
ト ラ ッ ク 審 判 長 橋本　洋

跳 躍 審 判 長 岩崎　一男

投 て き 審 判 長 岩崎　一男

記 録 主 任 中村　勝則

種目

笹原　愛理(1) 13.80(+0.7) 山田　笑梨(1) 13.81(+1.1) 佐本　奈穂(1) 13.99(+0.7) 増田　悠乃(1) 14.05(+0.7) 愛宕　李(1) 14.34(+0.7) 青池　佳菜(1) 14.37(+0.7) 藤江　綾(1) 14.41(+1.1) 宮本　夢羽(1) 14.45(+1.1)
中央中 気比中 粟野中 中央中 松陵中 三方中 社中 気比中
内田　里菜(2) 13.28(+2.5) 神園　弥優(2) 13.39(+2.5) 山森　舞琴(2) 13.56(+2.5) 吉村　夢月(2) 13.71(+1.7) 中本　心彩(2) 13.77(+2.5) 椿原　多恵(2) 13.96(-0.3) 遊津　慧音(2) 13.97(+0.8) 浅田　愛華(2) 14.02(+2.5)
中央中 粟野中 社中 中央中 粟野中 中央中 美浜中 社中
神園　弥優(2) 28.01(+1.0) 渡邉　望友(2) 28.37(+1.0) 山森　舞琴(2) 28.64(+0.8) 吉村　夢月(2) 29.32(+1.0) 山田　笑梨(1) 29.44(+1.4) 谷口　瑞姫(2) 29.67(+1.4) 河上　梨花(2) 30.14(+1.0)
粟野中 中央中 社中 中央中 気比中 気比中 粟野中

青池　佳菜(1) 29.32(+1.4)
三方中

山形　姫子(1) 2:36.70 南山　明日佳(1) 2:39.52 野崎　明愛(1) 2:44.72 魚見　莉央(1) 2:46.33 田邉　来奈(1) 2:47.13 辻　真悠(1) 2:48.28 山岸　彩生(1) 2:48.57 浜松　由衣(1) 2:50.00
中央中 武生第二中 粟野中 美浜中 美浜中 気比中 粟野中 三方中
上倉　柑奈(2) 2:26.15 遊津　慧音(2) 2:32.60 松下　怜奈(2) 2:33.52 奥野　結衣(2) 2:33.66 笹井　虹子(2) 2:37.39 細川　沙耶(2) 2:37.44 櫻井　理央(2) 2:40.77 藤田　青依(2) 2:41.14
気比中 美浜中 社中 粟野中 美浜中 東陽中 三方中 粟野中
齋藤　日和(2) 4:58.42 井上　栞里(2) 5:01.36 﨑元　惟香(2) 5:11.63 奥野　結衣(2) 5:19.44 南山　明日佳(1) 5:20.76 渡邉　椿(2) 5:22.91 五十子　怜杏(1) 5:23.59 西口　千愛(1) 5:27.06
中央中 上中中 美浜中 粟野中 武生第二中 美浜中 東陽中 社中
森　愛華(1) 17.07(+0.8) 宮本　夢羽(1) 18.74(-0.1) 落谷　花(1) 19.11(-0.1) 松本　萌々花(1) 19.31(-0.1) 佐本　奈穂(1) 20.40(+0.8) 浅妻　優奈(1) 20.88(+0.8) 吉澤　真結子(1) 21.45(-0.1)
気比中 気比中 三方中 粟野中 粟野中 美浜中 気比中
高木　日和(2) 16.34(-0.8) 渡邉　望友(2) 16.36(-0.8) 山本　梨央(2) 17.58(-0.8) 後藤　花(2) 18.90(+0.9) 田村　結菜(2) 19.26(+0.9) 高橋　花那(2) 19.83(+0.9) 池田　心優(2) 20.01(-0.8) 八尋　希愛(2) 20.56(+0.9)
粟野中 中央中 中央中 粟野中 気比中 三方中 美浜中 松陵中
中央中A 52.64 粟野中 53.44 社中 54.83 美浜中 55.14 気比中A 55.38 中央中B 55.79 松陵中 56.68 気比中B 56.84
吉村　夢月(2) 中本　心彩(2) 生島　明歩(2) 魚見　莉央(1) 鳥居　咲来(2) 小林　杏夢(1) 八尋　希愛(2) 森　愛華(1)
内田　里菜(2) 神園　弥優(2) 浅田　愛華(2) 遊津　慧音(2) 谷口　瑞姫(2) 山本　梨央(2) 馬路　きらり(2) 上倉　柑奈(2)
増田　悠乃(1) 高木　日和(2) 山森　舞琴(2) 中村　優愛(2) 宮本　夢羽(1) 関　梨愛奈(1) 中山　さくら(1) 谷口　佳苗(2)
笹原　愛理(1) 河上　梨花(2) 松下　怜奈(2) 﨑元　惟香(2) 山田　笑梨(1) 椿原　多恵(2) 池田　心美(2) 園田　悠奈(2)
増田　悠乃(1) 1m43 加藤　未悠(1) 1m25 松村　茜(1) 1m25 川越　春花(1) 1m20 川畑　心那(1) 1m15 北野　心々音(1) 1m10
中央中 中央中 三方中 気比中 気比中 粟野中

野崎　明愛(1) 1m15
粟野中

高木　色葉(2) 1m40 笹井　虹子(2) 1m15
粟野中 美浜中
中山　さくら(1) 4m31(+3.0) 奈良　彩央(1) 4m15(+1.9) 川越　春花(1) 4m12(+3.8) 宮本　夢羽(1) 4m05(+2.8) 佐々木　心唯(1) 3m97(+2.1) 森　愛華(1) 3m91(+5.0) 川畑　心那(1) 3m87(+0.8) 金本　奈々(1) 3m84(+2.4)
松陵中 公認3m77(+1.7) 中央中 気比中 公認3m84(+0.4) 気比中 公認3m84(+1.9) 中央中 公認3m76(+1.4) 気比中 公認3m90(+1.8) 気比中 中央中 公認3m83(+1.4)

内田　里菜(2) 4m87(+1.1) 椿原　多恵(2) 4m77(+1.3) 馬路　きらり(2) 4m42(+3.3) 高木　日和(2) 4m38(+1.1) 林　愛心(2) 4m30(+1.4) 谷口　佳苗(2) 4m30(+1.6) 橋本　汐依栞(2) 4m05(+1.9) 金松　美和(2) 3m89(+1.9)
中央中 中央中 松陵中 公認4m29(+0.6) 粟野中 中央中 気比中 社中 美浜中
山形　香心(2) 10m26 林　愛心(2) 9m05 小西　心鈴(2) 7m67 田村　結菜(2) 7m60 大石　清礼(2) 7m51 岸　ひなた(2) 7m00
中央中 中央中 粟野中 気比中 粟野中 粟野中
小倉　歩美(1) 7m27 牧野　祐奈(1) 6m95 古屋　咲希(1) 6m59 植中　瑠愛(1) 5m38
中央中 中央中 粟野中 気比中

凡例  TK:着差あり

第２７回敦賀秋季陸上競技大会 【20200709】

敦賀市総合運動公園陸上競技場 【203060】

2020/11/03

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

中学1年女子100m

中学2年女子100m

中学1・2年女子200m

中学1年女子800m

中学2年女子800m

8位

中学1年女子走幅跳

中学2年女子走幅跳

中学2年女子砲丸投

中学1年女子砲丸投(2.721kg)

中学1・2年女子1500m

中学1年女子100mH(0.762m)

中学2年女子100mH(0.762m)

中学1・2年女子4X100mR

中学1年女子走高跳

中学2年女子走高跳


