 所　　属 得点
水泳（競泳） 成年女子 200ｍ個人メドレー 大橋　悠依 東洋大学 8.0
ライフル射撃 少年女子 BP40JW 田畑　実菜 水口高校 8.0
ボート 成年男子 ダブルスカル 福井　康 石田　尚也 東レ滋賀 24.0

髙木　進一 吉川　貴史 堀谷　広大 久保　良太 米原市役所・天理大学・夏原工業（株）・（株）TKX

瀧上　諒大 瀧澤　隆介 亀崎　信一 堀江　穣士 天理大学・夏原工業（株）・聖泉大学・JA共済

森　海斗 山水　翼瑳 森　城斗 畑野　修平 （株）森音・天理大学・夏原工業（株）・立命館大学

杉山　惇士 金藤　直人 立命館大学・天理大学

レスリング 成年男子 フリースタイル97kg級 園田　平 拓殖大学 8.0
レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル130kg級 園田　新 拓殖大学 8.0
馬術 少年 標準障害飛越 松若　流星 水口高校 7.0
テニス 少年男子 清水　悠太 清水　奎吾 西宮甲英学院・光泉高校 21.0
ボート 成年女子 ダブルスカル 藤井　香菜 高野　晃帆 立命館大学 21.0
カヌー 少年男子 スプリントカヤックペア500m 藤井　隆史 遠藤　環太 比叡山高校・堅田高校 21.0
アーチェリー 成年男子 尾﨑　寛人 山本　雅也 杉本　翔太 滋賀建機（株）・近畿大学・（株）クラブハリエ 21.0
レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル59kg級 北岡　佑介 日本体育大学 7.0

峯村　沙紀 田代　佳奈美 木村　美里 堀川　真理

大野　果歩 野村　明日香 杉原　若葉 林　有紀奈

白井　美沙紀 中川　有美 中田　紫乃 中島　未来

ボート 少年女子 ダブルスカル 古川　舞 大城　彩華 大津高校・膳所高校 18.0
カヌー 成年男子 スプリント・カナディアンシングル500m 小梶　孝行 株式会社たねや 6.0
アーチェリー 成年女子 服部　由莉 前野　愛 西野　汐梨 近畿大学・近畿大学・日本体育大学 18.0
レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル75kg級 清水　博之 自衛隊体育学校 5.5
ライフル射撃 少年男子 BP40JM 徳永　大輔 水口高校 5.0
馬術 成年女子 馬場馬術 稲田　朝代 栗東ホース具楽部 5.0
ウエイトリフティング 少年男子 +105kg級スナッチ 中村　夏樹 安曇川高校 5.0
ウエイトリフティング 少年男子 +105kg級クリーン＆ジャーク 中村　夏樹 安曇川高校 5.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックシングル500m 寺岡　良治 八幡商業高校 5.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックペア200m 藤井　隆史 遠藤　環太 比叡山高校・堅田高校 15.0
馬術 少年 スピードアンドハンディネス 名倉　賢人 甲南高校 4.0
トライアスロン 成年男子 杉原　賞紀 流通経済大学 4.0
セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 板庇　雄馬 立命館大学 4.0
馬術 少年 リレー競技 名倉　賢人 松若　流星 甲南高校・水口高校 4.0

中川　蒼生 太田　匡亮 小寺　仁一郎 西堀　基暉

森川　大 山下　翼 児玉　優河 笹木　大聖

清水　拓登 高木　温樹 北村　柊希 山田　匠

瀧澤　亜門

ウエイトリフティング 成年男子 +105kg級クリーン＆ジャーク 髙橋　一平 堅田高校教諭 4.0
馬術 少年 自由演技馬場馬術 松若　流星 水口高校 4.0
陸上 成年女子 棒高跳 我孫子　智美 滋賀レイクスターズ 4.0
ボート 成年男子 シングルスカル 石田　誠 東レ滋賀 4.0
ボート 少年男子 シングルスカル 伊東　英彦 高島高校 4.0
柔道 少年女子 瀧川　萌 西口　楓雪 伊藤　友希 比叡山高校 7.5
アーチェリー 少年男子 濱野　晃 長谷川　颯磨 中嶋　智也 大津商業高校 12.0
水泳（競泳） 少年男子Ａ 清野　涼二 比叡山高校 3.0
水泳（競泳） 少年男子Ｂ 古川　皓基 比叡山高校 3.0
馬術 少年 馬場馬術 名倉　賢人 甲南高校 3.0
馬術 成年男子 国体総合馬術 谷口　真一 水口乗馬クラブ 3.0
馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 稲田　朝代 栗東ホース具楽部 3.0
陸上 成年男子 走幅跳 山川　夏輝 日本大学 3.0
ウエイトリフティング 少年男子 85kg級スナッチ 山本　一翔 堅田高校 3.0
馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 大谷　直生 鷹野運送（株） 3.0

湯浅　凱人 今井　健一朗 鈴木　海勢 小林　　壮

竹内　瑞希 神藤　颯 古田　鴻之介 吉見　光佑

小田　悠斗 信楽　幸大 飯田　詩音 井上　洸希

金井　千太郎 渡邉　匠 渡邉　大納 木村　立希

陸上 少年男子A やり投 神原　翼 大津商業高校 3.0
陸上 少年男子 5000mW 川田　敦斗 滋賀学園高校 3.0
ウエイトリフティング 成年男子 105kg級スナッチ 尾添　勇平 関西大学 2.0
馬術 少年 ダービー 三津谷　篤人 水口東中学校 2.0
陸上 少年男子 円盤投 飛川　龍雅 滋賀学園高校 2.0
陸上 成年女子 ハンマー投 佐伯　珠実 滋賀陸協 2.0
アーチェリー 少年女子 田中　千尋 宮城　遥 西村　かなえ 大津商業高校・大津商業高校・草津東高校 6.0
カヌー 成年男子 スプリント・カナディアンシングル200m 小梶　孝行 株式会社たねや 2.0
ウエイトリフティング 成年男子 105kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 尾添　勇平 関西大学 1.0
馬術 成年男子 馬場馬術 鷹取　央幸 水口乗馬クラブ 1.0
ウエイトリフティング 少年男子 85kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 山本　一翔 堅田高校 1.0
ライフル射撃 少年男子 BRS30JM 小西　翔平 水口高校 1.0

佐藤　誠朗 寺地　祐次郎 今西　皓大 細田　真弘

村田　一真

陸上 成年男子 10000ｍW 菅浪　裕也 びわこ成蹊スポーツ大学 1.0
早川　萌風 澤井　成美 高見　知里 金綱　しおり 膳所高校

今若　栞 八幡商業高校

カヌー 成年女子 スプリント・カヤックシングル500m 東出　千穂 関西学院大学 1.0
合計 488.0競技得点合計　８８８．０点（冬季大会　４５点　・　本国体　８４３点）
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ホッケー 少年男子

ボート 少年女子 舵手付きクォドルプル

アイスホッケー 少年男子
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バレーボール 成年女子 30.0東レアローズ

成年男子ホッケー 64.0

5.0

伊吹高校

体操 少年男子 競技 栗東高校 5.0

20.0

15.0光泉高校


