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1 水泳 水球 少年男子 監督 中原　洋明 滋賀県立長浜北星高等学校 教員 高島市

2 水泳 水球 少年男子 選手 宍戸　廉 滋賀県立長浜北星高等学校 3 長浜市

3 水泳 水球 少年男子 選手 行岡　暖陽 滋賀県立長浜北星高等学校 2 長浜市

4 水泳 水球 少年男子 選手 白谷　太一 滋賀県立長浜北星高等学校 2 彦根市

5 水泳 水球 少年男子 選手 上坂　祐嘉 滋賀県立長浜北星高等学校 3 長浜市

6 水泳 水球 少年男子 選手 桐畑　匠 滋賀県立長浜北星高等学校 3 長浜市

7 水泳 水球 少年男子 選手 福居　作亮 滋賀県立長浜北星高等学校 3 長浜市

8 水泳 水球 少年男子 選手 中川　青大 滋賀県立長浜北星高等学校 2 長浜市

9 水泳 水球 少年男子 選手 伏木　透将 滋賀県立虎姫高等学校 2 長浜市

10 水泳 水球 少年男子 選手 三輪　康太 滋賀県立長浜北星高等学校 1 米原市

11 水泳 水球 少年男子 選手 清水　研佑 滋賀県立長浜北星高等学校 1 長浜市

12 水泳 水球 少年男子 選手 打木　優安 滋賀県立長浜北星高等学校 1 長浜市

13 水泳 水球 少年男子 選手 伊藤　珀叶 滋賀県立石山高等学校 1 大津市

14 水泳 水球 少年男子 選手 春日　大樹 滋賀県立長浜北星高等学校 1 米原市

15 水泳 水球 少年男子 選手 宮脇　悠斗 滋賀県立長浜北星高等学校 2 彦根市

16 水泳 水球 少年男子 選手 澤　好騎 滋賀県立長浜北星高等学校 3 長浜市

17 水泳 水球 女子 監督 村瀬　陽介 びわこ成蹊スポーツ大学 教員 京都府京都市

18 水泳 水球 女子 選手 林　真帆 京都女子大学 4 守山市

19 水泳 水球 女子 選手 伊藤　優歩 聖泉大学 4 大津市

20 水泳 水球 女子 選手 伊藤　芽花 びわこ成蹊スポーツ大学 2 大津市

21 水泳 水球 女子 選手 武部　莉子 びわこ成蹊スポーツ大学 2 栗東市

22 水泳 水球 女子 選手 久保田　睦美 関西外国語大学 3 草津市

23 水泳 水球 女子 選手 吹上　さくら 滋賀県立大学 1 大津市

24 水泳 水球 女子 選手 田上　絢月 つくば開成国際高等学校滋賀校 3 守山市

25 水泳 水球 女子 選手 岸本　明日香 滋賀県立大津高等学校 1 高島市

1 サッカー 成年男子 監督 望月　聡 びわこ成蹊スポーツ大学 教員 大津市

2 サッカー 成年男子 選手 原田　圭吾 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

3 サッカー 成年男子 選手 藤松　航矢 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

4 サッカー 成年男子 選手 齋藤　圭汰 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

5 サッカー 成年男子 選手 藤井　嵐 びわこ成蹊スポーツ大学 1 大津市

6 サッカー 成年男子 選手 森　昂大 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

7 サッカー 成年男子 選手 高見　柊真 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

8 サッカー 成年男子 選手 工藤　真人 びわこ成蹊スポーツ大学 2 大津市

9 サッカー 成年男子 選手 佐藤　昴 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

10 サッカー 成年男子 選手 清水　一雅 びわこ成蹊スポーツ大学 2 大津市

11 サッカー 成年男子 選手 上月　翔聖 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

12 サッカー 成年男子 選手 泉　柊椰 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

13 サッカー 成年男子 選手 倉原　將 びわこ成蹊スポーツ大学 1 大津市

14 サッカー 成年男子 選手 川崎　章弘 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

15 サッカー 成年男子 選手 石橋　克之 びわこ成蹊スポーツ大学 2 大津市

16 サッカー 成年男子 選手 藤田　悠介 びわこ成蹊スポーツ大学 2 大津市

17 サッカー 成年男子 選手 佐々木　啓太 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

18 サッカー 成年男子 選手 山田　祐樹 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

19 サッカー 成年男子 選手 伴木　翔 びわこ成蹊スポーツ大学 2 大津市

20 サッカー 成年男子 選手 曺　亨仁 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

21 サッカー 成年男子 選手 葉賀　洸 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

22 サッカー 少年男子 監督 牛場　哲郎 滋賀県立草津東高等学校 教員 大津市

23 サッカー 少年男子 選手 小出　大翔 近江高等学校 1 野洲市

24 サッカー 少年男子 選手 渡邊　裕斗 滋賀県立草津東高等学校 1 草津市

25 サッカー 少年男子 選手 村田　陽 滋賀県立草津東高等学校 1 守山市

26 サッカー 少年男子 選手 松永　拓也 滋賀県立草津東高等学校 1 草津市

27 サッカー 少年男子 選手 小楠　聡太 滋賀県立草津東高等学校 1 草津市
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28 サッカー 少年男子 選手 今村　樹 東山高等学校 1 愛知郡愛荘町

29 サッカー 少年男子 選手 吉田　晃澄 京都橘高等学校 1 守山市

30 サッカー 少年男子 選手 濱瀬　楽維 東山高等学校 1 甲賀市

31 サッカー 少年男子 選手 渡邊　龍寿 滋賀県立野洲高等学校 1 栗東市

32 サッカー 少年男子 選手 乾 任真 滋賀県立石山高等学校 2 湖南市

33 サッカー 少年男子 選手 小西　凌介 近江八幡市立八幡東中学校 3 近江八幡市

34 サッカー 少年男子 選手 村山　太一 比叡山高等学校 1 大津市

35 サッカー 少年男子 選手 十亀　太志 滋賀県立草津東高等学校 1 栗東市

36 サッカー 少年男子 選手 藤田　晴大 滋賀県立草津東高等学校 1 大津市

37 サッカー 少年男子 選手 河合　璃空 滋賀県立草津東高等学校 1 守山市

38 サッカー 少年男子 選手 大川　元裕 草津市立新堂中学校 3 草津市

39 サッカー 少年男子 選手 青谷　玲門 滋賀県立草津東高等学校 1 高島市

40 サッカー 少年男子 選手 野田　陽多 比叡山高等学校 1 東近江市

41 サッカー 少年男子 選手 川端　奏太 近江高等学校 1 野洲市

42 サッカー 少年男子 選手 仙波　珀都 滋賀県立草津東高等学校 1 近江八幡市

43 サッカー 女子 監督 後藤　剣 聖泉大学 教員 彦根市

44 サッカー 女子 選手 横路　友加里 聖泉大学 4 犬上郡豊郷町

45 サッカー 女子 選手 大谷　琉晏 聖泉大学 4 犬上郡豊郷町

46 サッカー 女子 選手 川井田　朱莉 聖泉大学 4 犬上郡豊郷町

47 サッカー 女子 選手 服部　芽恵 聖泉大学 4 犬上郡豊郷町

48 サッカー 女子 選手 甲斐　絢女 聖泉大学 3 犬上郡豊郷町

49 サッカー 女子 選手 藤永　遥 聖泉大学 3 犬上郡豊郷町

50 サッカー 女子 選手 三宅　莉子 聖泉大学 3 犬上郡豊郷町

51 サッカー 女子 選手 荒井　舞 聖泉大学 3 犬上郡豊郷町

52 サッカー 女子 選手 和田　向葵 聖泉大学 3 栗東市

53 サッカー 女子 選手 管　之々花 聖泉大学 3 犬上郡豊郷町

54 サッカー 女子 選手 長谷川　純 聖泉大学 3 犬上郡豊郷町

55 サッカー 女子 選手 片野　愛希菜 聖泉大学 2 犬上郡豊郷町

56 サッカー 女子 選手 栗原　春陽 聖泉大学 2 犬上郡豊郷町

57 サッカー 女子 選手 中島　風花 聖泉大学 2 犬上郡豊郷町

58 サッカー 女子 選手 岸田　亜莉沙 聖泉大学 1 犬上郡豊郷町

59 サッカー 女子 選手 佐藤　菜々香 聖泉大学 1 犬上郡豊郷町

60 サッカー 女子 選手 佐藤　美緒 聖泉大学 1 犬上郡豊郷町

61 サッカー 女子 選手 木島　朋香 聖泉大学 1 犬上郡豊郷町

62 サッカー 女子 選手 村野　紗希 聖泉大学 1 犬上郡豊郷町

63 サッカー 女子 選手 山田　望佑羽 聖泉大学 1 彦根市

1 テニス 成年男子 監督 板谷　政文 Tennis Company 大津市

2 テニス 成年男子 選手 中川　舜祐 法政大学 4 神奈川県相模原市

3 テニス 成年男子 選手 清水　拓弓 早稲田大学 2 東京都西東京市

4 テニス 成年女子 監督 平井　正弘 滋賀県テニス協会 草津市

5 テニス 成年女子 選手 明河　樹 アサヒビール株式会社 守山市

6 テニス 成年女子 選手 松田　秋希 姫路大学 2 兵庫県加古川市

1 ボート シングルスカル・舵手つきフォア 成年男子 監督 富田　芳昭 東レ株式会社 大津市

2 ボート シングルスカル 成年男子 選手 島田　隼輔 日本大学 3 埼玉県戸田市

3 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 寺坂　和満 東レ株式会社 大津市

4 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 志賀　巧 東レ株式会社 大津市

5 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 福田　将 東レ株式会社 大津市

6 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 齊藤　慶太郎 東レ株式会社 大津市

7 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 平井　駿一 東レ株式会社 大津市

8 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 江本　拓斗 東レ株式会社 大津市

9 ボート 舵手つきフォア 成年男子 選手 東田　和季 東レ株式会社 大津市
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10 ボート シングルスカル・ダブルスカル・舵手つきクォドルプル 成年女子 監督 今次　直樹 桑野造船株式会社 大津市

11 ボート シングルスカル 成年女子 選手 大西　花歩 株式会社デンソー 愛知県日進市

12 ボート ダブルスカル 成年女子 選手 鈴木　伶奈 立命館大学 3 大津市

13 ボート ダブルスカル 成年女子 選手 阿南　美咲 立命館大学 1 大津市

14 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 中尾　想 同志社女子大学 1 大津市

15 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 福原　萌意 立命館大学 4 大津市

16 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 池田　有里 立命館大学 3 大津市

17 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 北川　真由 龍谷大学 2 大津市

18 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 橋本　知佳 龍谷大学 3 大津市

19 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 白石　奈緒子 立命館大学 1 大津市

20 ボート 舵手つきクォドルプル 成年女子 選手 田中　加菜 滋賀県立長浜農業高等学校 教員 大津市

21 ボート ダブルスカル 少年男子 監督 辻　正人 滋賀県立瀬田工業高等学校 教員 大津市

22 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 監督 山本　悠美子 滋賀県立瀬田工業高等学校 教員 大津市

23 ボート シングルスカル 少年男子 監督 後藤　龍一 滋賀県立八幡商業高等学校 教員 大津市

24 ボート シングルスカル 少年男子 選手 北野　由伸 滋賀県立膳所高等学校 2 大津市

25 ボート ダブルスカル 少年男子 選手 伊藤　旺我 滋賀県立彦根東高等学校 3 東近江市

26 ボート ダブルスカル 少年男子 選手 鷲田　速人 滋賀県立瀬田工業高等学校 3 大津市

27 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 北岡　侑真 滋賀県立膳所高等学校 2 湖南市

28 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 宮口　優希 滋賀県立瀬田工業高等学校 2 大津市

29 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 奥村　晋太郎 滋賀県立瀬田工業高等学校 3 大津市

30 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 東野　魁樹 滋賀県立八幡商業高等学校 2 東近江市

31 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 𠮷田　光希 滋賀県立高島高等学校 3 高島市

32 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 金子　悠志 滋賀県立大津高等学校 2 大津市

33 ボート 舵手つきクォドルプル 少年男子 選手 元村　琉之介 立命館守山高等学校 2 栗東市

34 ボート シングルスカル 少年女子 監督 和田　優希 滋賀県立大津高等学校 教員 東近江市

35 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 監督 永野　巌 滋賀県立大津高等学校 教員 大津市

36 ボート ダブルスカル 少年女子 監督 加藤　徳彦 滋賀県立膳所高等学校 教員 栗東市

37 ボート シングルスカル 少年女子 選手 新德　真夕 滋賀県立大津高等学校 3 草津市

38 ボート ダブルスカル 少年女子 選手 井上　愛莉 滋賀県立膳所高等学校 2 大津市

39 ボート ダブルスカル 少年女子 選手 後藤　結美 滋賀県立膳所高等学校 3 大津市

40 ボート ダブルスカル 少年女子 選手 花本　優 滋賀県立膳所高等学校 2 大津市

41 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 林　かなで 滋賀県立膳所高等学校 2 大津市

42 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 栗原　瑞生 滋賀県立大津高等学校 2 大津市

43 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 泉野　穂乃香 滋賀県立大津高等学校 1 大津市

44 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 長濱　心菜 滋賀県立大津高等学校 2 大津市

45 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 筒井　里美 滋賀県立膳所高等学校 2 大津市

46 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 徳村　つぼみ 滋賀県立大津高等学校 2 大津市

47 ボート 舵手つきクォドルプル 少年女子 選手 田中　希実 滋賀県立大津高等学校 2 大津市

1 ホッケー 成年男子 監督兼選手 西村　泰昭 長浜バイオ大学 職員 米原市

2 ホッケー 成年男子 選手 中川　蒼生 株式会社SCREENﾌｧｲﾝﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 彦根市

3 ホッケー 成年男子 選手 井関　渉二 湖北地域消防本部 米原市

4 ホッケー 成年男子 選手 堀谷　広大 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 米原市

5 ホッケー 成年男子 選手 畑野　修平 滋賀県庁 米原市

6 ホッケー 成年男子 選手 瀧澤　隆介 ＯＳＰレーベルストック株式会社 米原市

7 ホッケー 成年男子 選手 戸田　樹 立命館大学 3 大阪府茨木市

8 ホッケー 成年男子 選手 瀧上　諒大 近江鉱業株式会社 米原市

9 ホッケー 成年男子 選手 渡辺　幹太 米原市役所 米原市

10 ホッケー 成年男子 選手 福居　陸希 滋賀県ホッケー協会 岐阜県岐阜市

11 ホッケー 成年男子 選手 森　丈一郎 天理大学 2 奈良県天理市

12 ホッケー 成年男子 選手 的塲　洸希 株式会社櫻田商店 米原市

13 ホッケー 成年男子 選手 杉山　惇士 株式会社滋賀銀行 大津市

14 ホッケー 成年男子 選手 北村　柊希 朝日大学 4 米原市
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15 ホッケー 成年男子 選手 渡辺　奎太 天理大学 1 奈良県天理市

16 ホッケー 成年男子 選手 太田　匡亮 滋賀特機株式会社 米原市

17 ホッケー 成年男子 選手 髙木　温樹 株式会社滋賀銀行 米原市

18 ホッケー 成年男子 選手 松本　幸也 朝日大学 3 米原市

20 ホッケー 成年女子 監督兼選手 膳棚　夕陽 ザ・パック株式会社 奈良県天理市

21 ホッケー 成年女子 選手 小野　里華 関西学院大学 4 兵庫県西宮市

22 ホッケー 成年女子 選手 松本　愛理 東海学院大学 3 岐阜県各務原市

23 ホッケー 成年女子 選手 岩山　彩香 関西学院大学 2 兵庫県三田市

24 ホッケー 成年女子 選手 中川　七海 朝日大学 2 岐阜県瑞穂市

25 ホッケー 成年女子 選手 太田　美友那 朝日大学 3 岐阜県大垣市

26 ホッケー 成年女子 選手 深野　百香 朝日大学 3 岐阜県瑞穂市

27 ホッケー 成年女子 選手 福永　舞衣 山梨学院大学 2 山梨県甲府市

28 ホッケー 成年女子 選手 辻井　紫歩 滋賀県ホッケー協会 長浜市

29 ホッケー 成年女子 選手 冨岡　映里 株式会社idesign. 米原市

30 ホッケー 成年女子 選手 中川　杏香 大塚産業マテリアル株式会社 米原市

31 ホッケー 成年女子 選手 前川　千優 山田保険事務所 米原市

32 ホッケー 成年女子 選手 堀　萌恵 大垣女子短期大学 2 米原市

33 ホッケー 成年女子 選手 髙木　美沙希 立命館大学 2 大阪府茨木市

34 ホッケー 成年女子 選手 堀川　真有里 立命館大学 1 大阪府茨木市

35 ホッケー 成年女子 選手 的塲　玲未 関西学院大学 1 兵庫県宝塚市

36 ホッケー 成年女子 選手 中島　沙也佳 株式会社フルキャスト 犬上郡豊郷町

37 ホッケー 成年女子 選手 福田　有紀 朝日大学 2 岐阜県瑞穂市

38 ホッケー 少年男子 監督 北川　幸生 滋賀県立伊吹高等学校 教員 彦根市

39 ホッケー 少年男子 選手 谷口　和暉 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

40 ホッケー 少年男子 選手 大橋　昴央 滋賀県立伊吹高等学校 3 米原市

41 ホッケー 少年男子 選手  馬場　竜輝 滋賀県立伊吹高等学校 3 米原市

42 ホッケー 少年男子 選手  水野　諒平 滋賀県立伊吹高等学校 3 彦根市

43 ホッケー 少年男子 選手  中川　光 滋賀県立伊吹高等学校 3 長浜市

44 ホッケー 少年男子 選手  笠原　悠雅 滋賀県立伊吹高等学校 3 長浜市

45 ホッケー 少年男子 選手  山堀　裕陽 滋賀県立伊吹高等学校 3 米原市

46 ホッケー 少年男子 選手 伊藤　凌楽 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

47 ホッケー 少年男子 選手 村居　空哉 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

48 ホッケー 少年男子 選手 川﨑　陽奈太 滋賀県立伊吹高等学校 2 彦根市

49 ホッケー 少年男子 選手 多賀　章真 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

50 ホッケー 少年男子 選手 田中　涼翔 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

51 ホッケー 少年男子 選手 山中　楽生 滋賀県立伊吹高等学校 2 彦根市

52 ホッケー 少年男子 選手 石川　芯伍 滋賀県立伊吹高等学校 1 彦根市

53 ホッケー 少年男子 選手 北村　壮平 滋賀県立伊吹高等学校 2 彦根市

54 ホッケー 少年男子 選手 清水　満喜 滋賀県立伊吹高等学校 1 米原市

55 ホッケー 少年男子 選手 山﨑　隆蔵 滋賀県立伊吹高等学校 1 米原市

56 ホッケー 少年男子 選手 谷田　幸平 滋賀県立伊吹高等学校 1 米原市

57 ホッケー 少年女子 監督 椿　裕規 滋賀県立伊吹高等学校 教員 長浜市

58 ホッケー 少年女子 選手 河原　朋香 滋賀県立伊吹高等学校 2 彦根市

59 ホッケー 少年女子 選手 北川　風羽 滋賀県立伊吹高等学校 3 彦根市

60 ホッケー 少年女子 選手 桐溪　花 滋賀県立伊吹高等学校 3 長浜市

61 ホッケー 少年女子 選手 金剛　理恵 滋賀県立伊吹高等学校 3 米原市

62 ホッケー 少年女子 選手 内貴　萌愛花 滋賀県立伊吹高等学校 3 長浜市

63 ホッケー 少年女子 選手 前神　彩乃 滋賀県立伊吹高等学校 3 彦根市

64 ホッケー 少年女子 選手 堀　佑衣 滋賀県立伊吹高等学校 3 米原市

65 ホッケー 少年女子 選手 川本　椋花 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

66 ホッケー 少年女子 選手 小林　奈央 滋賀県立伊吹高等学校 2 長浜市

67 ホッケー 少年女子 選手 西川　藍 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市
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68 ホッケー 少年女子 選手 國友　紅亜 滋賀県立伊吹高等学校 2 長浜市

69 ホッケー 少年女子 選手 髙木　咲希 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

70 ホッケー 少年女子 選手 山本　紗瑛 滋賀県立伊吹高等学校 2 米原市

71 ホッケー 少年女子 選手 中島　ののか 滋賀県立伊吹高等学校 1 長浜市

72 ホッケー 少年女子 選手 大橋　未唯 滋賀県立伊吹高等学校 1 長浜市

73 ホッケー 少年女子 選手 新木　初菜 滋賀県立伊吹高等学校 1 長浜市

74 ホッケー 少年女子 選手 岡田　凜 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

75 ホッケー 少年女子 選手 治島　伶奈 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

1 ボクシング 成年男子 監督 狩野　光彦 カノ測量設計　　　　　　 大津市

2 ボクシング 成年男子 選手 疋田　空邦 龍谷大学 1 京都府京都市

3 ボクシング 成年男子 選手 西原　柊吏 芦屋大学 1 兵庫県芦屋市

4 ボクシング 成年男子 選手 岡本　帝人 京都産業大学 2 彦根市

5 ボクシング 成年男子 選手 仲野　玲 芦屋大学 2 兵庫県芦屋市

6 ボクシング 成年男子 選手 下野　大樹 大阪大学 3 大阪府箕面市

7 ボクシング 少年男子 監督 篠田　陽一郎 滋賀県立能登川高等学校 教員 湖南市

8 ボクシング 少年男子 セカンド 田名後　伸介 滋賀県立能登川高等学校 教員 栗東市

9 ボクシング 少年男子 選手 西原　叶希 滋賀県立能登川高等学校 2 長浜市

10 ボクシング 少年男子 選手 杉山　迅 滋賀県立能登川高等学校 1 東近江市

11 ボクシング 少年男子 選手 岡本　陽和太 滋賀県立能登川高等学校 2 近江八幡市

12 ボクシング 少年男子 選手 中澤　来希 滋賀県立能登川高等学校 3 東近江市

1 バレーボール ６人制 成年男子 監督 竹川　智樹 びわこ成蹊スポーツ大学 教員 守山市

2 バレーボール ６人制 成年男子 選手 小林　昌太郎 株式会社セカンドストリート 大津市

3 バレーボール ６人制 成年男子 選手 岡田　大雅 関西大学 3 大阪府吹田市

4 バレーボール ６人制 成年男子 選手 野村　裕大 天理大学 3 奈良県天理市

5 バレーボール ６人制 成年男子 選手 駒井　怜 龍谷大学 3 栗東市

6 バレーボール ６人制 成年男子 選手 安平　瑠也 関西大学 1 大阪府吹田市

7 バレーボール ６人制 成年男子 選手 佐藤　良明 びわこ成蹊スポーツ大学 4 大津市

8 バレーボール ６人制 成年男子 選手 上　竣 株式会社アクラム 奈良県大和郡山市

9 バレーボール ６人制 成年男子 選手 五頭　寛大 びわこ成蹊スポーツ大学 1 大津市

10 バレーボール ６人制 成年男子 選手 谷口　拓万 甲南大学 3 兵庫県神戸市

11 バレーボール ６人制 成年男子 選手 三木　大成 日本大学 3 東京都世田谷区

12 バレーボール ６人制 成年男子 選手 白井　翼 びわこ成蹊スポーツ大学 4 湖南市

13 バレーボール ６人制 成年男子 選手 腰高　悠斗 びわこ成蹊スポーツ大学 2 栗東市

14 バレーボール ６人制 成年女子 監督 津田　敦之 東レ・プレシジョン株式会社 大津市

15 バレーボール ６人制 成年女子 選手 石原　小百合 hair lab SYUA 大津市

16 バレーボール ６人制 成年女子 選手 佃　彩夏 株式会社前田興業訪問介護ステーションゆうき 守山市

17 バレーボール ６人制 成年女子 選手 岡本　祐加 株式会社マーレ薬品 東近江市

18 バレーボール ６人制 成年女子 選手 林　あいか 京都両洋高等学校 教員 大津市

19 バレーボール ６人制 成年女子 選手 山本　京 甲賀市立水口中学校 教員 守山市

20 バレーボール ６人制 成年女子 選手 宮垣　恵 滋賀県立総合保健専門学校 1 大津市

21 バレーボール ６人制 成年女子 選手  増田　千佳 日本郵便株式会社 大津市

22 バレーボール ６人制 成年女子 選手 小杉　伊織 京都府立鳥羽高等学校 教員 栗東市

23 バレーボール ６人制 成年女子 選手 中村　結花 大津赤十字病院 草津市

24 バレーボール ６人制 成年女子 選手 清瀬　美沙希 滋賀ダイハツ販売株式会社 大津市

25 バレーボール ６人制 成年女子 選手 松森　風帆 株式会社三峰環境サービス 湖南市

26 バレーボール ６人制 成年女子 選手 伊藤　湖夏 社会福祉法人まほろば　たけのこ保育園 教員 大津市

27 バレーボール ６人制 少年男子 監督 太田　勝之 近江高等学校 教員 彦根市

28 バレーボール ６人制 少年男子 選手 久保田　雄 近江高等学校 3 彦根市

29 バレーボール ６人制 少年男子 選手 近江高等学校 3 長浜市

30 バレーボール ６人制 少年男子 選手 丸山　令路 近江高等学校 3 彦根市

31 バレーボール ６人制 少年男子 選手 三杉　遥 近江高等学校 2 大津市

32 バレーボール ６人制 少年男子 選手 藤田　敦崇 近江高等学校 3 長浜市
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33 バレーボール ６人制 少年男子 選手 森川　祐督 比叡山高等学校 3 大津市

34 バレーボール ６人制 少年男子 選手 吉川　圭亮 近江高等学校 2 長浜市

35 バレーボール ６人制 少年男子 選手 森　歩夢 近江高等学校 2 守山市

36 バレーボール ６人制 少年男子 選手 亀田　隆真 近江高等学校 2 彦根市

37 バレーボール ６人制 少年男子 選手 山本　大稀 比叡山高等学校 3 大津市

38 バレーボール ６人制 少年男子 選手 小椋　翼 滋賀県立伊吹高等学校 3 守山市

39 バレーボール ６人制 少年男子 選手 椎原　大翔 近江高等学校 2 彦根市

40 バレーボール ６人制 少年女子 監督 伊藤　将史 近江兄弟社高等学校 教員 守山市

41 バレーボール ６人制 少年女子 選手 山本　麻菜 近江兄弟社高等学校 3 大津市

42 バレーボール ６人制 少年女子 選手 三反畑　奈々星 近江兄弟社高等学校 3 大津市

43 バレーボール ６人制 少年女子 選手 秋田　日和 滋賀県立水口高等学校 3 甲賀市

44 バレーボール ６人制 少年女子 選手 五十嵐　樹 近江兄弟社高等学校 3 大津市

45 バレーボール ６人制 少年女子 選手 若林　佑依 滋賀県立八日市高等学校 3 犬上郡甲良町

46 バレーボール ６人制 少年女子 選手 八木　菜月 近江兄弟社高等学校 3 大津市

47 バレーボール ６人制 少年女子 選手 村松　希有子 近江兄弟社高等学校 2 大津市

48 バレーボール ６人制 少年女子 選手 青山　あやみ 近江兄弟社高等学校 3 大津市

49 バレーボール ６人制 少年女子 選手 平野　佑季 近江兄弟社高等学校 2 岐阜県不破郡

50 バレーボール ６人制 少年女子 選手 藤本　柚葉 滋賀短期大学附属高等学校 3 大津市

51 バレーボール ６人制 少年女子 選手 立花　紗季 近江兄弟社高等学校 2 野洲市

52 バレーボール ６人制 少年女子 選手 岩佐　奈波 近江兄弟社高等学校 3 守山市

1 体操 競技 成年男子 監督 寺田　有佑 滋賀県立栗東高等学校 教員 守山市

2 体操 競技 成年男子 選手 表　慎一郎 仙台大学 3 宮城県柴田郡

3 体操 競技 成年男子 選手 廣田　英綺 東海大学 3 神奈川県秦野市

4 体操 競技 成年男子 選手 西　人生 仙台大学 2 宮城県柴田郡

5 体操 競技 成年男子 選手 太田　陸翔 大阪体育大学 2 大阪府泉南郡

6 体操 競技 成年男子 選手 浅田　僚大 日本大学 1 東京都世田谷区

7 体操 競技 少年男子 監督 清水　富見弥 株式会社　古川シェル事業所　Fantasia　Square 彦根市

8 体操 競技 少年男子 選手 辰巳　蓮弥 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

9 体操 競技 少年男子 選手 粟野　誠幸 滋賀県立栗東高等学校 1 守山市

10 体操 競技 少年男子 選手 奥田　拓哉 大津市立真野中学校 3 大津市

11 体操 競技 少年男子 選手 中江　遥斗 甲賀市立水口中学校 3 甲賀市

12 体操 競技 少年男子 選手 小川　睦人 東近江市立聖徳中学校 3 東近江市

13 体操 競技 少年女子 監督 森　陽子 栗東市立栗東西中学校 教員 栗東市

14 体操 競技 少年女子 選手 横江　恵 滋賀県立草津東高等学校 3 草津市

15 体操 競技 少年女子 選手 村部　美優 滋賀県立栗東高等学校 1 大津市

16 体操 競技 少年女子 選手 吉田　紗瑛 滋賀県立栗東高等学校 1 栗東市

17 体操 競技 少年女子 選手 梅永　恋羽 滋賀県立栗東高等学校 1 守山市

18 体操 競技 少年女子 選手 十二町　ひなた 滋賀県立栗東高等学校 1 守山市

19 体操 新体操 少年女子 監督 北川　礼子 Stella R☆G 愛知郡愛荘町

20 体操 新体操 少年女子 選手 菊井　珠乃 滋賀学園高等学校 3 東近江市

21 体操 新体操 少年女子 選手 佐野　瑛菜 近江兄弟社高等学校 3 東近江市

22 体操 新体操 少年女子 選手 清水　胡花 近江兄弟社高等学校 2 大津市

23 体操 新体操 少年女子 選手 横山　真希 滋賀県立日野高等学校 2 蒲生郡日野町

24 体操 新体操 少年女子 選手 圓城　希帆 近江兄弟社高等学校 1 東近江市

25 体操 トランポリン 男子 監督 粂　真澄 合同会社エルブイアール 高島市

26 体操 トランポリン 男子 選手 冨田　泰生 高島市立安曇川中学校 3 高島市

1 バスケットボール 成年男子 監督 望月　健司 滋賀県立八幡工業高等学校 教員 彦根市

2 バスケットボール 成年男子 選手 茶野　翔太 滋賀県立三雲養護学校 教員 近江八幡市

3 バスケットボール 成年男子 選手 佐治　智紀 龍谷大学 3 甲賀市

4 バスケットボール 成年男子 選手 久保　雄太郎 滋賀日野自動車株式会社 大津市

5 バスケットボール 成年男子 選手 川口　裕一 滋賀県警察 草津市

6 バスケットボール 成年男子 選手 中塚　隆仁 株式会社東京濾器山村製作所 大津市
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7 バスケットボール 成年男子 選手 杉本　陵 滋賀県立彦根翔西館高等学校 教員 長浜市

8 バスケットボール 成年男子 選手 田邉　陸也 滋賀県立八幡工業高等学校 職員 大津市

9 バスケットボール 成年男子 選手 杉　聖真 滋賀県立三雲養護学校 教員 近江八幡市

10 バスケットボール 成年男子 選手 杉本　拓磨 松定プレシジョン株式会社 甲賀市

11 バスケットボール 成年男子 選手 水長　幹太 滋賀県立守山中学校 教員 大津市

12 バスケットボール 成年男子 選手 千代　虎央太 日本無線株式会社 東京都三鷹市

13 バスケットボール 成年男子 選手 濱西　尊博 滋賀県立北大津養護学校 教員 栗東市

14 バスケットボール 成年女子 監督 藤堂　悠 株式会社滋賀銀行 栗東市

15 バスケットボール 成年女子 選手 段下　真衣 株式会社滋賀銀行 大津市

16 バスケットボール 成年女子 選手 久松　なつき 株式会社滋賀銀行 大津市

17 バスケットボール 成年女子 選手 小林　結女 株式会社滋賀銀行 大津市

18 バスケットボール 成年女子 選手 岡田　咲恵 株式会社滋賀銀行 大津市

19 バスケットボール 成年女子 選手 宮﨑　寧子 株式会社滋賀銀行 大津市

20 バスケットボール 成年女子 選手 藤田　夏生 株式会社滋賀銀行 大津市

21 バスケットボール 成年女子 選手 天坂　伶香 株式会社滋賀銀行 大津市

22 バスケットボール 成年女子 選手 片山　菜々 株式会社滋賀銀行 大津市

23 バスケットボール 成年女子 選手 大橋　璃菜 株式会社滋賀銀行 大津市

24 バスケットボール 成年女子 選手 岡田　恵衣 株式会社滋賀銀行 大津市

25 バスケットボール 成年女子 選手 伊藤　さつき 株式会社滋賀銀行 大津市

26 バスケットボール 少年男子 監督 武田　大輔 滋賀県立彦根翔西館高等学校 教員 長浜市

27 バスケットボール 少年男子 選手 上野山　波空 光泉カトリック高等学校 2 草津市

28 バスケットボール 少年男子 選手 坂本　啓太 光泉カトリック高等学校 2 彦根市

29 バスケットボール 少年男子 選手 上野　皓貴 光泉カトリック高等学校 2 草津市

30 バスケットボール 少年男子 選手 福瀧　塁 光泉カトリック高等学校 1 京都府京都市

31 バスケットボール 少年男子 選手 石井　隆太朗 光泉カトリック高等学校 1 草津市

32 バスケットボール 少年男子 選手 森川　弾 光泉カトリック高等学校 1 京都府京田辺市

33 バスケットボール 少年男子 選手 奥村　新 光泉カトリック高等学校 1 草津市

34 バスケットボール 少年男子 選手 石原　海翔 光泉カトリック高等学校 1 大津市

35 バスケットボール 少年男子 選手 阪本　彪賀 光泉カトリック高等学校 1 湖南市

36 バスケットボール 少年男子 選手 松宮　将二 立命館守山高等学校 1 彦根市

37 バスケットボール 少年男子 選手 田堀　瑛大 甲賀市立水口中学校 3 甲賀市

38 バスケットボール 少年男子 選手 天川　翔太 光泉カトリック高等学校 1 京都府京田辺市

39 バスケットボール 少年女子 監督 滋賀県立草津東高等学校 教員 守山市

40 バスケットボール 少年女子 選手 高橋　真珠 滋賀県立草津東高等学校 2 草津市

41 バスケットボール 少年女子 選手 岡田　歩実 滋賀県立草津東高等学校 2 大津市

42 バスケットボール 少年女子 選手 西　梨花 滋賀短期大学附属高等学校 1 大津市

43 バスケットボール 少年女子 選手 服部　夏実 滋賀短期大学附属高等学校 1 大津市

44 バスケットボール 少年女子 選手 平尾  紗菜 滋賀県立草津東高等学校 1 大津市

45 バスケットボール 少年女子 選手 竹内　花音 滋賀県立草津東高等学校 1 彦根市

46 バスケットボール 少年女子 選手 福地　実桜 日野町立日野中学校 3 蒲生郡日野町

47 バスケットボール 少年女子 選手 片岡　彩音 大津市立南郷中学校 3 大津市

48 バスケットボール 少年女子 選手 阪口　陽愛 草津市立新堂中学校 3 草津市

49 バスケットボール 少年女子 選手 井上　咲良 草津市立高穂中学校 3 草津市

50 バスケットボール 少年女子 選手 和田　芽依 草津市立高穂中学校 3 草津市

51 バスケットボール 少年女子 選手 奥本　帆香 甲賀市立甲賀中学校 3 甲賀市

1 ウエイトリフティング 全種目 成年男子 監督 清水　雄介 滋賀県立八幡商業高等学校 教員 高島市

2 ウエイトリフティング 55kg級 成年男子 選手 小泉　諒典 近畿大学 4 大阪府東大阪市

3 ウエイトリフティング 61kg級 成年男子 選手 下山　唯一 近畿大学 3 大阪府東大阪市

4 ウエイトリフティング 67kg級 成年男子 選手 大塚　和 新旭電子工業株式会社 高島市

5 ウエイトリフティング 73kg級 成年男子 選手 藤堂　翔太 近畿大学 4 大阪府東大阪市

6 ウエイトリフティング 81kg級 成年男子 選手 東山　健哉 セコム株式会社 高島市

7 ウエイトリフティング 89kg級 成年男子 選手 山本　一翔 新生化学工業株式会社 大津市



8ページ/15ページ
第76回国民体育大会　近畿ブロック大会　滋賀県選手団　名簿

競技別 競技名 種目 種別 区分 氏名 所属 学年等 現住所

8 ウエイトリフティング 96kg級 成年男子 選手 岡崎　龍聖 京都産業大学 2 京都府京都市

9 ウエイトリフティング 109kg級 成年男子 選手 尾添　勇平 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 京都府京都市

10 ウエイトリフティング +109kg級 成年男子 選手 中村　夏樹 新旭電子工業株式会社 高島市

1 ハンドボール 成年男子 監督 田中　俊行 近江八幡市教育委員会事務局 東近江市

2 ハンドボール 成年男子 選手 中島　知優 名城大学 1 愛知県名古屋市

3 ハンドボール 成年男子 選手 田中　響人 中央大学 3 東京都日野市

4 ハンドボール 成年男子 選手 藤田　滉稀 京都産業大学 4 京都府京都市

5 ハンドボール 成年男子 選手 西本　尚人 彦根市立鳥居本中学校 教員 彦根市

6 ハンドボール 成年男子 選手 奥野　佑大 株式会社皆藤製作所 栗東市

7 ハンドボール 成年男子 選手 樋口　雄大 中京大学 4 愛知県豊田市

8 ハンドボール 成年男子 選手 吉原　悠太 サカタインクス株式会社 彦根市

9 ハンドボール 成年男子 選手 田中　稜 ローム株式会社 近江八幡市

10 ハンドボール 成年男子 選手 小幡　駿吾 株式会社夏原工業 彦根市

11 ハンドボール 成年男子 選手 橋本　侑典 トヨタL&F近畿株式会社 草津市

12 ハンドボール 成年男子 選手 近藤　薫 京都産業大学 5 彦根市

13 ハンドボール 成年男子 選手 茂田　隆希 株式会社大橋 守山市

14 ハンドボール 成年女子 監督 小林　弘和 滋賀県ハンドボール協会 彦根市

15 ハンドボール 成年女子 選手 喜多　美乃里 生活協同組合コープしが 犬上郡多賀町

16 ハンドボール 成年女子 選手 松田　遼 滋賀県立野洲養護学校 教員 東近江市

17 ハンドボール 成年女子 選手 山名　綾 大津市立坂本小学校 教員 京都府京都市

18 ハンドボール 成年女子 選手 吉田　鈴花 東近江市立聖徳中学校 教員 東近江市

19 ハンドボール 成年女子 選手 山下　康恵 大谷幼稚園 教員 京都府京都市

20 ハンドボール 成年女子 選手 岡本　涼奈 びわこ学院大学 2 彦根市

21 ハンドボール 成年女子 選手 西川　真彩 立命館大学 1 草津市

22 ハンドボール 成年女子 選手 田中　海里 株式会社新学社 大津市

23 ハンドボール 成年女子 選手 西川　怜実 株式会社セレマ 彦根市

24 ハンドボール 成年女子 選手 山本　光夏 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

25 ハンドボール 成年女子 選手 早田　花帆 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

26 ハンドボール 成年女子 選手 坪内　絢美 独立行政法人国立印刷局 犬上郡甲良町

27 ハンドボール 少年男子 監督 飯田　一郎 近江兄弟社高等学校 教員 彦根市

28 ハンドボール 少年男子 選手 北村　篤希 近江兄弟社高等学校 3 近江八幡市

29 ハンドボール 少年男子 選手 佐野  瑠希歩 近江兄弟社高等学校 3 近江八幡市

30 ハンドボール 少年男子 選手 冨江  晶 近江兄弟社高等学校 3 東近江市

31 ハンドボール 少年男子 選手 中村  陽大 近江兄弟社高等学校 3 近江八幡市

32 ハンドボール 少年男子 選手 西村  健人 近江兄弟社高等学校 3 近江八幡市

33 ハンドボール 少年男子 選手 八木  優人 近江兄弟社高等学校 3 彦根市

34 ハンドボール 少年男子 選手 林  優我 近江兄弟社高等学校 3 彦根市

35 ハンドボール 少年男子 選手 杉江　歩夢 彦根総合高等学校 3 彦根市

36 ハンドボール 少年男子 選手 吉岡  功起 近江兄弟社高等学校 2 近江八幡市

37 ハンドボール 少年男子 選手 中山  元希 近江兄弟社高等学校 2 野洲市

38 ハンドボール 少年男子 選手 髙瀬　恵介 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

39 ハンドボール 少年男子 選手 樋田　駿之介 滋賀県立彦根東高等学校 3 大津市

40 ハンドボール 少年女子 監督 南部　一美 滋賀県立彦根翔西館高等学校 教員 大津市

41 ハンドボール 少年女子 選手 宮元　花純 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

42 ハンドボール 少年女子 選手 武田　愛加 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

43 ハンドボール 少年女子 選手 武田　好加 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

44 ハンドボール 少年女子 選手 岡本　真梨奈 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

45 ハンドボール 少年女子 選手 渡邉　恵奈 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 彦根市

46 ハンドボール 少年女子 選手 矢部　乃野佳 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 東近江市

47 ハンドボール 少年女子 選手 高野　優芽 滋賀県立彦根翔西館高等学校 2 彦根市

48 ハンドボール 少年女子 選手 小田　真子 立命館守山高等学校 3 大津市

49 ハンドボール 少年女子 選手 中村　后佐 立命館守山高等学校 3 大津市
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50 ハンドボール 少年女子 選手 増井　綾音 滋賀県立大津商業高等学校 3 大津市

51 ハンドボール 少年女子 選手 澤井　唯花 滋賀県立大津商業高等学校 3 犬上郡多賀町

52 ハンドボール 少年女子 選手 曽田　里音 立命館守山高等学校 3 甲賀市

1 ソフトテニス 成年男子 監督 寺島　敬博 日野町立必佐小学校 教員 甲賀市

2 ソフトテニス 成年男子 選手 峯松　健太朗 立命館守山高等学校 教員 草津市

3 ソフトテニス 成年男子 選手 加藤　裕喜 東近江市役所 東近江市

4 ソフトテニス 成年男子 選手 髙谷　陸人 立命館大学 2 近江八幡市

5 ソフトテニス 成年男子 選手 佐井　悠馬 立命館大学 2 近江八幡市

6 ソフトテニス 成年男子 選手 北川 ジャン瑠加 近畿大学 2 大津市

7 ソフトテニス 成年女子 監督 二矢　晃徳 滋賀県立長浜養護学校 教員 長浜市

8 ソフトテニス 成年女子 選手 大津　櫻 立命館大学 1 草津市

9 ソフトテニス 成年女子 選手 高岡　さやか 同志社大学 1 東近江市

10 ソフトテニス 成年女子 選手 武田　彩佳 関西大学 2 草津市

11 ソフトテニス 成年女子 選手 石橋　和佳 神戸松蔭女子学院大学 4 兵庫県神戸市

12 ソフトテニス 成年女子 選手 岡田　麻耶 立命館大学 2 野洲市

13 ソフトテニス 少年女子 監督 倉本　和広 滋賀県立甲西高等学校 教員 守山市

14 ソフトテニス 少年女子 選手 三國　そそ来 滋賀県立長浜北高等学校 1 長浜市

15 ソフトテニス 少年女子 選手 福島　陽向 滋賀県立長浜北高等学校 1 長浜市

16 ソフトテニス 少年女子 選手 安部　夏音 滋賀県立甲西高等学校 3 近江八幡市

17 ソフトテニス 少年女子 選手 藤田　咲良 滋賀県立長浜北高等学校 2 東近江市

18 ソフトテニス 少年女子 選手 木田　美映ミシェル 滋賀県立甲西高等学校 2 湖南市

1 卓球 成年男子 監督 金島　博之 びわこ成蹊スポーツ大学 職員 大津市

2 卓球 成年男子 選手 林中　和希 京都産業大学 4 京都府京都市

3 卓球 成年男子 選手 中村　圭介 栗東市役所 栗東市

4 卓球 成年男子 選手 蒲生　将吾 龍谷大学 1 大津市

5 卓球 成年男子 選手 西村　健汰 北陸大学 2 石川県金沢市

6 卓球 成年女子 監督 平　善彦 平卓球教室 大津市

7 卓球 成年女子 選手 山本　愛織 立命館大学 1 大津市

8 卓球 成年女子 選手 山下　さくら 京都産業大学 1 京都府京都市

9 卓球 成年女子 選手 山﨑　智加 滋賀医科大学 6 長浜市

10 卓球 成年女子 選手 野村　愛美 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

11 卓球 少年女子 監督 乾　文晃 滋賀学園高等学校 教員 蒲生郡日野町

12 卓球 少年女子 選手 若林　怜佳 滋賀学園高等学校 3 東近江市

13 卓球 少年女子 選手 岡井　瑞姫 滋賀学園高等学校 3 東近江市

14 卓球 少年女子 選手 遠山　雅 滋賀学園高等学校 3 東近江市

15 卓球 少年女子 選手 西脇　姫花 滋賀学園高等学校 2 東近江市

1 軟式野球 成年男子 監督兼選手 西田　幸司 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 守山市

2 軟式野球 成年男子 選手 日比　一輝 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 近江八幡市

3 軟式野球 成年男子 選手 髙橋　由成 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 守山市

4 軟式野球 成年男子 選手 草野　昌哉 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 米原市

5 軟式野球 成年男子 選手 日比　達也 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 米原市

6 軟式野球 成年男子 選手 竹内　剛史 大津赤十字病院 大津市

7 軟式野球 成年男子 選手 宮里　裕樹 大津赤十字病院 大津市

8 軟式野球 成年男子 選手 荒木　貴憲 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 近江八幡市

9 軟式野球 成年男子 選手 中河　浩之 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 近江八幡市

10 軟式野球 成年男子 選手 蒲地　良紀 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 近江八幡市

11 軟式野球 成年男子 選手 大槻　章太 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 近江八幡市

12 軟式野球 成年男子 選手 今西　優一 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 近江八幡市

13 軟式野球 成年男子 選手 瀧田　拓哉 Joyson Safety Systems Japan株式会社 蒲生郡日野町

14 軟式野球 成年男子 選手 木津　祥太 大津赤十字病院 大津市

15 軟式野球 成年男子 選手 山口　孔明 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 大津市

16 軟式野球 成年男子 選手 宮本　隆司 公益財団法人青樹会　滋賀八幡病院 東近江市
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1 馬術 成年男子 監督兼選手 谷口　真一 水口乗馬クラブ 甲賀市

2 馬術 成年男子 選手 小牧　加矢太 ノーザンファームしがらき 草津市

3 馬術 成年男子 選手 池添　学 JRA栗東トレーニングセンター 栗東市

4 馬術 成年女子 選手 谷口　しおり 水口乗馬クラブ 甲賀市

5 馬術 成年女子 選手 稲田　朝代 栗東ホースクラブ 栗東市

6 馬術 成年女子 選手 𠮷田　彩音 スターバックスコーヒー 甲賀市

7 馬術 少年 ホースマネージャー 西村　悠希 滋賀県立栗東高等学校 3 大津市

8 馬術 少年 選手 𠮷田　夏希 近江兄弟社高等学校 1 甲賀市

9 馬術 少年 選手 泉　和華子 京都教育大学附属高等学校 3 草津市

10 馬術 少年 選手 久保　孝太 滋賀県立栗東高等学校 3 大津市

1 フェンシング 成年女子 監督兼選手 松原　奈美 株式会社スギ薬局 石川県金沢市

2 フェンシング 成年女子 選手 矢幡　侑菜 滋賀県立玉川高等学校 教員 草津市

3 フェンシング 成年女子 選手 山田　里奈 湖南市立石部中学校 教員 栗東市

4 フェンシング 少年男子 監督 森　忠司 ALSOK京滋株式会社 東近江市

5 フェンシング 少年男子 選手 保知　純乃介 滋賀県立玉川高等学校 2 近江八幡市

6 フェンシング 少年男子 選手 柳田　正法 滋賀県立玉川高等学校 3 栗東市

7 フェンシング 少年男子 選手 花光　颯斗 滋賀県立玉川高等学校 3 野洲市

8 フェンシング 少年女子 監督 畑中　文明 社会福祉法人びわこ学園 草津市

9 フェンシング 少年女子 選手 木村　晴 滋賀県立石山高等学校 3 栗東市

10 フェンシング 少年女子 選手 小野　茜音 滋賀県立石山高等学校 3 大津市

11 フェンシング 少年女子 選手 畑中　絢凪 草津市立高穂中学校 3 草津市

1 柔道 成年男子 監督 岩永　孝英 滋賀県警察 大津市

2 柔道 成年男子 選手 福田　大悟 鹿屋体育大学 4 鹿児島県鹿児島市

3 柔道 成年男子 選手 本田　祥万 天理大学 1 奈良県天理市

4 柔道 成年男子 選手 内藤　竜生 東レ株式会社滋賀事業場 大津市

5 柔道 成年男子 選手 新井　滉燿 東レ株式会社滋賀事業場 大津市

6 柔道 成年男子 選手 平尾　譲一 清心館 大津市

7 柔道 少年男子 監督 向江村　和也 近江高等学校 教員 彦根市

8 柔道 少年男子 選手 福田　大和 比叡山高等学校 1 大津市

9 柔道 少年男子 選手 秋田　伯 比叡山高等学校 3 草津市

10 柔道 少年男子 選手 前田　慎太郎 比叡山高等学校 3 大津市

11 柔道 少年男子 選手 北川　剛己 近江高等学校 3 長浜市

12 柔道 少年男子 選手 平野　暖 近江高等学校 3 彦根市

1 ソフトボール 成年男子 監督 原　浩二 公益財団法人東近江地域振興事業団 東近江市

2 ソフトボール 成年男子 選手 辻　天薫 滋賀県立国際情報高等学校 教員 犬上郡多賀町

3 ソフトボール 成年男子 選手 中島　悠愛 環太平洋大学 4 岡山県岡山市

4 ソフトボール 成年男子 選手 福田　雅史 大津市立田上小学校 教員 草津市

5 ソフトボール 成年男子 選手 杉田　拓 揖斐川工業株式会社 岐阜県大垣市

6 ソフトボール 成年男子 選手 谷口　睦良 日本精工株式会社 栗東市

7 ソフトボール 成年男子 選手 岩田　昇悟 株式会社山崎機械製作所 湖南市

8 ソフトボール 成年男子 選手 柴原　惇志 株式会社新州 栗東市

9 ソフトボール 成年男子 選手 高橋　和輝 株式会社山崎機械製作所 湖南市

10 ソフトボール 成年男子 選手 北村　優樹 大津市役所 守山市

11 ソフトボール 成年男子 選手 堀江　将司 米原市立大原小学校 教員 米原市

12 ソフトボール 成年男子 選手 平井　至 東近江市立能登川東小学校 教員 東近江市

13 ソフトボール 成年男子 選手 佐々木　数馬 米原市立山東小学校 教員 彦根市

14 ソフトボール 成年男子 選手 小傳良　隼人 日本精工株式会社 草津市

15 ソフトボール 成年男子 選手 甲元　源基 和研薬株式会社 守山市

16 ソフトボール 成年男子 選手 上田　悠生 環太平洋大学 4 岡山県岡山市

17 ソフトボール 成年女子 監督 遠藤　麻美 日本精工株式会社 栗東市

18 ソフトボール 成年女子 選手 於保　伊吹 日本精工株式会社 湖南市

19 ソフトボール 成年女子 選手 須藤　祐美 日本精工株式会社 湖南市
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20 ソフトボール 成年女子 選手 松尾　ほの華 日本精工株式会社 湖南市

21 ソフトボール 成年女子 選手 沢　柚妃 日本精工株式会社 湖南市

22 ソフトボール 成年女子 選手 黒木　美佳 日本精工株式会社 湖南市

23 ソフトボール 成年女子 選手 久枝　涼々佳 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 2 甲賀市

24 ソフトボール 成年女子 選手 西岡　彩乃 日本精工株式会社 湖南市

25 ソフトボール 成年女子 選手 重石　華子 日本精工株式会社 湖南市

26 ソフトボール 成年女子 選手 桑畑　詩乃 日本精工株式会社 湖南市

27 ソフトボール 成年女子 選手 宮村　美葵 日本精工株式会社 湖南市

28 ソフトボール 成年女子 選手 永溝　早紀 日本精工株式会社 湖南市

29 ソフトボール 成年女子 選手 山本　悠未 日本精工株式会社 湖南市

30 ソフトボール 成年女子 選手 久保　和咲 日本精工株式会社 湖南市

31 ソフトボール 成年女子 選手 酒井　愛香 日本精工株式会社 湖南市

32 ソフトボール 成年女子 選手 八木　里菜 日本精工株式会社 湖南市

33 ソフトボール 成年女子 選手 山田　玲菜 日本精工株式会社 湖南市

34 ソフトボール 少年男子 監督 松村　圭 滋賀県立栗東高等学校 教員 守山市

35 ソフトボール 少年男子 選手 久村　拓己 滋賀県立栗東高等学校 2 京都府相楽群

36 ソフトボール 少年男子 選手 吉岡　瑞稀 滋賀県立栗東高等学校 2 栗東市

37 ソフトボール 少年男子 選手 西村　航輝 滋賀県立栗東高等学校 1 草津市

38 ソフトボール 少年男子 選手 白井　翔 滋賀県立栗東高等学校 1 栗東市

39 ソフトボール 少年男子 選手 西川　豪 滋賀県立栗東高等学校 3 草津市

40 ソフトボール 少年男子 選手 波多野　大智 滋賀県立栗東高等学校 2 栗東市

41 ソフトボール 少年男子 選手 前田　京祐 滋賀県立八幡高等学校 3 守山市

42 ソフトボール 少年男子 選手 鎌田　紘矢 光泉カトリック高等学校 2 守山市

43 ソフトボール 少年男子 選手 駒井　真広 滋賀県立栗東高等学校 3 草津市

44 ソフトボール 少年男子 選手 古川　聖梧 滋賀県立彦根工業高等学校 3 犬上郡甲良町

45 ソフトボール 少年男子 選手 北村　永久 滋賀県立彦根工業高等学校 1 彦根市

46 ソフトボール 少年男子 選手 伴野　倫 東山高等学校 1 守山市

47 ソフトボール 少年男子 選手 岡本　豪 滋賀県立栗東高等学校 3 湖南市

48 ソフトボール 少年男子 選手 武内　晃太 滋賀県立栗東高等学校 1 草津市

49 ソフトボール 少年男子 選手 川﨑　真斗 滋賀県立彦根工業高等学校 1 彦根市

51 ソフトボール 少年女子 監督 中西　泰弘 滋賀県立水口高等学校　 教員 蒲生郡日野町

52 ソフトボール 少年女子 選手 谷口　愛理 比叡山高等学校 3 草津市

53 ソフトボール 少年女子 選手 川村　美羽 滋賀県立北大津高等学校 3 高島市

54 ソフトボール 少年女子 選手 西田　鵬代 滋賀県立水口高等学校 3 甲賀市

55 ソフトボール 少年女子 選手 杉江　優湖 滋賀県立大津商業高等学校 2 長浜市

56 ソフトボール 少年女子 選手 四方路　遥菜 比叡山高等学校 3 京都府京都市

57 ソフトボール 少年女子 選手 髙田　千尋 滋賀県立水口高等学校 3 草津市

58 ソフトボール 少年女子 選手 竹内　彩 滋賀県立水口高等学校 3 甲賀市

59 ソフトボール 少年女子 選手 村田　響 比叡山高等学校 3 大阪府交野市

60 ソフトボール 少年女子 選手 濱田　胡桃 滋賀県立大津商業高等学校 3 草津市

61 ソフトボール 少年女子 選手 山元　ななみ 比叡山高等学校 3 大津市

62 ソフトボール 少年女子 選手 川口　雪乃 滋賀学園高等学校 3 東近江市

63 ソフトボール 少年女子 選手 小林　由依 比叡山高等学校 3 大津市

64 ソフトボール 少年女子 選手 岩井　愛紗 滋賀県立大津商業高等学校 2 大津市

65 ソフトボール 少年女子 選手 岡部　汐希 滋賀県立大津商業高等学校 2 大津市

66 ソフトボール 少年女子 選手 西川　実花 比叡山高等学校 3 京都府京都市

67 ソフトボール 少年女子 選手 大野　紗椰 滋賀学園高等学校 3 東近江市

1 バドミントン 成年男子 監督 酒井　良之 株式会社近江兄弟社 彦根市

2 バドミントン 成年男子 選手 三宅　将平 龍谷大学 4 大津市

3 バドミントン 成年男子 選手 増本　康祐 法政大学 1 神奈川県相模原市

4 バドミントン 成年男子 選手 清水　皓基 早稲田大学 2 東京都新宿区
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5 バドミントン 成年女子 監督 上田　晋也 彦根総合高等学校 教員 彦根市

6 バドミントン 成年女子 選手 堤　愛花 金沢学院大学 2 石川県金沢市

7 バドミントン 成年女子 選手 万井　梨乃 龍谷大学 2 草津市

8 バドミントン 成年女子 選手 兒玉　亜依 立命館大学 1 彦根市

9 バドミントン 少年女子 監督 鈴木　草麻生 ぐるぐるパンチ 大津市

10 バドミントン 少年女子 選手 大石　桃花 滋賀短期大学附属高等学校 3 兵庫県尼崎市

11 バドミントン 少年女子 選手 松川　華実 滋賀短期大学附属高等学校 2 大津市

12 バドミントン 少年女子 選手 安田　茉柚 滋賀短期大学附属高等学校 3 大津市

1 弓道 遠的・近的 成年男子 監督 組澤　篤 パナソニック株式会社 草津市

2 弓道 遠的・近的 成年男子 選手 馬渕　信幸 綾羽高等学校 教員 守山市

3 弓道 遠的・近的 成年男子 選手 小倉　僚介 オールライフ保険サービス株式会社 長浜市

4 弓道 遠的・近的 成年男子 選手 下司　惇太 長浜信用金庫 長浜市

5 弓道 遠的・近的 成年男子 選手 木下　大智 彦根市立城陽小学校 職員 彦根市

6 弓道 遠的・近的 成年男子 選手 中村　太郎 綾羽高等学校 教員 草津市

7 弓道 遠的・近的 成年女子 監督 植村　千春 有限会社鈴華 東近江市

8 弓道 遠的・近的 成年女子 選手 清水　美里 彦根市立高宮小学校 教員 彦根市

9 弓道 遠的・近的 成年女子 選手 木村　友美 綾羽高等学校 職員 守山市

10 弓道 遠的・近的 成年女子 選手 藤崎　善弥 東レ株式会社滋賀事業場 大津市

11 弓道 遠的・近的 成年女子 選手 谷　真利 京都コンピュータ学院 2 守山市

12 弓道 遠的・近的 成年女子 選手 安東　雅子 立命館大学 職員 守山市

13 弓道 遠的・近的 少年男子 監督 野玉　隆文 滋賀県立湖南農業高等学校 教員 守山市

14 弓道 遠的・近的 少年男子 選手 林　昂志 滋賀県立草津高等学校 2 大津市

15 弓道 遠的・近的 少年男子 選手 池内　隆成 綾羽高等学校 2 湖南市

16 弓道 遠的・近的 少年男子 選手 和田　晃樹 綾羽高等学校 3 草津市

17 弓道 遠的・近的 少年男子 選手 柴谷　篤輝 綾羽高等学校 2 守山市

18 弓道 遠的・近的 少年男子 選手 寺田　雄飛 滋賀県立彦根翔西館高等学校 3 東近江市

19 弓道 遠的・近的 少年女子 監督 安藤　康英 滋賀県立長浜北高等学校 教員 長浜市

20 弓道 遠的・近的 少年女子 選手 福本　光姫 綾羽高等学校 3 大津市

21 弓道 遠的・近的 少年女子 選手 小城　琴海 近江兄弟社高等学校 2 野洲市

22 弓道 遠的・近的 少年女子 選手 杉島　優羽 滋賀県立長浜北高等学校 2 高島市

23 弓道 遠的・近的 少年女子 選手 高沢　姫奈 綾羽高等学校 2 湖南市

24 弓道 遠的・近的 少年女子 選手 乾　純 綾羽高等学校 2 大阪府豊能郡

1 ライフル射撃 全種目 全種別 監督 梅田　貴文 滋賀県立水口高等学校 教員 甲賀市

2 ライフル射撃 AR60 成年男子 選手 岩崎　貴文 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 湖南市

3 ライフル射撃 AP60 成年男子 選手 谷口　貴也 西日本旅客鉄道株式会社 大津市

4 ライフル射撃 FR60PR 成年男子 選手 岡　篤彦 滋賀県立水口高等学校 教員 湖南市

5 ライフル射撃 FR3×40 成年男子 選手 吉田　義行 日本精工株式会社 草津市

6 ライフル射撃 AP60W 成年女子 選手 田畑　実菜 西川ローズ株式会社 甲賀市

7 ライフル射撃 AR60W 成年女子 選手 中口　遥 滋賀ダイハツ販売株式会社 草津市

8 ライフル射撃 R3×40 成年女子 選手 鵜飼　風音 株式会社たねや 甲賀市

9 ライフル射撃 BR60J 少年男子 選手 後藤　琉希 滋賀学園高等学校 2 犬上郡甲良町

10 ライフル射撃 AR60J 少年男子 選手 加納　万里 滋賀県立水口高等学校 2 蒲生郡日野町

11 ライフル射撃 BP60J 少年男子 選手 岡　光志 滋賀県立水口高等学校 2 蒲生郡日野町

12 ライフル射撃 AR60WJ 少年女子 選手 岡本　好未 滋賀県立水口高等学校 3 甲賀市

13 ライフル射撃 BR60WJ 少年女子 選手 折田　采花 滋賀県立水口高等学校 2 甲賀市

14 ライフル射撃 BP60WJ 少年女子 選手 村田　薫美 滋賀県立水口高等学校 2 大津市

1 剣道 成年女子 監督兼選手 今井　美佐 滋賀県立草津東高等学校 職員 草津市

2 剣道 成年女子 選手 八木　優澄 国士舘大学 1 東京都多摩市

3 剣道 成年女子 選手 久米　祐衣 久米損害保険事務所 彦根市

4 剣道 少年男子 監督 竹澤　大助 滋賀県立草津東高等学校 教員 湖南市

5 剣道 少年男子 選手 岩城　侑志 滋賀県立八幡工業高等学校 3 守山市

6 剣道 少年男子 選手 尾田　智哉 滋賀県立草津東高等学校 3 栗東市
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7 剣道 少年男子 選手 佐々木　歩騎 滋賀県立八幡工業高等学校 3 草津市

8 剣道 少年男子 選手 竹澤　拓人 滋賀県立草津東高等学校 3 湖南市

9 剣道 少年男子 選手 井上　優斗 比叡山高等学校 3 甲賀市

10 剣道 少年女子 監督 乙須　一心 滋賀短期大学附属高等学校 教員 草津市

11 剣道 少年女子 選手 前川　瑞稀 滋賀県立草津東高等学校 2 彦根市

12 剣道 少年女子 選手 吉本　莉香 比叡山高等学校 3 大津市

13 剣道 少年女子 選手 山田　葵 比叡山高等学校 2 東近江市

14 剣道 少年女子 選手 古橋　明日香 滋賀県立河瀬高等学校 3 近江八幡市

15 剣道 少年女子 選手 村山　綾音 滋賀県立草津東高等学校 3 愛知郡愛荘町

1 ラグビーフットボール 成年男子 監督 大澤　憲司 株式会社Kプラニング 長浜市

2 ラグビーフットボール 成年男子 選手 松本　空海 株式会社ジーケーエス 彦根市

3 ラグビーフットボール 成年男子 選手 鳥居　嵩司 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

4 ラグビーフットボール 成年男子 選手 角　颯真 滋賀県立東大津高等学校 教員 草津市

5 ラグビーフットボール 成年男子 選手 藏立　絋宇 彦根市立東中学校 教員 近江八幡市

6 ラグビーフットボール 成年男子 選手 伊勢村　直輝 京都橘大学 4 草津市

7 ラグビーフットボール 成年男子 選手 村中　章吾 ケアコネクション株式会社 甲賀市

8 ラグビーフットボール 成年男子 選手 若松　徹 株式会社村田製作所 野洲市

9 ラグビーフットボール 成年男子 選手 今藤　堅太 びわこ成蹊スポーツ大学 3 大津市

10 ラグビーフットボール 成年男子 選手 川上　順紀 東近江市立朝桜中学校 教員 東近江市

11 ラグビーフットボール 成年男子 選手 中屋　孝広 東洋実業株式会社 大津市

12 ラグビーフットボール 女子 監督 小堀　文雄 大津市立瀬田東小学校 教員 大津市

13 ラグビーフットボール 女子 選手 安武　智美 聖母女学院大学 1 大津市

14 ラグビーフットボール 女子 選手 杉江　芽衣奈 関西大学 1 草津市

15 ラグビーフットボール 女子 選手 ロス・スミス 絵梨花 京都府立大学 1 大津市

16 ラグビーフットボール 女子 選手 深田　百愛 近江兄弟社高等学校 3 大津市

17 ラグビーフットボール 女子 選手 安井　光 京都精華高等学校 3 大津市

18 ラグビーフットボール 女子 選手 佐古　栞音 滋賀県立湖南農業高等学校 2 大津市

19 ラグビーフットボール 女子 選手 新名　文音 滋賀学園高等学校 2 守山市

20 ラグビーフットボール 女子 選手 古川　ロコ 滋賀県立守山北高等学校 2 守山市

21 ラグビーフットボール 女子 選手 細野　柚 滋賀県立大津商業高等学校 2 草津市

22 ラグビーフットボール 女子 選手 瀧　友香子 滋賀県立膳所高等学校 1 大津市

23 ラグビーフットボール 少年男子 監督 辻井　將孝 光泉カトリック高等学校 教員 京都府京都市

24 ラグビーフットボール 少年男子 選手 津田　仁 光泉カトリック高等学校 3 京都府京都市

25 ラグビーフットボール 少年男子 選手 恩田　慶吾 滋賀学園高等学校 3 彦根市

26 ラグビーフットボール 少年男子 選手 木村　隆聖 光泉カトリック高等学校 3 草津市

27 ラグビーフットボール 少年男子 選手 南　勝太 滋賀学園高等学校 3 彦根市

28 ラグビーフットボール 少年男子 選手 酒井　人和 光泉カトリック高等学校 3 京都府亀岡市

29 ラグビーフットボール 少年男子 選手 内野　裕太 光泉カトリック高等学校 3 草津市

30 ラグビーフットボール 少年男子 選手 原田　駿 光泉カトリック高等学校 3 大阪府枚方市

31 ラグビーフットボール 少年男子 選手 山鹿　楓太 光泉カトリック高等学校 3 米原市

32 ラグビーフットボール 少年男子 選手 粕淵　爽介 滋賀学園高等学校 3 米原市

33 ラグビーフットボール 少年男子 選手 尾崎　恵大 光泉カトリック高等学校 3 京都府京都市

34 ラグビーフットボール 少年男子 選手 丸井　翼 滋賀学園高等学校 3 東近江市

35 ラグビーフットボール 少年男子 選手 西村　長 光泉カトリック高等学校 2 京都府京都市

36 ラグビーフットボール 少年男子 選手 東　海隼 光泉カトリック高等学校 3 京都府京都市

37 ラグビーフットボール 少年男子 選手 桑原　大翔 滋賀学園高等学校 3 彦根市

38 ラグビーフットボール 少年男子 選手 奈須　貴大 光泉カトリック高等学校 3 京都府京都市

39 ラグビーフットボール 少年男子 選手 田中　秀平 滋賀学園高等学校 3 東近江市

40 ラグビーフットボール 少年男子 選手 東谷　和樹 滋賀県立膳所高等学校 3 大津市

41 ラグビーフットボール 少年男子 選手 北川　直樹 滋賀県立八幡工業高等学校 3 近江八幡市

42 ラグビーフットボール 少年男子 選手 西澤　賢佑 滋賀県立膳所高等学校 3 大津市

43 ラグビーフットボール 少年男子 選手 松田　秀太 滋賀県立八幡工業高等学校 3 大津市
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44 ラグビーフットボール 少年男子 選手 中山 凌之介 光泉カトリック高等学校 2 京都府京都市

45 ラグビーフットボール 少年男子 選手 浦　颯太 光泉カトリック高等学校 3 草津市

46 ラグビーフットボール 少年男子 選手 中峯　将 光泉カトリック高等学校 2 京都府京都市

1 スポーツクライミング リード・ボルダリング 成年女子 監督 大越　玉代 環境企画アヴュ 彦根市

2 スポーツクライミング リード・ボルダリング 成年女子 選手 下村　麻瑞 滋賀県山岳連盟 草津市

3 スポーツクライミング リード・ボルダリング 成年女子 選手 蒲生　理恵 滋賀県山岳連盟 野洲市

4 スポーツクライミング リード・ボルダリング 少年男子 監督 小林　広幸 滋賀県立八幡工業高等学校 教員 長浜市

5 スポーツクライミング リード・ボルダリング 少年男子 選手 橋山　純乃介 彦根市立稲枝中学校 3 彦根市

6 スポーツクライミング リード・ボルダリング 少年男子 選手 北野　太陽 滋賀県立石山高等学校 2 大津市

1 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 全種別 監督 野﨑　信宏 滋賀県庁 大津市

2 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 成年男子 選手 福島　森 滋賀県庁 草津市

3 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 成年男子 選手 奥田　翔悟 医療法人幸生会琵琶湖中央病院 近江八幡市

4 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 成年男子 選手 徳田　誠士 西の湖クラブ 近江八幡市

5 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 成年女子 選手 片岡　尚子 ＴＥＡＭＳＥＴＡＧＡＷＡ 東京都青梅市

6 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 成年女子 選手 池田　百伽 滋賀県立大津高等学校 教員 大津市

7 カヌー スラローム・ワイルドウォーター 成年女子 選手 奥田　花 西の湖クラブ 近江八幡市

8 カヌー スプリント 全種別 監督 饗場　忠佳 滋賀県立八日市南高等学校 教員 近江八幡市

9 カヌー スプリント 成年男子 選手 今西　陸人 立命館大学 3 大津市

10 カヌー スプリント 成年男子 選手 小梶　孝行 株式会社たねや 東近江市

11 カヌー スプリント 成年女子 選手 今西　愛依 立命館大学 1 大津市

12 カヌー スプリント 成年女子 選手 深尾　美萌彬 滋賀県立大津高等学校 3 栗東市

13 カヌー スプリント 少年男子 選手 名越　栄作 滋賀県立堅田高等学校 3 大津市

14 カヌー スプリント 少年男子 選手 滋賀県立大津高等学校 3 大津市

15 カヌー スプリント 少年男子 選手 岩井　壯太 滋賀県立八幡商業高等学校 3 野洲市

16 カヌー スプリント 少年男子 選手 鈴木　悠太 比叡山高等学校 3 大津市

17 カヌー スプリント 少年男子 選手 中岡　誠琉 大津市立皇子山中学校 3 大津市

18 カヌー スプリント 少年男子 選手 手嶋　章人 比叡山高等学校 2 大津市

19 カヌー スプリント 少年男子 選手 坂口　陽都 比叡山高等学校 2 大津市

20 カヌー スプリント 少年男子 選手 樋上　智大 滋賀県立大津高等学校 3 大津市

21 カヌー スプリント 少年男子 選手 成田　渡 滋賀県立大津高等学校 2 大津市

22 カヌー スプリント 少年男子 選手 滋賀県立大津高等学校 2 野洲市

23 カヌー スプリント 少年女子 選手 小林　陽菜 滋賀県立大津高等学校 2 近江八幡市

24 カヌー スプリント 少年女子 選手 山口　結子 滋賀県立大津高等学校 2 近江八幡市

25 カヌー スプリント 少年女子 選手 桐畑　志帆 大津市立志賀中学校 3 大津市

1 アーチェリー 成年男子 監督 仲田　善裕 滋賀県立草津東高等学校 教員 草津市

2 アーチェリー 成年男子 選手 山本　雅也 株式会社イシダ 野洲市

3 アーチェリー 成年男子 選手 山本　和真 京都産業大学 3 大津市

4 アーチェリー 成年男子 選手 長谷川　颯磨 甲南大学 4 兵庫県神戸市

5 アーチェリー 成年女子 監督 溪　　　充 滋賀県立草津東高等学校 教員 大津市

6 アーチェリー 成年女子 選手 志知　姫樺 龍谷大学 4 大津市

7 アーチェリー 成年女子 選手 三浦　慧子 龍谷大学 3 栗東市

8 アーチェリー 成年女子 選手 西村　かなえ 同志社大学 2 野洲市

9 アーチェリー 少年男子 監督 吉瀧　拓真 滋賀県立北大津高等学校 教員 大津市

10 アーチェリー 少年男子 選手 艗　佳吾 滋賀県立草津東高等学校 3 野洲市

11 アーチェリー 少年男子 選手 小西　勇人 滋賀県立草津東高等学校 3 大津市

12 アーチェリー 少年男子 選手 五島　比勇大 滋賀県立北大津高等学校 3 大津市

13 アーチェリー 少年女子 監督 中井　貴久 滋賀県立大津商業高等学校 教員 大津市

14 アーチェリー 少年女子 選手 勝見　麗 滋賀県立大津商業高等学校 2 大津市

15 アーチェリー 少年女子 選手 原田　愛実 滋賀県立大津商業高等学校 2 大津市

16 アーチェリー 少年女子 選手 福原　綾乃 滋賀県立草津東高等学校 2 野洲市
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競技別 競技名 種目 種別 区分 氏名 所属 学年等 現住所

1 空手道 形　個人戦 成年男女 監督 山本　良太郎 社会福祉法人　幸寿会 草津市

2 空手道 形　個人戦 少年男女 監督 山本　喜久 株式会社ASAP 栗東市

3 空手道 形　個人戦 成年男子 選手 竹内　誠竜 国士舘大学 2 東京都調布市

4 空手道 形　個人戦 成年女子 選手 草野　千裕 山梨学院大学 2 山梨県甲府市

5 空手道 形　個人戦 少年男子 選手 𠮷村　將斗 滋賀県立水口高等学校 1 東近江市

6 空手道 形　個人戦 少年女子 選手 岡川　夢花 滋賀県立玉川高等学校 3 近江八幡市

1 なぎなた 少年女子 監督 北村　由美子 滋賀県なぎなた連盟 彦根市

2 なぎなた 少年女子 選手 小南　志歩 滋賀県立彦根翔西館高等学校 2 彦根市

3 なぎなた 少年女子 選手 岡野　汐夏 滋賀県立彦根翔西館高等学校 1 長浜市

4 なぎなた 少年女子 選手 山本　七叶 滋賀県立彦根翔西館高等学校 1 彦根市

1 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年男子 監督兼選手 池本　雅尚 滋賀県立むれやま荘 大津市

2 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年男子 選 手 近藤　雄太 日本ソフト開発株式会社 彦根市

3 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年男子 選 手 平中　亮輔 三恵工業株式会社 野洲市

4 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年男子 選 手 千葉　鉄也 日本郵便株式会社 大津市

5 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年女子 監 督 桑原　敏弘 パナソニック株式会社アプライアンス社 大津市

6 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年女子 選 手 筈井　飛鳥 琵琶湖汽船株式会社 大津市

7 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年女子 選 手 近藤　沙矢可 株式会社　平和商事ヒュ－マン 草津市

8 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年女子 選 手 中村　千容 医療法人恭昭会　彦根中央病院 彦根市

9 ボウリング 個人戦・２人チーム戦・４人チーム戦 成年女子 選 手 竹山　亜希 滋賀県ボウリング連盟 大津市

10 ボウリング 個人戦・２人チーム戦 少年男子 監督 園田　多華生 東レ株式会社 守山市

11 ボウリング 個人戦・２人チーム戦 少年男子 選手 大坪　史弥 栗東市立栗東西中学校 3 栗東市

12 ボウリング 個人戦・２人チーム戦 少年男子 選手 田代　敬人 東近江市立聖徳中学校 3 東近江市

13 ボウリング 個人戦・２人チーム戦 少年女子 監 督 筈井　麻子 株式会社びわこビジネスサービス 大津市

14 ボウリング 個人戦・２人チーム戦 少年女子 選 手 北村　らな 滋賀県立彦根翔西館高等学校 1 彦根市

15 ボウリング 個人戦・２人チーム戦 少年女子 選 手 小森　千沙 滋賀県立愛知高等学校 3 彦根市

1 ゴルフ 少年男子 監督 木場　幸次 株式会社 プリンスホテル 蒲生郡竜王町

2 ゴルフ 少年男子 選手 原　　匠生 立命館守山高等学校 2 大津市

3 ゴルフ 少年男子 選手 小松　快聖 立命館守山高等学校 3 近江八幡市

4 ゴルフ 少年男子 選手 小松　大洋 近江兄弟社中学校 3 近江八幡市


