
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
水泳（競泳） 成年女子 100ｍ自由形 大橋　悠依 東洋大学 8.0
ボート 少年男子 ダブルスカル 島田　隼輔 野々下　凌央 瀬田工業高校 24.0
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
陸上 成年女子 棒高跳 我孫子　智美 （公財）滋賀レイクスターズ 7.0
銃剣道 少年男子 岡本　有矢 柴田　海斗 田中　真太朗 高島高校・伊吹高校・長浜北星高校 21.0
ライフル射撃 成年女子 １０ｍＰ４０Ｗ 綾戸　真美 （株）國友鉄砲火薬店 7.0
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 （有）かんとりーはーばー 7.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックフォア500m 迫田　寛之 角谷　文太 今西　陸人 遠藤　環太 八幡商業高校・八幡商業高校・堅田高校・堅田高校 21.0
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 ＡＬＳＯＫ 7.0
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
ボート 成年男子 ダブルスカル 青松　載剛 大釋　一揮 東レ滋賀 18.0

田代　佳奈美 木村　美里 大野　果歩 野村　明日香

黒後　愛 杉原　若葉 白井　美沙紀 中川　有美

中田　紫乃 石川　真奈 中島　未来 小川　愛里奈

セーリング 少年女子 レーザーラジアル級 須田　英実子 膳所高校 6.0
自転車 成年男子 ポイントレース 中井　唯晶 京都産業大学 6.0

馬場　未波 藤嶋　涼菜 白川　果歩 重石　華子

安井　聖梨奈 杉山　まれい 江口　裕里 瀧中　美緒

松田　愛実 高岡　佑衣 尾西　未紗 原野　友希

村井　彩乃

福田　大悟 水戸　大生 西岡　大起 山本　健司 比叡山高校

牧本　聡真 近江高校

陸上 少年男子共通 円盤投 飛川　龍雅 滋賀学園高校 5.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックフォア200m 迫田　寛之 角谷　文太 今西　陸人 遠藤　環太 八幡商業高校・八幡商業高校・堅田高校・堅田高校 15.0
水泳（競泳） 少年男子A 100ｍ自由形 古川　皓基 比叡山高校 4.0

寺坂　和満 杉嶋　俊幸 石田　尚也 福田　海人

平井　駿一

ボート 成年女子 ダブルスカル 大西　花歩 大伴　日菜乃 龍谷大学 12.0
バドミントン 成年男子 西川　裕次郎 清水　智彦 藤原　圭祐 法政大学・龍谷大学・法政大学 7.5
バドミントン 少年男子 三宅　将平 谷口　侑弥 吉川　理久 比叡山高校 7.5
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル84kg級 中川　優斗 栗東高校 2.5
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル120kg級 奥村　総太 栗東高校 2.5
レスリング 少年男子 フリースタイル55kg級 小泉　民旺 日野高校 2.5
空手道 成年男子 組手個人軽量級 蜜口　光太 天理大学 2.5
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 4.0
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）たねや 4.0
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）たねや 4.0
カヌー 成年男子 スプリント・カヤックシングル500m 新岡　浩陽 （公財）滋賀レイクスターズ 4.0
カヌー 成年男子 ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ25ｹﾞｰﾄ 奥田　翔悟 琵琶湖中央病院 3.0
水泳（競泳） 成年男子 400ｍ自由形 谷　健友 中京大学 3.0
ウエイトリフティング 成年男子 105kg級クリーン＆ジャーク 尾添　勇平 関西大学 3.0
カヌー 少年男子 スプリントカヤックペア500m 西村　拓朗 久保　湧太 八幡商業高校 3.0
ライフル射撃 成年男子 １０ｍＳ６０Ｍ 岩崎　貴文 （公財）滋賀県体育協会 3.0
カヌー 成年男子 ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ15ｹﾞｰﾄ 奥田　翔悟 琵琶湖中央病院 2.0

阿部　斗司也 杉原　雄大 髙木　音雄 西村　雅親 瀬田工業高校・瀬田工業高校・瀬田工業高校・膳所高校

安土　裕基 瀬田工業高校

大林　寛大 森本　泰司 吉川　幸男 辻井　崇志

能勢　飛 岡田　大雅 中谷　太一 木村　雄大

駒井　怜 藤井　咲也

片岡　聖 大崎　友基 比叡山高校

ウエイトリフティング 成年男子 69kg級クリーン＆ジャーク 大塚　和 びわこ成蹊スポーツ大学 2.0
カヌー 少年男子 スプリントカヤックペア200m 西村　拓朗 久保　湧太 八幡商業高校 2.0
スケート 成年男子 ショートトラック　リレー 木村　成那 粟屋　晋太郎 小野　誠彦 須佐見　幸広 大阪経済大学・神戸大学・近畿管区警察局・同志社大学 2.0
ウエイトリフティング 少年男子 69kg級クリーン＆ジャーク 藤堂　翔太 安曇川高校 1.0
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 3.0
スケート 成年男子 フィギュア 時國　隼輔 髙山　邦彦 同志社大学・京都看護大学 3.0

古川　陽平 池田　拓 樋爪　哲也 安澤　崇一郎 東レエンジニアリング（株）・立命館大学（職員）・大津市役所・滋賀県警察

松本　逸輝 吉田　空 信楽　幸大 湯浅　凱人 早稲田大学・明治大学・日本体育大学・学習院大学

赤嵜　孔明 今井　健一朗 渡邊　匠 石川　大介 関西学院大学・同志社大学・関西学院大学・立命館大学

上本　晃巧 小菅　凌 高見　眞生 佐藤　佑斗 立命館大学

合計 403.5
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選手名

得点合計　８０３．５点（競技得点403.5点　参加得点400点）　

１位

バレーボール 成年女子 6人制 東レアローズ 30.0

ソフトボール 成年女子 日本精工（株） 44.0

４位

柔道

ボート 成年男子 舵手付きフォア 東レ滋賀 20.0

少年男子 舵手付きクォドルプル 10.0

少年男子 25.0

アイスホッケー 成年男子 5.0

２位

３位

５位

７位

８位

バレーボール 少年男子 6人制
近江高校

7.5

6位

ボート


