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優勝おめでとう優勝おめでとう10/21（金）
第58回滋賀県中学校秋季総合体育大会
全県大会 団体・個人1位一覧

■イベント情報は変更される場合があります。ご了承下さい ■価格は全て税込みです

Co
ngratulation!1

CafeCafe
 & & Gallallery

161

161

1

1

PlenPlen LunoLuno

559

519

楽しめるカフェ

◆場所：野洲市五条566
◆TEL：077-589-2072

◆期間：11/11(金)～11/13(日)
　　　　11/18(金)～11/23(水・祝)
◆時間：18：00～21：00
　　　 （入園は20：30まで）
◆入園料：大人500円　高大生300円　中学生以下無料
◆問い合わせ：野洲市観光物産協会/077-587-3710
※9：00～16：00までの庭園見学は別途入園料（同料金）が必要

境内には3000本のモミジやカエデの

木があり、一斉に紅葉する様子はまさ

に「錦秋」。11月11日（金）～11月30日(水)

まではライトアップも行われるので、

昼に一度参拝し、近隣各所を散策し、

夜に再度訪れるのもいいかも。

P
プレゼント

主演に木村拓哉を迎えて、夢の映像
プロジェクトが実現！
空前のスケールで描く超弩級＆破格
のエンターテインメント大作、発進!!

●草津市野路1-8 -5 ●TEL：077-566-4480 ●定休日：水曜日 ●駐車場：なし
●営業時間：11：30～20：00(L.O.19：30)、ランチ11：30～ 無くなり次第終了

楽しめるカフェ楽しめるカフェ楽しめるカフェ
音楽占い占い ランチンチ

Plen LunoPlen Luno
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プ レ ン 　 ル ー ノ

◆期間：11/11(金)～11/30(水)
◆時間：17：30～21：00
※日吉大社(境内・参道)のほか、
　西教寺、滋賀院門跡、旧竹林院
　庭園の坂本一帯

◆11/30（水）まで「もみじ祭」を開
　催中。狂言や献茶祭などが行
　われる。

cc

ロードショー

◆場所：大津市坂本5-1-1
◆TEL：077-578-0009
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ボ ー トボ ー ト

テ ニ ステ ニ ス
●男子・団体/瀬田
●男子・シングルスカル/小林秀（今津）
●男子・ダブルスカル
　　 木田勝一郎、中谷昇樹（瀬田）
●男子・舵手付クオドルプル/瀬田
　　　 淺野間友哉、大江悠司
　　　 橋本大樹、成徳輝、松本涼太郎
●女子・団体/瀬田北
●女子・シングルスカル/棚田綾香（瀬田北）
　 ●女子・ダブルスカル
　　  寺内未久、山﨑未羽（瀬田北）
　　 ●女子・舵手付クオドルプル/
　　　      瀬田
　　　       篠原桜、杉本有紗美
　　　       大橋菜月、廣瀬桃香
　　　       村上凜乃

●男子・団体/光泉
●男子・シングルス
　Ａ/平山浩大（青山）   
　Ｂ/上原悠希（湖東）   
●男子・ダブルス
　Ａ/上原悠希、上原航希（湖東）
　Ｂ/清水奎吾、太田哲哉（光泉）
●女子・団体/立命館守山
●女子・シングルス
　Ａ/井出梨香子（守山南）
　Ｂ/黒川彩子（仰木）
●女子・ダブルス
　Ａ/黒川彩子、吉村優花（仰木） 
　Ｂ/田中瑞萌、小川真琴（立命館守山）

ボ ー ト

テ ニ ス

体  操
●男子・団体/栗東西
●男子・個人総合/佐藤誠朗（草津）
●男子・ゆか/寺地祐次郎（高穂）   
●男子・跳馬/佐藤誠朗（草津）  
●男子・鉄棒/佐藤誠朗（草津）  
●男子・鞍馬（奨励種目）
　　　　　　 浅田宥人（栗東西）
●女子・団体/栗東
●女子・個人総合/竹谷清花（栗東西）
●女子・跳馬/竹谷清花（栗東西）
●女子・平均台/竹谷清花（栗東西）
●女子・ゆか/竹谷清花（栗東西）
●女子・段違い平行棒（奨励種目）/
　　　　　 　竹谷清花（栗東西）

体  操

新 体 操新 体 操
●個人総合/西風香（八幡西）
●クラブ/西風香（八幡西）
●リボン/山中望聖（八幡東）

新 体 操

ハンドボールハンドボール
●男子/Ａ：鳥居本
　　　 Ｂ：彦根南
　　　 Ｃ：彦根東
　　　 Ｄ：野洲北
●女子/Ａ：鳥居本
　　　 Ｂ：立命館守山

ハンドボール

アメリカンフットボールアメリカンフットボール
●男子/長浜西

アメリカンフットボール

ホ ッ ケ ーホ ッ ケ ー
●男子/彦根南
●女子/伊吹山

ホ ッ ケ ー

●男子/瀬田北

●場所：守山駅墨彩画教室
　　 （守山市梅田町1-7 ＪＲ守山駅西口北側 徒歩１分）
●時間：【11/8】19：30～21：30　【11/15】10：30～12：30
●料金：参加費1,000円（色紙、手本代込み） ※要事前申し込み
●申し込み、問い合わせ：久田萌玉/077-583-7582、090 - 3943-1811

近江八幡

守　山11/8
（火）

11/15
（火）

日　野

11/23
（水・祝）

11/10
（木）

11/6
（日）

野　洲

11/12
（土）

守　山

大　津

●場所：滋賀大学教育学部付属特別支援学校グラウンド（大津市際川3-9-1）
●時間：10：00～15：00 ※雨天決行　●料金：入場無料
●問い合わせ：こだままつり実行委員会/090-7553-9663（平日9：00～17：00）

11/13
（日）

開催中
▼

●場所：綿向山山頂、表参道三合目小舎特設会場（蒲生郡日野町北畑）
●時間： 9：00～15：00 カフェテラス開店       
       10：00～15：00 こもれびコンサート
       11：00～14：00 展望説明　
●料金：入山無料
●備考：駐車スペースが限られているので、できるだけ公共交通機関を利用
●問い合わせ：ふれあい綿向山Ｄａｙ実行委員会事務局/0748-52-6562

●場所：守山市民ホール 大ホール
　　　（守山市三宅町125）
●開演：14：00（開場13：30）
●料金：2,800円（全席指定）
　　　 ※前売り完売の場合、当日券なし
●備考：未就学児の入場不可　●問い合わせ：守山市民ホール/077-583-2532

●場所：野洲文化ホール（野洲市小篠原2142）
●開演：【昼の部】13：30（開場13：00）
　　　 【夜の部】17：30（開場17：00）
●料金：一般5,500円　３階席4,000円(全席指定）
　　　 ※未就学児童は３階席を利用
●問い合わせ：野洲文化ホール/077-587-1950

●場所：ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ
　　　（近江八幡市永原町上16）
●時間：11：00～17：00
●休館日：月曜日 ※祝祭日の場合翌日
●料金：一般300円　高大生250円
       中学生以下無料
　※11/12、13は「関西文化の日」のため無料開館
●問い合わせ：ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ
　　　　　　0748-36-5018

「綿向山の日・登山証明書」の発行
は14：00までに登頂した場合のみ

「カフェ＆ギャラリー プレンルー

ノ」は南草津駅から徒歩３分の貸

ギャラリーを併設したカフェで、コー

ヒーや軽食と共にアートも楽しめ

る。紹介するメニューは、スイー

ツ好きの女性に大人気のセット。

　【パフェセット】（1400円）
　・エッグキーマカレー
　・サラダ　・パフェ 
　※パフェは、焼きリンゴ、チョコバ
　　ナナ、ミックスベリーから選択

カレーは自家製で、野菜やチキン、フルー

ツなどを10時間以上煮込んで作っている。

リンゴやマンゴーの甘みがきいたまろや

かな味がした。

パフェは、焼きリンゴ、チョコバナナ、ミッ

クスベリーから選択できる。「焼きリンゴ」

を選ぶと、アイス

の上に焼きリンゴ

とキャラメルソー

スがたっぷりかかっ

ていて、ボリュー

ム満点。シナモン

の香りに食欲をそ

そられた。

他に「ドリンクセッ

ト」(1000円)もあり、デザートにはパフェ

各種(650円)やケーキセット（800円）が

そろう。

２階のギャラリーでは、占い、フラワー

アレンジメント、ベビーマッサージなど

の教室が開かれている。中でも、占いは

人気があり、多いときは１カ月に100人

の利用がある(20分3000円。前日までに

要予約)。

「音楽会や教室を開き、文化の発信基地

のようなカフェにしていきたい」とオーナー

の柴山幹之さん。

店内には100年前の英国製のアンティー

ク家具が置かれ、ゆっくりくつろげる。

（取材・鋒山）
陸上競技＜女子個人＞陸上競技＜女子個人＞
●１年100㍍/安達眞咲（粟津）
●２年100㍍/中島藍梨（瀬田北）
●200㍍/前田優花（瀬田北）
●800㍍/山口夏芽（志賀）
●1500㍍/丸谷有衣（甲南）
●100㍍Ｈ/奥村鮎（今津）
●１年・４×100㍍/粟津
　　　　　　　　 岡島遥奈
　　　　　　　　 中治早貴
　　　　　　　　 澤愛奈
　　　　　　　　 安達眞咲
●４×100㍍/瀬田北
　　　　　　　　 萬木みのり
　　　　　　　　 中島藍梨
　　　　　　　　 松井千紗
　　　　　　　　 前田優花
●走高跳/神田千穂（志賀）
●走幅跳/田村美香(粟津)
●砲丸投/山田璃奈(双葉)
●円盤投/小嶋千夏(守山南）
    

陸上競技＜女子個人＞

陸上競技＜団体＞陸上競技＜団体＞
●男子/彦根中央
●女子/粟津
●総合/彦根中央

陸上競技＜団体＞

陸上競技＜男子個人＞陸上競技＜男子個人＞
●１年100㍍/飯田健太（長浜北）
●２年100㍍/長野エドワルド（玉園）
●200㍍/三橋亮介（瀬田） 
●400㍍/田村晃希（田上） 
●800㍍/渡瀬薫（南郷） 
●１年1500㍍/藤川昂暉（石部） 
●２年1500㍍/小川海人（彦根南） 
●3000㍍/山﨑航平（水口）
●110㍍Ｈ/宮本伸吾（浅井） 
●１年・４×100㍍/彦根南
　　　　　　　　 平田剛
　　　　　　　　 堀居春紀
　　　　　　　　 佐々木拓海
　　　　　　　　 福山聖人
●４×100㍍/彦根中央
　　　　　　　　 松田一哉
　　　　　　　　 中神章博
　　　　　　　　 北﨑陸
　　　　　　　　 石原弘樹
●走高跳/広兼気陽（瀬田）
●棒高跳/糸井拓哉（城山） 
●走幅跳/平山舜（城山） 
●三段跳/福西寿臣（甲南） 
●砲丸投/前田亮太（彦根中央） 
●円盤投/川﨑翔太（稲枝）   

陸上競技＜男子個人＞

しばやまもとゆき

庭園は、平安時代

後期の作といわれ

ており国の名勝に

指定されている。

約2万2000平方㍍

もの広さがある地

泉廻遊式庭園。

ライトアップ期間中

には、ミニコンサー

トや絵画展も開催。

この他の紅葉名所の紅葉名所も紹介中介中！

ラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボール

兵主大社のラ兵主大社のライトアップ兵主大社のライトアップ


