
順位 競技名 種　別 種　　目 所　　属 得点 備考

１位 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 大橋　悠依 株式会社ナガセ 8.0 大会新

水泳（競泳） 成年女子 100mバタフライ 大橋　悠依 株式会社ナガセ 8.0
ボート 少年女子 シングルスカル 落合　陽乃花 彦根東高校 6.5 ４艇１位

ボート 少年男子 ダブルスカル 宮口　大誠 鷲田　裕貴 瀬田工業高校 19.5 ４艇１位

ボート 少年女子 ダブルスカル 岡田　美有 北川　真由 高島高校・八幡商業高校 19.5 ４艇１位

井上奈々朱 堀川　真理 大野　果歩 関　菜々巳

白井美沙紀 中田　柴乃 中島　未来 小川愛里奈

日高　萌 水杉　玲奈 野呂加南子 大﨑　琴未

ライフル射撃 成年女子 10mエア・ピストル 田畑　実菜 びわこ学院大学 8.0 大会新

ライフル射撃 少年女子 ビーム・ピストル60発 山森　月乃 水口高校 8.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックペア（500m） 菱田　悠杏 山崎　穣 堅田高校・比叡山高校 8.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックペア（200m） 菱田　悠杏 山崎　穣 堅田高校・比叡山高校 8.0

２位 レスリング 成年男子 フリースタイル97kg級 園田　平 自衛隊体育学校 7.0
スポーツクライミング 少年男子 リード 前田　健太郎 伊勢　一真 草津高校 21.0
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 7.0
カヌー 少年女子 スプリント・カヤックペア（500m） 今西　愛依 遠藤　帆夏 比叡山高校・比叡山高校 7.0

３位 陸上競技 成年男子 走高跳 瀬古　優斗 中京大学 5.5
森　海斗 森川　晴貴 井関　渉二 畑野　修平 株式会社森音・西日本旅客鉄道株式会社・朝日大学・滋賀県庁

堀谷　広大 瀧澤　隆介 山田　匠 髙木　温樹 公益財団法人滋賀県スポーツ協会・夏原工業株式会社・朝日大学・立命館大学

的塲　洸希 太田　匡亮 福居　陸希 北村　柊希 聖泉大学・朝日大学・大阪シーリング印刷株式会社・朝日大学

戸田　樹 岩山　航大 立命館大学・立命館大学

八木　希沙 阿久根　千尋 小林　結女 久松　なつき

段下　真衣 中田　鈴香 宮崎　寧子 伊藤　さつき

岡田　恵衣 金本　奈々 木村　仁美

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル65kg級 三多見　明 日野高校 5.5
ウエイトリフティング 少年男子 102㎏級スナッチ 岡崎　龍聖 堅田高校 6.0
ウエイトリフティング 少年男子 ＋102㎏級スナッチ 新宅　陽大 安曇川高校 6.0
ウエイトリフティング 少年男子 ＋102㎏級クリーン＆ジャーク 新宅　陽大 安曇川高校 6.0
馬術 成年男子 国体総合馬術 谷口　真一 水口乗馬クラブ 6.0
カヌー 少年女子 スプリント・カヤックペア（200m） 今西　愛依 遠藤　帆夏 比叡山高校・比叡山高校 6.0

４位 水泳（競泳） 少年男子A 200mバタフライ 十亀 正暉 八日市高校 5.0
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 5.0
ウエイトリフティング 成年男子 67kg級クリーン＆ジャーク 大塚　和 びわこ成蹊スポーツ大学（職員） 5.0
ウエイトリフティング 成年男子 109kg級スナッチ 尾添　勇平 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 5.0
ウエイトリフティング 成年男子 109kg級クリーン＆ジャーク 尾添　勇平 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 5.0
弓道 成年男子 遠的 西脇　真人 谷口　和幸 下司　惇太 公立甲賀病院・株式会社ダイフク・長浜信用金庫 15.0
ボウリング 成年男子 個人戦 千葉　鉄也 日本郵便株式会社 5.0
ライフル射撃 成年女子 R3×40 鵜飼　風音 株式会社たねや 5.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックフォア（200m） 辻　航大 川端　仁太 笠川　昂志郎 名越　栄作 八幡商業高校・八幡商業高校・大津高校・堅田高校 15.0

５位 陸上競技 少年女子 やり投げ 木村　玲奈 近江高校 4.0
深田　健太 鷲田　速人 平尾　竜輝 野村　裕貴

山田　宗一郎 吉田　良平

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル77kg級 影山　大洋 公益財団法人滋賀レイクスターズ 2.5
レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル87kg級 藤井　達哉 青山学院大学 2.5
レスリング 少年男子 フリースタイル80kg級 池田　琢磨 日野高校 2.5
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル51kg級 神吉　寛生 日野高校 2.5
ウエイトリフティング 少年男子 102㎏級クリーン＆ジャーク 岡崎　龍聖 堅田高校 4.0
カヌー 成年女子 スラローム・カナディアンシングル（25ゲート） 小杉　花 八日市南高校 4.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックフォア（500m） 辻　航大 川端　仁太 笠川　昂志郎 名越　栄作 八幡商業高校・八幡商業高校・大津高校・堅田高校 12.0
ボウリング 成年男子 団体2人チーム 伊吹　太陽 千葉　鉄也 株式会社ユーイング・日本郵便株式会社 12.0

福井　健太郎 岡峯　　悠 茶木　陽成 藤本　誉生

江藤　一学 栗田　晴揮 粂田　彪吾 能祖　翔夢

八木　健太郎 田中　裕人 深田　真冶 薄　風海也

河村　佳佑 西村　颯馬 秋元　翔衣 鵜飼　悠矢

６位 陸上競技 少年男子 共通800m 齋藤　恵斗 甲西高校 3.0
ウエイトリフティング 成年男子 67kg級スナッチ 大塚　和 びわこ成蹊スポーツ大学（職員） 3.0
ライフル射撃 少年男子 ビーム・ピストル60発 柏木　秀喜 水口高校 3.0
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 公益財団法人滋賀レイクスターズ 3.0

７位 カヌー 成年女子 ワイルドウォーターカヤックシングル(1500m) 池田　百伽 東大津高校（教員） 2.0
カヌー 成年女子 ワイルドウォータースプリントカヤックシングル 池田　百伽 東大津高校（教員） 2.0
スケート 成年女子 フィギュア 安原　綾菜 野口　望々花 関西大学・関西学院大学 6.0

８位 水泳（競泳） 少年男子A 4×100mメドレーリレー 下村　聖太 山本　聖蓮 古川　裕基 弓削　颯 膳所高校・近江兄弟社高校・比叡山高校・近江兄弟社高校 1.0
馬術 成年女子 ダービー 谷口　しおり 水口乗馬クラブ 1.0
弓道 少年男子 近的 木原　裕登 下司　皓太 植村　修史 彦根翔西館高校・長浜北高校・湖南農業高校 3.0
カヌー 成年女子 スラローム・カナディアンシングル（15ゲート） 小杉　花 八日市南高校 1.0
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 1.0
スケート 成年男子 フィギュア 時國　隼輔 辻村　岳也 同志社大学 3.0
スケート 少年男子 フィギュア 本田ルーカス剛史 小林　隼 綾羽高校・仰木中学校 3.0

合計 470.5

ホッケー 成年男子 48.0

40.0
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バスケットボール 成年女子 滋賀銀行・（一社）滋賀県バスケットボール協会 27.5

選手名

東レアローズバレーボール 成年女子 6人制

天皇杯 30位　皇后杯 28位　　　得点合計870.5点（競技得点470.5点　参加得点400点）　

入賞数 57種目（平成30年度　福井国体　61種目）

ボート 少年男子 舵手付きクオドルプル 瀬田工業高校・膳所高校 12.5

アイスホッケー 少年男子 光泉高校 20.0


