
 
夏季総体ブロック 1日目の結果（2022．7.21） 

 
陸上競技部    ＜会場＞布引運動公園 
  男子共通円盤投 ４位 中村 橘平 
  男子共通 3000ｍ ６位 岩井 樹 

男子共通 200ｍ  ７位 伊藤 大紘 
女子砲丸投   ８位 金田 琉杏 

   
  
バスケットボール部男子 ＜会場＞湖南市体育館 
   ：日枝中 〇６０：４７  ２日目ヘ 
 
バスケットボール部女子＜会場＞湖南市体育館 
  ：石部中 〇４１：１８  ２日目へ 
 
卓球部男子    ＜会場＞甲南中学校 
   ：甲西北中 〇３：０ 
   ：甲南中  ●０：３ 
決勝ﾘｰｸﾞ ：水口中 〇３：２ 
    ：甲西中 〇３：１  県大会へ 

 個人                
   ５位 大西温士、中嶋知恭 

ソフトボール部 ＜会場＞能登川中学校 
    ：日枝中 ●２：１２  敗者復活へ 
 
  サッカー部   ＜会場＞水口スポーツの森 
    ：日枝中 〇８：０  
 

ソフトテニス部男子 ＜会場＞ 水口中学校 
個人   
染矢永太・染矢颯太ペア ３位 県大会へ 
樋口透也・内門陽太郎ペア 14 位 県大会へ 

    
ソフトテニス部女子 ＜会場＞甲賀中央公園 
個人   ２回戦敗退 

 
軟式野球 ＜会場＞草津グリーンスタジアム 

  ：仰木中 ●１：８× 
 
バレーボール部  ＜会場＞甲西中学校 
  ：甲南中 ●０：２ 
  ：土山中 ●０：２ 

 
 

２日目（2022．7.22）の結果 
 
水泳部         〈会場〉皇子ヶ丘プール 
 １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 1 位 大原 沙季 
 ２００ｍ自由形 1 位 大原 沙季 

１００ｍ自由形 1 位 中村 優斗 
２００ｍ平泳ぎ  1 位 髙畑 琉依   
        ３名６種目 県大会出場 

 
陸上競技部    〈会場〉布引運動公園 
 男子 2・3 年 1500ｍ ５位 髙橋 恭祐 
 女子共通四種競技  ３位 中川 麗菜 
 男子３年 100ｍ   ５位 伊藤 大紘 
 
サッカー部 ＜会場＞ 水口スポーツの森 
 ：甲西北中  〇０：０ PK 4-3 
 ：水口中   ●０：２ ２位 県大会へ 
   
バスケットボール部男子＜会場＞湖南市体育館 
  ：甲西北中 ●２９：４５ 
 
バスケットボール部女子＜会場＞湖南市体育館 
  ：甲西中  〇３４：１９  
  ：甲南中  〇３０：２０  

優勝 県大会へ  
           

 
卓球部女子 〈会場〉甲南中学校  
   ：甲西北中  〇 ３－０  

：水口東中  〇 ３－０ 
    ：水口中   〇 ３－２ 
決勝ﾘｰｸﾞ ：甲西中 〇３：２ 
     ：甲南中 〇３：１ 優勝 県大会へ 
 個人                
  ３位 藤井椿姫 
  ５位 谷心海 藤田梓 藤﨑麻歩 
  ９位 三浦由千華     ５名県大会へ 
 
ソフトテニス女子    〈会場〉甲賀中央公園 
 団体  ：甲西北中 ● ２－１    
 
ソフトテニス男子    〈会場〉水口中学校 
 団体  :信楽中 〇 ２－１ 
    :甲南中 〇 ２－１ 
    :日枝中 ● １－２  
              ３位 県大会へ 
 
ソフトボール部 ＜会場＞能登川中学校 
    ：愛知中 ●３：２６  
   

吹奏楽部（2022.7.23、7.30）の結果 

滋賀県吹奏楽コンクール地区大会 
  〈会場〉 守山市民ホール 

 小編成の部  金賞 県大会へ 
 

中部日本吹奏楽コンクール滋賀県大会 
〈会場〉 ひこね市文化プラザ 

 中学校独自の部  銀賞   



 

夏季総体(県)1 日目の結果（2022．7.27） 

 
卓球部男子   ＜会場＞ウカルちゃんアリーナ 
   ：栗東西中 〇３：０ 
   ：長浜西中 〇３：１ 
  ：唐崎中  〇３：２ 
決勝ﾘｰｸﾞ ：高穂中 ●１：３ 
      ：兄弟社 ●１：３ 
      ：彦根東 ●２：３  県３位 
     
  
バスケットボール部女子 ＜会場＞守山体育館 
    ：栗東西中 〇５２：２４   

 ：栗東中  ●３５：４７  県ベスト８ 

卓球部女子   ＜会場＞ウカルちゃんアリーナ 
   ：柏原中  〇３：１ 
   ：稲枝中  〇３：２ 
決勝ﾘｰｸﾞ ：聖徳中 〇３：２ 
      ：兄弟社 〇３：２ 
      ：伊吹山 ●０：３  県２位 
               近畿大会へ 
 

 

２日目（2022．7.28）の結果 
卓球部男子  ＜会場＞ウカルちゃんアリーナ 
 個人 

大西温士、ベスト 32 
中嶋知恭 ベスト 64 
 

陸上競技部    〈会場〉皇子山陸上競技場 
  ３年男子 100ｍ ７位 伊藤 大紘 
  女子共通四種競技 ６位 中川 麗菜 
 
ソフトテニス男子  〈会場〉長浜市民庭球場 

個人  
染矢永太・染矢颯太ペア ベスト 16 
樋口透也・内門陽太郎ペア ベスト 64   

 

卓球部女子  ＜会場＞ウカルちゃんアリーナ 
 個人 
  藤井椿姫  ベスト 32 

藤田梓・三浦由千華 ベスト 64    
 
水泳部         〈会場〉皇子ヶ丘プール 

５０ｍ自由形 12 位 中村 優斗 
２００ｍ自由形 ５位 大原 沙季 
２００ｍ平泳ぎ  ２位 髙畑 琉依   
              近畿大会へ 

 
３日目（2022．7.29）の結果 

陸上競技部    〈会場〉皇子山陸上競技場 
 男子共通 3000ｍ ４位 岩井 樹 
 女子共通砲丸投げ ７位 金田 琉杏 
 男子共通 1500ｍ ５位 髙橋 恭祐 
 
ソフトテニス男子  〈会場〉長浜市民庭球場 

団体  
   ：五箇荘中 〇２：１ 
   ：市守山中 ●０：２ ベスト８（６位） 

 水泳部         〈会場〉皇子ヶ丘プール 
１００ｍ自由形   ８位 中村 優斗 
１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   ３位 大原 沙季 
              近畿大会へ 
２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ  ２位 髙畑 琉依   
              近畿大会へ 

 

 

吹奏楽部（2022.8.7）の結果 

滋賀県吹奏楽コンクール 
  〈会場〉ひこね市文化プラザ 

 小編成の部  銀賞 
 

近畿大会（2022．8.5、6）の結果 
水泳（競泳の部）〈会場〉 

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ   20 位 大原 沙季 
２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ  21 位 髙畑 琉依   
１００ｍ平泳ぎ    14 位 髙畑 琉依   

  
 


