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滋賀県中学校秋季総合体育大会（女子）　栄光の足跡

草　　　津

日　　　野 彦　根　南 南　　　郷

稲　　　枝

稲　　　枝

南　　　郷 日　　　野

長　浜　南 長　浜　西

彦　根　南

野　　　洲

日　野　東

甲　　　西

日　野　東 守　　　山 彦　根　南 稲　　　枝

長　浜　南 長　浜　西

甲　　　南 甲　　　西

日　野　東 守　　　山 彦　根　南 甲　　　良

彦　根　南 秦　　　荘 浅　井　東

甲　　　西 野　　　洲 彦　根　南 （不明）

長　浜　西 湖　　　北

長　浜　南 虎　　　姫

稲　　　枝

野　　　洲 日　野　西 彦　根　南 稲　　　枝

長　浜　南

長　浜　西

長　浜　西 浅　　　井

甲　　　南 信　　　楽

八　　　幡 日　野　東 （不明） （不明）

彦　根　西

秦　　　荘

虎　　　姫 長　浜　西

湖　　　南 甲　　　南 稲　　　枝 彦　根　南

び　　　わ 長　浜　北

長　浜　北

浅　　　井 長　浜　北

八　　　幡 甲　　　南 （不明） （不明） 長　浜　北 浅　　　井

八　　　幡 湖　　　南 秦　荘　北

（不明）

皇　子　山

（不明）

粟　　　津

粟　　　津

打　　　出

皇　子　山

粟　　　津

甲　　　南

粟　　　津

粟　　　津

打　　　出

打　　　出

打　　　出

稲　　　枝

明　　　和 稲　　　枝

打　　　出

（不明）

皇　子　山

皇　子　山

皇　子　山

瀬　　　田

松　　　原

今　　　津

粟　　　津

（不明）

（不明）

米　　　原

愛　　　西

（不明）

明　　　富

（不明）

（不明）

中　　　主

打　　　出

（不明）

打　　　出

優　　　勝 準　優　勝

愛　　　西

皇　子　山

優　勝 準優勝 優　勝 準優勝 優　勝 準優勝

湖　　　西 湖　　　南 湖　　　東 湖　　　北

優　勝 準優勝

優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位

浅　　　井 守　　　山

日　　　野 長　浜　南
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優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝

19 S47 安　曇　川 湖　　　西 滋賀大附属 粟　　　津 甲　　　西 信　　　楽 日　　　野 安　　　土 豊　　　日 彦　根　南 長　浜　南 双　　　葉 浅　　　井 湖　　　北

20 S48 安　曇　川 湖　　　西 滋賀大附属 南　　　郷 水　　　口 信　　　楽 日　　　野 青　　　野 稲　　　枝 彦　根　西 長　浜　西 長　浜　南 浅　　　井 湖　　　北

21 S49 安　曇　川 湖　　　西 皇　子　山 滋賀大附属 甲　　　賀 信　　　楽 日　　　野 蒲　　　生 彦　根　南 稲　　　枝 長　浜　南 河　　　南 び　　　わ 湖　　　北

22 S50 安　曇　川 湖　　　西 滋賀大附属 皇　子　山 信　　　楽 甲　　　西 日　　　野 蒲　　　生 彦　根　西 彦　根　南 長　浜　南 長　浜　西 湖　　　北 び　　　わ

23 S51 湖　　　西 安　曇　川 瀬　　　田 滋賀大附属 信　　　楽 甲　　　賀 日　　　野 安　　　土 稲　　　枝 豊　　　日 柏　　　原 長　浜　北 び　　　わ 湖　　　北

24 S52 安　曇　川 湖　　　西 瀬　　　田 粟　　　津 甲　　　西 水　　　口 朝　　　桜 聖　　　徳 彦　根　西 稲　　　枝 柏　　　原 長　浜　北 び　　　わ 湖　　　北

25 S53 湖　　　西 安　曇　川 瀬　　　田 滋賀大附属 水　　　口 信　　　楽 玉　　　園 日　　　野 稲　　　枝 彦　根　東 柏　　　原 長　浜　北 び　　　わ 浅　　　井

26 S54 湖　　　西 安　曇　川 粟　　　津 瀬　　　田 水　　　口 甲　　　南 青　　　野 日　　　野 彦　根　西 多　　　賀 長　浜　東 長　浜　南 湖　　　北 び　　　わ

27 S55 安　曇　川 湖　　　西 瀬　　　田 滋賀大附属 水　　　口 石　　　部 青　　　野 五　個　荘 稲　　　枝 豊　　　日 河　　　南 長　浜　東 浅　　　井 湖　　　北

優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝

28 S56 湖　　　西 安　曇　川 皇　子　山 田　　　上 新　　　堂 松　　　原 八　　　幡 近江兄弟社 甲　　　西 信　　　楽 玉　　　園 青　　　野 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　東 双　　　葉 浅　　　井 湖　　　北

29 S57 志　　　賀 安　曇　川 瀬　　　田 滋賀大附属 栗　　　東 松　　　原 八　　　幡 守　　　山 甲　　　西 水　　　口 青　　　野 朝　　　桜 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　東 長　浜　西 浅　　　井 び　　　わ

30 S58 志　　　賀 安　曇　川 瀬　　　田 瀬　田　北 新　　　堂 栗　　　東 八　　　幡 守　　　山 水　　　口 日　　　枝 青　　　野 玉　　　園 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　東 長　浜　西 浅　　　井 び　　　わ

31 S59 湖　　　西 安　曇　川 瀬　田　北 瀬　　　田 新　　　堂 栗　　　東 守　山　南 八　　　幡 日　　　枝 水　　　口 能　登　川 青　　　野 稲　　　枝 彦　根　西 長　浜　西 長　浜　南 び　　　わ 湖　　　北

32 S60 安　曇　川 湖　　　西 瀬　　　田 南　　　郷 草　　　津 高　　　穂 八　　　幡 野　洲　北 日　　　枝 水　　　口 玉　　　園 能　登　川 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　北 長　浜　西 浅　　　井 び　　　わ

33 S61 湖　　　西 安　曇　川 瀬　　　田 滋賀大附属 高　　　穂 葉　　　山 野　　　洲 八　　　幡 日　　　枝 甲　　　賀 能　登　川 玉　　　園 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　東 長　浜　北 び　　　わ 浅　　　井

34 S62 湖　　　西 マ　キ　ノ 滋賀大附属 瀬　　　田 葉　　　山 新　　　堂 八　　　幡 野　　　洲 日　　　枝 甲　　　南 玉　　　園 日　　　野 稲　　　枝 彦　根　西 長　浜　北 長　浜　東 浅　　　井 湖　　　北

35 S63 湖　　　西 マ　キ　ノ 粟　　　津 唐　　　崎 葉　　　山 草　　　津 八　　　幡 守　山　南 甲　　　南 日　　　枝 玉　　　園 日　　　野 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　東 長　浜　北 浅　　　井 び　　　わ

36 H元 湖　　　西 マ　キ　ノ 瀬　　　田 南　　　郷 草　　　津 高　　　穂 八　　　幡 八　幡　東 甲　　　西 甲　西　北 日　　　野 竜　　　王 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　北 長　浜　西 浅　　　井 び　　　わ

37 H2 志　　　賀 湖　　　西 南　　　郷 瀬　田　北 高　　　穂 草　　　津 八　幡　東 八　　　幡 信　　　楽 甲　西　北 竜　　　王 玉　　　園 稲　　　枝 彦　　　根 長　浜　西 長　浜　東 浅　　　井 び　　　わ

38 H3 湖　　　西 志　　　賀 打　　　出 瀬　　　田 新　　　堂 高　　　穂 八　幡　東 八　　　幡 城　　　山 石　　　部 竜　　　王 玉　　　園 稲　　　枝 彦　根　西 長　浜　西 長　浜　北 浅　　　井 び　　　わ

39 H4 湖　　　西 安　曇　川 南　　　郷 滋賀大附属 新　　　堂 高　　　穂 野　洲　北 明　　　富 甲　　　西 石　　　部 日　　　野 竜　　　王 稲　　　枝 彦　根　南 長　浜　西 長　浜　北 浅　　　井 び　　　わ

40 H5 湖　　　西 安　曇　川 滋賀大附属 南　　　郷 草　　　津 新　　　堂 八　　　幡 野　　　洲 水　　　口 甲　西　北 安　　　土 日　　　野 甲　　　良 彦根 中 央 長　浜　北 河　　　南 び　　　わ 浅　　　井

41 H6 安　曇　川 志　　　賀 南　　　郷 日　　　吉 高　　　穂 草　　　津 野　洲　北 八　幡　西 甲　西　北 甲　　　西 安　　　土 朝　　　桜 稲　　　枝 彦　根　西 長　浜　西 長　浜　南 浅　　　井 び　　　わ

42 H7 湖　　　西 志　　　賀 打　　　出 南　　　郷 老　　　上 草　　　津 八　　　幡 守　山　南 水　　　口 石　　　部 安　　　土 能　登　川 稲　　　枝 甲　　　良 長　浜　西 長　浜　南 び　　　わ 浅　　　井

43 H8 今　　　津 湖　　　西 南　　　郷 瀬　　　田 新　　　堂 草　　　津 野　洲　北 八　　　幡 甲　西　北 水　　　口 日　　　野 安　　　土 多　　　賀 稲　　　枝 米　　　原 長　浜　南 浅　　　井 び　　　わ

44 H9 志　　　賀 今　　　津 粟　　　津 真　　　野 新　　　堂 草　　　津 守　山　南 八　幡　西 甲　　　西 甲　西　北 安　　　土 能　登　川 稲　　　枝 彦　　　根 米　　　原 長　浜　南 浅　　　井 び　　　わ
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八　　　幡 松　　　原

松　　　原 八　　　幡

八　　　幡 草　　　津

草　　　津

松　　　原 守　　　山

八　　　幡 松　　　原

守　　　山 草　　　津
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栗　　　東 八　　　幡

栗　　　東
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45 H10

46 H11

47 H12

48 H13

49 H14

50 H15

51 H16

52 H17

53 H18

54 H19

55 H20

56 H21

57 H22

58 H23

59 H24

60 H25

61 H26

62 H27

63 H28

64 H29

彦 根 中 央・彦　根
南

河　　　瀬・愛　　　知

長　浜　西・浅　　　井
び　　　わ・長　浜　北

南　　　郷・皇　子　山
真　　　野・打　　　出

高　　　穂・栗　　　東
草　　　津・葉　　　山

近江兄弟社・八　　　幡
市 立 守 山・野　洲

北

信　　　楽・甲　　　南
城　　　山・甲　西　北

船　　　岡・日　　　野
五　個　荘・朝　　　桜

彦　根　南・多　　　賀
愛　　　知・豊　　　日

長　浜　北・長　浜　西
び　　　わ・湖　　　北

南　　　郷・志　　　賀
北　大　路・皇　子　山

玉　　　川・老　　　上
高　　　穂・葉　　　山

守　山　南・野　　　洲
明　　　富・近江兄弟社

甲　　　南・信　　　楽
甲　西　北・城　　　山

五　個　荘・船　　　岡
朝　　　桜・能　登　川

彦　根　南・稲　　　枝
彦 根 中 央・多

賀

び　　　わ・長　浜　北
湖　　　北・大　　　東

南　　　郷・石　　　山
北　大　路・志　　　賀

高　　　穂・玉　　　川
栗　　　東・葉　　　山

安　　　土・中　　　主
市 立 守 山・守　山

南

甲　　　南・甲　西　北
水　　　口・城　　　山

五　個　荘・朝　　　桜
日　　　野・船　　　岡

湖　　　北・長　浜　北
浅　　　井・び　　　わ

五　個　荘・能　登　川
竜　　　王・日　　　野

河　　　瀬・彦　根　東
豊　　　日・秦　　　荘

長　浜　北・浅　　　井
大　　　東・長　浜　南

北　大　路・志　　　賀
真　　　野・南　　　郷

栗　　　東・玉　　　川
葉　　　山・高　　　穂

中　　　主・安　　　土
市 立 守 山・守　山

南

石　　　部・城　　　山
甲　西　北・信　　　楽

日　　　野・能　登　川
船　　　岡・五　個　荘

稲　　　枝・彦　根　東
多　　　賀・愛　　　知

3B 4

湖　　　西
田　　　上・真　　　野
石　　　山・瀬　　　田

草　　　津・栗　東　西
玉　　　川・高　　　穂

守　山　南・中　　　主
市 立 守 山・安

土

甲　西　北・水　　　口
信　　　楽・石　　　部

日　　　野・朝　　　桜
湖　　　東・五　個　荘

彦　根　南・秦　　　荘
稲　　　枝・豊　　　日

ブロック 1 2 3A

秦　　　荘・稲　　　枝
彦　根　南・多　　　賀

石　　　部・甲　　　西
城　　　山・甲　　　南

安　曇　川
北　大　路・真　　　野
皇　子　山・青　　　山

甲　西　北・甲　　　賀
城　　　山・甲　　　南

老　　　上・高　　　穂
新　　　堂・葉　　　山

市 立 守 山・県 立 守
山

中　　　主・守　山　南

5 7・8

大　　　東・長　浜　北
長　浜　南・浅　　　井

長　浜　北・大　　　東
長　浜　南・浅　　　井

6

甲　　　南・石　　　部
甲　　　賀・甲　西　北

新　　　堂・老　　　上
玉　　　川・栗　　　東

守　山　南・近江兄弟社
市 立 守 山・中

主

五　個　荘・能　登　川
安　　　土・朝　　　桜

安　曇　川
瀬　田　北・青　　　山
南　　　郷・田　　　上

長　浜　北 浅　　　井

稲　　　枝・秦　　　荘
多　　　賀・豊　　　日

長　浜　北湖　　　西
田　　　上・粟　　　津
真　　　野・北　大　路

新　　　堂・草　　　津
栗　　　東・老　　　上

八　　　幡・市 立 守
山

野　　　洲・守　山　南
び　　　わ

朝　　　桜・五　個　荘
能　登　川・安　　　土

稲　　　枝・多　　　賀
彦　根　南・秦　　　荘

長　浜　北 浅　　　井

稲　　　枝・豊　　　日
多　　　賀・秦　　　荘

湖　　　西
南　　　郷・田　　　上
青　　　山・粟　　　津

玉　　　川・草　　　津
葉　　　山・新　　　堂

守　山　南・野　　　洲
市 立 守 山・中

主

甲　　　賀・甲　　　南
信　　　楽・甲　西　北

朝　　　桜・安　　　土

湖　　　西
南　　　郷・真　　　野
瀬　　　田・北　大　路

新　　　堂・栗　　　東
老　　　上・玉　　　川

守　山　南・市 立 守
山

近江兄弟社・明　　　富

甲　　　賀・日　　　枝
水　　　口・甲　　　南

日　　　野・朝　　　桜

浅　　　井

志　　　賀
石　　　山・打　　　出
粟　　　津・南　　　郷

栗　東　西・老　　　上
栗　　　東・葉　　　山

八　　　幡・守　山　南
野　洲　北・明　　　富

甲　　　西・日　　　枝
甲　　　賀・甲　西　北

日　　　野・安　　　土
稲　　　枝・豊　　　日
多　　　賀・秦　　　荘

大　　　東 浅　　　井

米　　　原 浅　　　井

湖　　　西 南　　　郷 栗　東　西 明　　　富 日　　　枝 安　　　土・五　個　荘 多　　　賀・稲　　　枝 米　　　原

豊　　　日 米　　　原 浅　　　井

湖　　　西 南　　　郷 栗　東　西 守　山　南 甲　西　北 安　　　土 稲　　　枝・豊　　　日

志　　　賀 南　　　郷 新　　　堂 近江兄弟社 石　　　部 安　　　土

8

志　　　賀 日　　　吉 新　　　堂 明　　　富 石　　　部・甲　西　北 安　　　土 多　　　賀 米　　　原 浅　　　井
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甲　　　南・石　　　部
甲　西　北・甲　　　賀

五　個　荘・安　　　土
朝　　　桜・日　　　野

稲　　　枝・豊　　　日
多　　　賀・秦　　　荘

湖　　　北・大　　　東
浅　　　井・長　浜　西

安　曇　川
田　　　上・南　　　郷
瀬　田　北・北　大　路

草　　　津・玉　　　川
老　　　上・栗　　　東

守　山　南・近江兄弟社
中　　　主・市 立 守

山

甲　　　南・信　　　楽
石　　　部・甲　西　北

安　　　土・朝　　　桜
能　登　川・日　　　野

稲　　　枝・多　　　賀
彦 根 中 央・秦

荘

長　浜　西・浅　　　井
大　　　東・長　浜　北

安　曇　川
田　　　上・打　　　出
北　大　路・南　　　郷

葉　　　山・玉　　　川
高　　　穂・草　　　津

守　山　南・八　　　幡
市 立 守 山・中

主
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瀬　　　田・志　　　賀
真　　　野・南　　　郷

松　　　原・玉　　　川
葉　　　山・草　　　津

中　　　主・安　　　土
守　山　南・市 立 守

山

信　　　楽・石　　　部
城　　　山・甲　西　北

日　　　野・竜　　　王
能　登　川・五　個　荘

稲　　　枝・愛　　　知
彦 根 中 央・多

賀

び　　　わ・大　　　東
長　浜　北・浅　　　井

3B

彦 根 中 央・彦
根

稲　　　枝・彦　根　南

長　浜　西・浅　　　井
長　浜　南・び　　　わ

皇　子　山・粟　　　津
打　　　出・南　　　郷

草　　　津・玉　　　川
栗　　　東・葉　　　山

近江兄弟社・安　　　土
市 立 守 山・野　洲

北

信　　　楽・甲　　　賀
水　　　口・城　　　山

日　　　野・能　登　川
聖　　　徳・船　　　岡

彦　根　南・彦　　　根
稲　　　枝・豊　　　日

長　浜　北・び　　　わ
湖　　　北・長　浜　西

堅　　　田・打　　　出
青　　　山・瀬　田　北

新　　　堂・栗　東　西
栗　　　東・高　　　穂

近江兄弟社・守　山　南
野　洲　北・明　　　冨

甲　　　賀・水　　　口
城　　　山・信　　　楽

日　　　野・竜　　　王
玉　　　園・朝桜船岡合

同


