
第8回 敦賀スプリング陸上競技記録会 ［21200701］

主催　　敦賀市陸上競技協会

期日　　令和３年４月２４日（土）

会場　　敦賀市総合運動公園陸上競技場 [203060]

＝競技順序＝

【トラック競技】 【フィールド競技】
1 9:00 女子800m ② 22 ９：００ 小学5･6年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 5

2 9:10 男子800m ① 14 ９：００ 小学5･6年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 5

3 9:15 小学4年男子800m ① 3 ９：００ 男子やり投 1

4 9:20 小学4年女子800m ① 6 ９：００ 女子やり投 4

5 9:35 男子400mH ① 2

6 9:45 女子200m ④ 25 １０：００ 中学男子砲丸投(5.000kg) 13

7 10:00 男子200m ④ 26 １０：００ 高校男子砲丸投(6.000kg) 4

8 10:15 小学5･6年男子1500m ① 6

9 10:25 小学5･6年女子1500m ① 7 １１：３０ 高校男子円盤投(1.750kg) 3

10 10:35 女子1500m ① 7 １１：３０ 女子円盤投(1.000kg) 10

11 10:45 男子1500m ① 20 １１：３０ 中学男子円盤投(1.500kg) 10

12 10:55 小学4年男子80m ① 7

13 11:00 小学4年女子80m ① 7 １３：１５ 中学女子砲丸投(2.721kg) 12

14 11:05 小学5･6年男子100m ② 15 １３：１５ 女子砲丸投(4.000kg) 8

15 11:10 小学5･6年女子100m ② 10

16 11:15 女子100m（1組～3組） ⑧ 64 １5：００ 高校男子ハンマー投(6.000kg) 3

17 11:25 女子100m（4組～6組） １5：００ 女子ハンマー投(4.000kg) 3

18 11:35 女子100m（7組～8組）

19 12:15 男子100m（1組～3組） ⑫ 93

20 12:25 男子100m（4組～6組）

21 12:35 男子100m（7組～9組） ９：３０ 小学5･6年男子走幅跳 8

22 12:45 男子100m（10組～12組） ９：３０ 小学5･6年女子走幅跳 4

23 13:00 女子400m ① 8 ９：３０ 女子走高跳 15

24 13:05 男子400m ② 13

25 13:25 中学女子100mH ② 14 １0：３０ 男子走幅跳 35

26 13:35 女子100mH(0.838m) ① 2

27 13:45 中学男子110mH ② 13 １２：３０ 女子走幅跳 28

28 14:00 男子110mH(1.067m) ① 2 １２：３０ 男子走高跳 18

29 14:25 女子4X100mR ② 11

30 14:35 男子4X100mR ② 14 １４：００ 男子三段跳 6

31 14:45 男子3000m ① 8 １４：００ 女子三段跳 1

32 15:05 女子4X400mR ① 3

33 15:15 男子4X400mR ① 3

34 15:25 大会速報サイト→

35 15:40
36 15:55



＝競技注意事項＝
①

【トラック競技】
② ２組以上ある種目は、タイムレースとする。
③ 招集は、スタート地点において、競技開始１０分前に行う。出場する組・レーンを確認しておくこと。
④

⑤
⑥

【フィールド競技】
⑦

⑧ 走高跳のバーの上げ方については、コンディションに応じて決定する。
⑨ 走り高跳び以外の試技は原則３回で行う。

【その他】
⑩

⑪ 表彰は、小学生の種目のみ３位まで行う。競技確定３０分後以降に、本部に取りにくること。
⑫

⑬

⑭ 競技中や応援のマナーを守ること。出されたごみは必ず持ち帰ること。
⑮ 大会プログラムについては、各チームに配布しない。各チームでホームページからダウンロードして利用すること。
⑯

【感染症拡大予防対策】
⑰

⑱

大会新記録が出た場合は、新記録賞を授与する。

２０２１年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項により行う。小学生については、
県陸協ジュニア普及委員会規定に準じて行う。

選手、チーム関係者、役員、観戦する保護者は、本陸協から出された『感染症予防対策』を十分に行っ
て、大会に出場すること。

福井県や敦賀市の感染症の状況によっては、大会が中止となる場合もある。その場合は、敦賀市陸上競
技協会のホームページで告知する。こまめにホームページを確認しておくこと。

大会の結果は、競技場玄関前の掲示、携帯速報サイト、ホームページで掲載のいずれかで行う。

リレーのオーダーについては、競技開始１時間前までに本部へ報告すること。報告のない場合には、棄
権とみなす場合がある。

招集は、現地において、競技開始１５分前に行う。前の競技が競技中でなければ、競技開始４５分前から
フィールドを使っての練習を行ってもよい。招集までに、試技順を確認しておくこと。

トラック競技とフィールド競技が重なる場合にはトラック競技への出場を優先するが、事前にフィールド審
判に申し出ておくこと。

８００ｍ以上の競技では、靴底２５㎜以上のシューズを履いて競技に参加できない。

大会当日、競技の棄権が確定している場合は、８時半までに棄権届を本部まで提出すること。競技開始
以降に棄権する場合も、同様とする。

８００ｍ以上の競技では、招集時に配布された腰ナンバーカードをつけること。
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□① 選手・指導者は、大会１週間前から毎日検温を実施し、様式①②｢大会前／提出用 新型
コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート｣に体温など記入のうえ参加受付に
て提出すること
※指導者は様式①(選手用)と様式②(指導者用)をまとめて、参加受付時に提出すること
但し，選手は指導者または保護者(以下,入場申請者)と一緒に参加受付すること

※記入不備や未提出の場合、出場できないことがある(提出時は記載内容を十分確認する
こと)

□② 選手1名につき，保護者や家族に限定し，2名まで入場申請することができる
※但し、基礎疾患を患っている方や抵抗力が弱い高齢者，乳幼児は感染リスクの観点から、
出来るだけ来場を控えること

・クラブ・学校申込み責任者は、事前に選手の保護者の方へ様式③「入場申請書（敦賀陸上
用）」を配付し，入場申請者は必要事項を記入のうえ、参加受付(正面スタンド入口)に提出
するよう周知すること(主催者は、スタンド入口で体温測定を行い，37.5℃以上は入場する
ことはできない)

□③ 大会当日、選手や指導者および入場申請者は、平熱を超える発熱や体調がよくない場合
（例：咳・咽頭痛などの症状がある場合など）は、参加・入場は控えること
また、大会前日および当日の2日間連続で、平熱を超える発熱がある場合には、参加・入場
できない

□④ 選手個人(または各チーム)においても、消毒用アルコール液や液体手洗い石けん等を準
備し、競技終了後には必ず手洗い・手指消毒を徹底すること

□⑤ 選手や指導者，入場申請者は正面スタンドで観覧し、各人が「３密」を避けること
（密集・密接・密閉した空間は作らないこと）

□⑥ 競技用具等を使用した後は、必ず手洗い・手指消毒を徹底すること
□⑦ 現地招集所やチーム控え場所等、密集が予想される場所では、必ずマスクを着用すること
□⑧ 選手や指導者、入場申請者の観戦は、必ずマスクを着用すること、また各人の距離を十

分にとり観戦をすること(大声など集まっての声援は禁止)
□⑨ ゴミは、各自(各ご家庭)で持ち帰ること

□⑩ 選手や指導者および入場申請者は、大会終了後２週間以内に新型コロナウイルスへの感

染が確認された場合や様式④｢大会後／個人管理用 新型コロナウイルス感染症について
の体調管理チェックシート｣の問診で発熱など体調不良の症状が４日以上続いた場合は、最
寄りの保健所に相談するとともに、大会主催者(敦賀市陸上競技協会)に報告すること

□⑪ 上記のほか、大会主催者や競技場管理者等からの感染症予防対策や注意喚起等の指示
に従うこと(注意喚起などに従わない場合は退場いただくことがあります)

指定様式は敦賀市陸上競技協会HPからダウンロードすること
※指定様式については、今後の感染状況により変更になる可能性があります

◆安全な大会運営に、ご協力お願いいたします◆

敦賀市陸上競技協会 感染予防対策

【選手・指導者・入場申請者(保護者など)の入場規制,施設利用について】

日本陸上競技連盟（JAAF）から発出された「陸上競技活動再開についてのガイダンス（競技会開催に
ついて）」(以下，ガイダンス)に基づき，新型コロナウイルス感染予防対策を講じたうえで開催いたします。
選手や指導者，保護者(以下,入場申請者)の皆様におかれましては，次の項目を遵守いただき、ご参加

くださいますようお願いいたします。

今後の新型コロナウイルス感染状況や社会的影響などにより，ガイダンスや感染予防対策要領が更新

される可能性がある。



小学4年男子80m 小学4年男子800m
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｹﾖｼ ﾄﾓｷ

1 1 403 武吉　智紀(4) 敦賀Jr.
ｶﾄｳ ｺｳﾀ ｸﾜﾀ ﾀｸﾐ

2 4175 加藤　皓大(4) AWARA.T&F 2 406 鍬田　拓海(4) 敦賀Jr.
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ｸﾎﾞ ﾏｺﾄ

3 412 山口　拓人(4) 美浜Jr．AC 3 410 久保　諒人(4) 美浜Jr．AC
ﾀｹﾖｼ ﾄﾓｷ

4 403 武吉　智紀(4) 敦賀Jr.
ﾐﾁﾉ ｴｲﾀ

5 407 道野　瑛太(4) 敦賀Jr.
ｸﾜﾀ ﾀｸﾐ

6 406 鍬田　拓海(4) 敦賀Jr.
ﾏﾂｲ ﾕｳﾋ

7 402 松井　雄飛(4) 敦賀Jr.
ﾓﾘﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ

8 411 森山　蓮太朗(4) 美浜Jr．AC

小学5･6年男子100m
1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ

1 6400 山本　惇生(6) 敦賀Jr. 1
ﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ﾓﾘｶﾜ ｲｻﾑ

2 601 千田　瑠斗(6) 敦賀Jr. 2 6279 森川　勇(6) きらめきＡＣ

ﾊﾔｼ ﾀｲｼ ｼﾌﾞﾀﾆ ｷｯﾍﾟｲ

3 606 林　泰志(6) 美浜Jr．AC 3 509 澁谷　桔平(5) 敦賀Jr.
ｼﾝｶｲ ｱﾔﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

4 6402 新海　綾人(6) 敦賀Jr. 4 505 山本　泰雅(5) 敦賀Jr.
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ

5 6397 小林　湊(6) 敦賀Jr. 5 501 中村　太翔弥(5) 敦賀Jr.
ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ﾐﾂﾀ ﾏｻｷ

6 6416 西口　隆大(6) 敦賀Jr. 6 518 満田　真毅(5) 美浜Jr．AC
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ

7 607 田邊　陽翔(6) 美浜Jr．AC 7 508 田辺　月唯(5) 敦賀Jr.
ｻｻｷ ﾘｲﾄ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

8 6406 佐々木　理絃(6) 敦賀Jr. 8 507 田中　大輝(5) 敦賀Jr.

小学5･6年男子1500m
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂ

1 6401 西山　理都(6) 敦賀Jr.
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾝ

2 608 石橋　優心(6) 美浜Jr．AC
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

3 507 田中　大輝(5) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

4 505 山本　泰雅(5) 敦賀Jr.
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ

5 501 中村　太翔弥(5) 敦賀Jr.
ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ

6 6280 橋本　羚生(6) きらめきＡＣ

小学5･6年男子走幅跳 小学5･6年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ
試順ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ｽｽﾞｷ ｾｲﾄ

1 601 千田　瑠斗(6) 敦賀Jr. 1 6278 鈴木　惺仁(6) きらめきＡＣ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ ｲﾄｳ ｿﾗ

2 6397 小林　湊(6) 敦賀Jr. 2 6415 伊藤　颯来(6) 敦賀Jr.
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｼﾝｶｲ ｱﾔﾄ

3 607 田邊　陽翔(6) 美浜Jr．AC 3 6402 新海　綾人(6) 敦賀Jr.
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾝ ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂ

4 608 石橋　優心(6) 美浜Jr．AC 4 6401 西山　理都(6) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ

5 6400 山本　惇生(6) 敦賀Jr. 5 508 田辺　月唯(5) 敦賀Jr.
ｻｻｷ ﾘｲﾄ

6 6406 佐々木　理絃(6) 敦賀Jr.
ﾓﾘｶﾜ ｲｻﾑ

7 6279 森川　勇(6) きらめきＡＣ

ｽｽﾞｷ ｾｲﾄ

8 6278 鈴木　惺仁(6) きらめきＡＣ



小学4年女子80m 小学4年女子800m
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾀﾞ ﾘｺ

1 1 4141 奥田　莉来(4) ブレイク
ﾅｶﾉ ﾕｲ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ

2 404 仲野　結衣(4) 敦賀Jr. 2 401 中林　瑠菜(4) 敦賀Jr.
ﾉｻﾞｷ ﾏﾘｱ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾒｲ

3 4227 野崎　真愛(4) 敦賀Jr. 3 405 松永　芽依(4) 敦賀Jr.
ﾆｼｸﾞﾁ ｻﾗ ﾉｻﾞｷ ﾏﾘｱ

4 4237 西口　彩愛(4) 敦賀Jr. 4 4227 野崎　真愛(4) 敦賀Jr.
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾒｲ ｲｴｸﾗ ﾅﾅﾐ

5 405 松永　芽依(4) 敦賀Jr. 5 4236 家倉　ななみ(4) 敦賀Jr.
ｲｴｸﾗ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾉ ﾕｲ

6 4236 家倉　ななみ(4) 敦賀Jr. 6 404 仲野　結衣(4) 敦賀Jr.
ｵｸﾀﾞ ﾘｺ

7 4141 奥田　莉来(4) ブレイク
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ

8 401 中林　瑠菜(4) 敦賀Jr.

小学5･6年女子100m
1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1
ﾊﾀ ﾘﾉ ｺｼﾐｽﾞ ﾕｱﾝ

2 6282 畑　璃希(6) きらめきＡＣ 2 504 輿水　友杏(5) 敦賀Jr.
ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｱ

3 605 北山　由記子(6) 美浜Jr．AC 3 512 田邉　敬愛(5) 敦賀Jr.
ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｴ ﾄﾓﾉﾌﾞ ﾅﾅ

4 6399 西本　麻里絵(6) 敦賀Jr. 4 500 友延　奈々(5) 敦賀Jr.
ﾀｹ ｻﾔｶ ｶﾜﾅｶ ｻｸﾗ

5 6281 武　沙弥佳(6) きらめきＡＣ 5 510 川中　さくら(5) 敦賀Jr.
ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾅ

6 6 511 澤崎　花(5) 敦賀Jr.
ｳｴﾀﾞ ｲｸﾉ

7 7 517 上田　郁乃(5) 美浜Jr．AC

8 8

小学5･6年女子1500m
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｶ

1 5263 山下　紘佳(5) きらめきＡＣ

ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ

2 516 大西　汐莉(5) 美浜Jr．AC
ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｴ

3 6399 西本　麻里絵(6) 敦賀Jr.
ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ

4 605 北山　由記子(6) 美浜Jr．AC
ﾉｻﾞｷ ﾐﾘｱ

5 6398 野崎　実愛(6) 敦賀Jr.
ｵｸﾉ ｺﾄﾈ

6 6395 奥野　琴音(6) 敦賀Jr.
ｶﾜﾅｶ ｻｸﾗ

7 510 川中　さくら(5) 敦賀Jr.

小学5･6年女子走幅跳 小学5･6年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ
試順ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾅ ｼﾐｽﾞ ﾁｻ

1 511 澤崎　花(5) 敦賀Jr. 1 6403 清水　千沙(6) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ ﾔﾏｼﾞ ﾕｽﾞｷ

2 6404 山本　夏翠(6) 敦賀Jr. 2 515 山路　柚葵(5) 美浜Jr．AC
ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ ｳｴﾀﾞ ｲｸﾉ

3 516 大西　汐莉(5) 美浜Jr．AC 3 517 上田　郁乃(5) 美浜Jr．AC
ｳｴﾀﾞ ｲｸﾉ ﾄﾓﾉﾌﾞ ﾅﾅ

4 517 上田　郁乃(5) 美浜Jr．AC 4 500 友延　奈々(5) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ

5 6404 山本　夏翠(6) 敦賀Jr.



男子100m
1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ ﾌﾙｲﾁ ﾖｼｶｽﾞ ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ

1 318 花田　成琉(2) 敦賀高 1 623 古市　義和 福井マスターズ 1 627 矢口　隆治(52) 福井マスターズ

ｱｵｲｹ ﾂﾊﾞｻ ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ ﾄﾊﾞ ﾋﾅﾀ

2 315 青池　翼(2) 敦賀高 2 701 森川　将治(42) 福井マスターズ 2 337 鳥羽　陽向(2) 敦賀工業高
ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ ｳﾉ ｲﾁｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ

3 320 村上　碧(2) 敦賀高 3 106 宇野　千翔(2) 藤島高 3 7612 川口　稜護(2) 美浜中
ｱﾀｺﾞ ﾗｲ ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾅｶ ﾗﾝ

4 311 愛宕　頼(3) 敦賀高 4 3507 堂野　暖翔(3) 春江中 4 336 山中　嵐(2) 敦賀工業高
ｵｵﾔ ﾉｿﾞﾑ ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ ｽｴﾏｻ ﾄﾑ

5 312 大家　希武(3) 敦賀高 5 694 明城　拓哉 A-1athlete 5 3503 末政　十夢(3) 春江中
ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ ｶﾏﾔ ｷﾞﾝ ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ

6 173 中道　相翔(1) 足羽高 6 321 釜谷　銀(1) 敦賀高 6 7001 石綿　颯馬(3) 気比中
ｶﾄｳ ﾀｲﾖｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ ﾐｽﾞｼﾏ ｿｳﾄ

7 172 加藤　大陽(2) 足羽高 7 3509 小林　駿介(3) 春江中 7 319 水嶋　颯人(2) 敦賀高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ

8 171 宮﨑　瑞生(2) 足羽高 8 317 長谷　龍昇(2) 敦賀高 8 7370 松木　陽達(2) 粟野中

4組 5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ ｷﾀﾃﾞ ﾊﾔﾄ ｻｶﾀ ｲｵﾘ

1 8200 辻本　光希(3) 上中中 1 3510 北出　隼人(3) 春江中 1 3513 酒田　庵(3) 春江中
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ ﾊﾀ ｺｳｷ ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ

2 3505 村上　結人(3) 春江中 2 3516 畑　虹輝(2) 春江中 2 3020 小島　聡太(3) 三国中
ｱﾗｲ ﾕｳﾀ ﾌﾘｶﾜ ﾕｳﾄ ｷﾀﾉ ｼｭﾝｴｲ

3 3502 荒井　悠汰(3) 春江中 3 3416 振川　侑大(3) 坂井中 3 3000 北野　峻英(2) 三国中
ﾀｹﾅｶ ｸｳ ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ ｲｿｶﾜ ﾀﾂﾉｽｹ

4 7100 武中　空(3) 松陵中 4 7103 大坊　蒼星(3) 松陵中 4 3500 磯川　竜之介(3) 春江中
ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ ﾘｮｳｼｭｳ ｹｲ ｼｹﾞﾋｻ ｾｲﾔ

5 7360 松井　尚羅(3) 粟野中 5 3027 了舟　慶(3) 三国中 5 3522 重久　惺哉(2) 春江中
ｷﾑﾗ ｺｳ ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾉ ﾅﾙｷﾖ

6 3001 木村　晄(2) 三国中 6 7005 小俣　尋人(3) 気比中 6 3002 髙野　成汐(2) 三国中
ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ ﾑﾗｵｶ ﾚﾝ ﾀｶﾊｼ ｲﾁｺﾞ

7 3523 角　俊介(2) 春江中 7 7362 村岡　錬(3) 粟野中 7 3501 髙橋　一伍(3) 春江中
ｳｴﾀﾞ ｵｳﾀ ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

8 3019 上田　旺汰(3) 三国中 8 7011 堅田　剛生(2) 気比中 8 7361 山本　倖希(3) 粟野中

7組 8組 9組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ﾎﾘﾀ ｶﾅﾒ

1 7373 上嶋　嘉斗(2) 粟野中 1 3511 堀田　叶夢(3) 春江中 1
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ

2 7120 田中　隆之介(2) 松陵中 2 7014 中村　輝(2) 気比中 2 3520 手塚　祐登(2) 春江中
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

3 7104 川端　光希(3) 松陵中 3 7125 山本　大翔(2) 松陵中 3 3514 渡邉　聡大(3) 春江中
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ ｲｿﾍﾞ ﾗｸ

4 3506 田中　悠翔(3) 春江中 4 7367 辻　　　隼次郎(2) 粟野中 4 7355 磯部　楽来(3) 粟野中
ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾝ ﾄｸｵｶ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏﾑﾗ ｺｳﾔ

5 7012 水嶋　蓮(2) 気比中 5 7374 徳岡　瑞樹(2) 粟野中 5 3006 山村　光矢(2) 三国中
ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾛﾑ ｼｶﾞ ｱｷﾗ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ

6 3508 平元　大夢(3) 春江中 6 7634 志賀　聖(1) 美浜中 6 7371 川端　龍斗(2) 粟野中
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾓﾘﾀ ﾕｲﾄ ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ

7 3504 北林　勇人(3) 春江中 7 3026 森田　唯斗(3) 三国中 7 3004 林　鈴太郎(2) 三国中
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳ ﾂｼﾞｲ ｿｳﾏ ｺｲｽﾞﾐ ｲｵﾘ

8 3512 山岸　翔(3) 春江中 8 7349 辻井　蒼真(3) 粟野中 8 7359 小泉　伊織(3) 粟野中

10組 11組 12組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1
ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾛｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ ﾀﾏｷ ﾕｳ

2 3517 廣瀬　賢志朗(2) 春江中 2 3518 長谷川　圭吾(2) 春江中 2 3515 玉木　湧(2) 春江中
ﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ ｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ ｶﾄｳ ｿｳﾏ

3 7372 野田　洋希(2) 粟野中 3 7365 泉　　　直希(2) 粟野中 3 740 加藤　颯馬(1) AWARA.T&F
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾂｷ ﾀｶｼﾏ ｺｳﾘｭｳ ｺﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

4 7375 原田　　樹(2) 粟野中 4 7122 髙嶌　昊琉(2) 松陵中 4 3023 古道　侑汰(3) 三国中
ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾄ ﾑﾗｶﾐ ｿｳ

5 7121 北山　寛太(2) 松陵中 5 3024 東　裕翔(3) 三国中 5 3519 村上　創(2) 春江中
ｷﾑﾗ ﾉｲ ﾐﾔｹ ｶｲﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾙﾄ

6 7363 木村　之意(3) 粟野中 6 3025 三宅　海理(3) 三国中 6 3005 山﨑　那琉斗(2) 三国中
ﾊﾀﾅｶ ﾊｶﾞﾈ ｺﾄﾞｳ ｹｲﾀ ｺﾆｼ ﾚｲﾄ

7 7002 畑中　鋼(3) 気比中 7 3022 古道　佳汰(3) 三国中 7 7633 小西　玲人(1) 美浜中
ﾅｶﾂ ﾋﾅﾀ ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ

8 3003 中津　陽向(2) 三国中 8 7354 田辺　響(3) 粟野中 8 7638 中村　継士(1) 美浜中



男子200m
1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

2 7006 中村　日琉哉(3) 気比中 2 701 森川　将治(42) 福井マスターズ 2 3506 田中　悠翔(3) 春江中
ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ ｽｴﾏｻ ﾄﾑ ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ

3 173 中道　相翔(1) 足羽高 3 3503 末政　十夢(3) 春江中 3 7001 石綿　颯馬(3) 気比中
ｳﾉ ｲﾁｶ ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ

4 106 宇野　千翔(2) 藤島高 4 7370 松木　陽達(2) 粟野中 4 7102 堤野　涼(3) 松陵中
ｱﾀｺﾞ ﾗｲ ﾔﾏﾅｶ ﾗﾝ ﾀｶﾉ ﾅﾙｷﾖ

5 311 愛宕　頼(3) 敦賀高 5 336 山中　嵐(2) 敦賀工業高 5 3002 髙野　成汐(2) 三国中
ｶﾄｳ ﾀｲﾖｳ ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ

6 172 加藤　大陽(2) 足羽高 6 8200 辻本　光希(3) 上中中 6 7360 松井　尚羅(3) 粟野中
ﾀﾅｶ ﾗｲｷ ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ ｱﾗｲ ﾕｳﾀ

7 167 田中　来樹(3) 足羽高 7 3523 角　俊介(2) 春江中 7 3502 荒井　悠汰(3) 春江中
ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ ﾀｹﾅｶ ｸｳ ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ

8 3507 堂野　暖翔(3) 春江中 8 7100 武中　空(3) 松陵中 8 7121 北山　寛太(2) 松陵中

4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ

2 3505 村上　結人(3) 春江中
ｻｶﾀ ｲｵﾘ

3 3513 酒田　庵(3) 春江中
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

4 3509 小林　駿介(3) 春江中
ﾊﾀ ｺｳｷ

5 3516 畑　虹輝(2) 春江中
ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾛﾑ

6 3508 平元　大夢(3) 春江中

7

8

男子400m 男子800m
1組 2組 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾄﾐｵｶ ﾏｳ

1 1 1 7350 冨岡　真海(3) 粟野中
ﾘｮｳｼｭｳ ｹｲ ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙ

2 3027 了舟　慶(3) 三国中 2 7102 堤野　涼(3) 松陵中 2 170 中川　陽(2) 足羽高
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ ｵｶﾍﾞ ｹｲﾀ

3 7006 中村　日琉哉(3) 気比中 3 7618 森下　凌(2) 美浜中 3 98 岡部　恵大(3) 藤島高
ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳ ｺﾆｼ ﾚｲﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

4 314 森下　聖(3) 敦賀高 4 7633 小西　玲人(1) 美浜中 4 114 山田　貴士(2) 藤島高
ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳ

5 317 長谷　龍昇(2) 敦賀高 5 7003 清水　宥良(3) 気比中 5 314 森下　聖(3) 敦賀高
ｵｶﾍﾞ ｹｲﾀ ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳ ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

6 98 岡部　恵大(3) 藤島高 6 7364 藤原　憧(3) 粟野中 6 109 田中　悠翔(2) 藤島高
ﾀﾅｶ ﾗｲｷ ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ

7 167 田中　来樹(3) 足羽高 7 7004 片山　透也(3) 気比中 7 7618 森下　凌(2) 美浜中
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾘ

8 7612 川口　稜護(2) 美浜中 8 8 7352 岡田　悠吏(3) 粟野中
ﾊﾔｼ ﾎｽﾞﾐ

9 7015 林　穂澄(2) 気比中

ｻｻｷ ﾄｳﾔ

10 7013 佐々木　統也(2) 気比中
ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ

11 7003 清水　宥良(3) 気比中
ﾀﾏｷ ﾕｳ

12 3515 玉木　湧(2) 春江中
ﾎﾘﾀ ｶﾅﾒ

13 3511 堀田　叶夢(3) 春江中
ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ

14 7102 堤野　涼(3) 松陵中



男子1500m 男子3000m
決　勝　 決　勝　
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾎﾘﾀ ｶﾅﾒ ﾀｶﾊｼ ｲﾁｺﾞ

1 3511 堀田　叶夢(3) 春江中 1 3501 髙橋　一伍(3) 春江中
ﾀﾏｷ ﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼﾚﾝ 

2 3515 玉木　湧(2) 春江中 2 7401 小林漣　(2) 角鹿中
ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｼ ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ

3 7351 西田　征司(3) 粟野中 3 7617 林　脩一(2) 美浜中
ﾜｶｿﾞﾉ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ

4 3007 若園　友佑(2) 三国中 4 658 永田　陸 福井陸協
ｲｴﾐﾂ ｵｳｽｹ ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ

5 7631 家光　応輔(1) 美浜中 5 331 木村　宥介(3) 敦賀工業高
ﾄﾐｵｶ ﾏｳ ﾄﾖﾊﾗ　ﾀｸﾐ

6 7350 冨岡　真海(3) 粟野中 6 27 豊原　拓海(3) 金津高
ｲﾏﾑﾗ ｲｯﾄ ｻｴｷ ｺｳｽｹ

7 7630 今村　逸人(1) 美浜中 7 107 佐伯　鴻介(2) 藤島高
ｺﾊﾞﾔｼﾚﾝ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ

8 7401 小林漣　(2) 角鹿中 8 7356 奥村　侑哉(3) 粟野中
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳ

9 7364 藤原　憧(3) 粟野中
ｵｵﾉ ｿｳｷ

10 7613 大野　蒼来(2) 美浜中
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯｾｲ

11 113 山形　一誠(2) 藤島高
ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ

12 7356 奥村　侑哉(3) 粟野中
ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾉﾘ

13 112 山内　彬徳(2) 藤島高
ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳｷ

14 105 五十嵐　翔希(2) 藤島高
ｻｻｷ ﾄｳﾔ

15 7013 佐々木　統也(2) 気比中
ﾊﾔｼ ﾎｽﾞﾐ

16 7015 林　穂澄(2) 気比中
ﾅｶﾂ ﾋﾅﾀ

17 3003 中津　陽向(2) 三国中
ﾀｶﾊｼ ｲﾁｺﾞ

18 3501 髙橋　一伍(3) 春江中
ｺｳﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

19 684 幸田　唯楓(3) きらめきＡＣ

ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ

20 3020 小島　聡太(3) 三国中

中学男子110mH 男子110mH(1.067m)
1組 2組 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 ｸﾄﾞｳ ｶｲ

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ ｷﾀﾉ ｼｭﾝｴｲ 2 332 工藤　和莞(3) 敦賀工業高
2 7014 中村　輝(2) 気比中 2 3000 北野　峻英(2) 三国中 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ ﾑﾗｵｶ ﾚﾝ 3 320 村上　碧(2) 敦賀高
3 3505 村上　結人(3) 春江中 3 7362 村岡　錬(3) 粟野中

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

4 3509 小林　駿介(3) 春江中 4 3514 渡邉　聡大(3) 春江中
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

5 7006 中村　日琉哉(3) 気比中 5 3504 北林　勇人(3) 春江中
ｽｴﾏｻ ﾄﾑ ｶｸﾀﾆ ﾊﾔﾄ

6 3503 末政　十夢(3) 春江中 6 7357 角谷　颯飛(3) 粟野中
ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ

7 7011 堅田　剛生(2) 気比中 7 685 高橋　佳大(2) きらめきＡＣ

ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ

8 7103 大坊　蒼星(3) 松陵中 8

男子400mH
決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｵｵﾔ ﾉｿﾞﾑ

5 312 大家　希武(3) 敦賀高
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ

6 108 武田　陵雅(2) 藤島高



女子100m
1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｳﾉ ﾕﾗ ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ ﾀｹｳﾁ ﾐｻｷ

1 3413 河野　ゆら(2) 坂井中 1 123 木下　桜(3) 足羽高 1 3007 竹内　美紗喜(3) 三国中
ﾌｶﾏﾁ ﾐｶ ﾐﾔﾆｼ ﾊﾙﾅ ﾏｽﾀ ｱﾐ

2 241 深町　美翔(2) 敦賀高 2 72 宮西　陽菜(2) 藤島高 2 3010 増田　愛泉(3) 三国中
ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ ｻｶﾉ ﾐﾝﾄ ﾀｶｷﾞ ﾋﾖﾘ

3 243 宮松　志希(2) 敦賀高 3 125 坂野　心柊(2) 足羽高 3 7356 高木　日和(3) 粟野中
ﾋｶﾞｼ ﾏﾅﾎ ｷｸｶﾜ ﾕﾘ ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｶ

4 237 東　真帆(3) 敦賀高 4 124 菊川　悠杏(2) 足羽高 4 7342 河上　梨花(3) 粟野中
ﾄﾓｻ ﾕﾗ ｲｹﾀﾞ ｺｺﾐ ｱｿｽﾞ ｶﾉﾝ

5 240 友佐　優来(2) 敦賀高 5 7112 池田　心美(3) 松陵中 5 7698 遊津　慧音(2) 美浜中
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ

6 231 山岸　沙也加(3) 敦賀高 6 7349 神園　弥優(3) 粟野中 6 7345 中本　心彩(3) 粟野中
ﾓﾘｶﾜ ﾒｲ ﾀﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ｱﾀｺﾞ ﾘｲ

7 249 森川　芽衣(1) 敦賀高 7 71 玉木　希(2) 藤島高 7 7130 愛宕　李(2) 松陵中
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ｻﾓﾄ ﾅﾎ

8 131 髙橋　優香(1) 足羽高 8 7055 山田　笑梨(2) 気比中 8 7380 佐本　奈穂(2) 粟野中

4組 5組 6組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌﾙｲﾁ ﾅﾅｺ ﾖﾈﾖｼ ｴｺ ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾅ

1 3408 古市　菜々子(2) 坂井中 1 3011 米由　依仔(3) 三国中 1 3507 橋本　愛衣奈(2) 春江中
ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅｴ ｼﾝｶﾜ ﾘﾅ

2 7390 松本　萌々花(2) 粟野中 2 7042 谷口　佳苗(3) 気比中 2 3026 新川　莉那(2) 三国中
ｻｲﾄｳ ｱｲｶ ｶｲﾄﾞｳ ｲﾛﾊ ｲｴﾐﾂ ﾕｲ

3 3505 齊藤　愛華(3) 春江中 3 3004 街道　彩羽(3) 三国中 3 7131 家光　由依(2) 松陵中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ ﾅﾑﾗ ﾆｺ

4 3029 渡邉　一花(3) 三国中 4 7699 中村　優愛(2) 美浜中 4 3027 名村　仁心(2) 三国中
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ ｱｲｻﾞﾜ ｼｷ ｵｶﾞﾜ ｱﾘﾈ

5 7060 宮本　夢羽(2) 気比中 5 3021 相澤　史季(2) 三国中 5 3023 小川　アリネ(2) 三国中
ﾄﾘｲ ｻﾗ ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ ｵｶﾍﾞ ｲﾁﾙ

6 7040 鳥居　咲来(3) 気比中 6 7132 中山　さくら(2) 松陵中 6 3502 岡部　唯千瑠(3) 春江中
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ﾓﾘ ｱｲｶ ﾌﾙﾔ ｻｷ

7 7045 谷口　瑞姫(3) 気比中 7 7053 森　愛華(2) 気比中 7 7389 古屋　咲希(2) 粟野中
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ ｳｵﾐ ﾘｵ ｱﾘﾀ ﾊﾙ

8 3503 山本　明日香(3) 春江中 8 7683 魚見　莉央(1) 美浜中 8 3501 有田　羽瑠(3) 春江中

7組 8組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾅ ｾｲﾀ ﾊﾙﾅ

1 7056 川畑　心那(2) 気比中 1 3509 清田　春奈(2) 春江中
ｳﾁﾀﾞ ｻﾜ ﾀﾎﾞ ｱｽﾞｻ

2 3500 内田　咲羽(3) 春江中 2 7052 田保　杏紗(2) 気比中
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒｷ ﾂｼﾞ ﾏﾕ

3 7381 中村　姫?(2) 粟野中 3 7054 辻　真悠(2) 気比中
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ ｻｻｷ ﾐｵ

4 3008 中嶋　結衣(3) 三国中 4 3025 佐々木　美桜(2) 三国中
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕｺ ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｺ

5 7058 吉澤　真結子(2) 気比中 5 7682 小畑　慶子(1) 美浜中
ｶｹﾋ ｺﾉｶ ｶﾅﾔ ﾐﾕｷ

6 3508 筧　湖乃栞(2) 春江中 6 3024 金谷　美由姫(2) 三国中
ﾏｽｻﾞﾜ ｻｸﾗ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ

7 3030 増澤　咲空(2) 三国中 7 7686 山口　奈菜(1) 美浜中
ｵｵｼﾏ ﾐｷ ｳｴﾅｶ ﾙｲ

8 3022 大嶋　美紀(2) 三国中 8 7059 植中　瑠愛(2) 気比中

女子200m
1組 2組 3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1
ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｶ ｱｲｻﾞﾜ ｼｷ

2 7349 神園　弥優(3) 粟野中 2 7342 河上　梨花(3) 粟野中 2 3021 相澤　史季(2) 三国中
ﾋｶﾞｼ ﾏﾅﾎ ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ

3 237 東　真帆(3) 敦賀高 3 3503 山本　明日香(3) 春江中 3 3029 渡邉　一花(3) 三国中
ﾄﾓｻ ﾕﾗ ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｻｲﾄｳ ｱｲｶ

4 240 友佐　優来(2) 敦賀高 4 73 吉田　千夏(2) 藤島高 4 3505 齊藤　愛華(3) 春江中
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ

5 231 山岸　沙也加(3) 敦賀高 5 374 杉本　真実 マミーズエーシー 5 7699 中村　優愛(2) 美浜中
ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ﾖﾈﾖｼ ｴｺ

6 234 高山　愛香(3) 敦賀高 6 7055 山田　笑梨(2) 気比中 6 3011 米由　依仔(3) 三国中
ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ﾉｻﾞｷ ｱﾘｱ

7 247 藏元　真莉奈(1) 敦賀高 7 7045 谷口　瑞姫(3) 気比中 7 7388 野崎　明愛(2) 粟野中
ﾏｽﾀ ｱﾐ

8 3010 増田　愛泉(3) 三国中 8 8



女子200m 女子400m
4組 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲｼﾑﾗ ﾋｲﾛ

1 1 66 石村　日彩(2) 藤島高
ﾀﾎﾞ ｱｽﾞｻ ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ

2 7052 田保　杏紗(2) 気比中 2 7044 上倉　柑奈(3) 気比中
ｳｴﾅｶ ﾙｲ ﾀﾏｷ ﾉｿﾞﾐ

3 7059 植中　瑠愛(2) 気比中 3 71 玉木　希(2) 藤島高
ｱﾘﾀ ﾊﾙ ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ

4 3501 有田　羽瑠(3) 春江中 4 247 藏元　真莉奈(1) 敦賀高
ﾄﾘｲ ｻﾗ ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ

5 7040 鳥居　咲来(3) 気比中 5 236 野村　いちご(3) 敦賀高
ｲｴﾐﾂ ﾕｲ ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ

6 7131 家光　由依(2) 松陵中 6 234 高山　愛香(3) 敦賀高
ｵｶﾞﾜ ｱﾘﾈ ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ

7 3023 小川　アリネ(2) 三国中 7 73 吉田　千夏(2) 藤島高
ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ

8 123 木下　桜(3) 足羽高

女子800m 女子1500m
1組 2組 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾅ ﾜﾀﾀﾞ ﾐﾉﾘ ｵｶﾍﾞ ｲﾁﾙ

1 375 杉本　留愛 マミーズエーシー 1 7133 和多田　実莉(2) 松陵中 1 3502 岡部　唯千瑠(3) 春江中
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ ｵｸﾉ ﾕｲ

2 70 斉藤　楓果(2) 藤島高 2 7392 渡邉　結菜(2) 粟野中 2 7357 奥野　結衣(3) 粟野中
ｳｵﾐ ﾘｵ ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ

3 7683 魚見　莉央(1) 美浜中 3 7352 藤田　青依(3) 粟野中 3 3006 近藤　遥菜(3) 三国中
ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ ﾀﾅﾍﾞ ｺﾅ ﾆｼ ﾘﾘｺ

4 7044 上倉　柑奈(3) 気比中 4 7684 田邉　来奈(1) 美浜中 4 3009 西　凜々子(3) 三国中
ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ ｳﾁﾀﾞ ｻﾜ ｵﾉ ｱｷｻ

5 236 野村　いちご(3) 敦賀高 5 3500 内田　咲羽(3) 春江中 5 68 小野　晶咲(2) 藤島高
ｵｸﾉ ﾕｲ ｷﾀﾆ ｿﾅ ｳﾁﾀﾞ ｻﾜ

6 7357 奥野　結衣(3) 粟野中 6 7387 木谷　蒼那(2) 粟野中 6 3500 内田　咲羽(3) 春江中
ｻｷﾓﾄ ｲﾁｶ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾛ ｻｷﾓﾄ ｲﾁｶ

7 7674 﨑元　惟香(2) 美浜中 7 7696 吉田　こころ(2) 美浜中 7 7674 﨑元　惟香(2) 美浜中
ｵｶﾍﾞ ｲﾁﾙ ﾀﾊﾗ ﾘｵﾅ

8 3502 岡部　唯千瑠(3) 春江中 8 7113 田原　里緒菜(3) 松陵中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ ﾁﾊﾞ ｴﾘﾅ

9 7697 渡邉　椿(2) 美浜中 9 7685 知場　瑛梨奈(1) 美浜中
ｱｿｽﾞ ｶﾉﾝ ｼﾝｶﾜ ﾘﾅ

10 7698 遊津　慧音(2) 美浜中 10 3026 新川　莉那(2) 三国中
ｻｻｲ ﾆｺ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｵｲ

11 7675 笹井　虹子(2) 美浜中 11 7382 山岸　彩生(2) 粟野中

中学女子100mH 女子100mH(0.838m)
1組 2組 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1 1 1
ｺﾞﾄｳ ﾊﾝﾅ ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ ﾌｶﾏﾁ ﾐｶ

2 7351 後藤　花(3) 粟野中 2 7051 川越　春花(2) 気比中 2 241 深町　美翔(2) 敦賀高
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ

3 7060 宮本　夢羽(2) 気比中 3 7679 池田　心優(2) 美浜中 3 243 宮松　志希(2) 敦賀高
ｻﾓﾄ ﾅﾎ ﾀﾑﾗ ﾕｲﾅ

4 7380 佐本　奈穂(2) 粟野中 4 7043 田村　結菜(3) 気比中
ﾀｶｷﾞ ﾋﾖﾘ ｱｻｽﾞﾏ ﾕｳﾅ

5 7356 高木　日和(3) 粟野中 5 7681 浅妻　優奈(1) 美浜中
ﾓﾘ ｱｲｶ ﾔﾋﾛ ﾉｱ

6 7053 森　愛華(2) 気比中 6 7111 八尋　希愛(3) 松陵中
ﾀｶｷﾞ ｲﾛﾊ ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ

7 7339 高木　色葉(3) 粟野中 7 7041 園田　悠奈(3) 気比中
ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ ｾｲﾀ ﾊﾙﾅ

8 7390 松本　萌々花(2) 粟野中 8 3509 清田　春奈(2) 春江中



中学男子砲丸投(5kg) 中学男子円盤投(1.5kg) 高校男子ハンマー投(6kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾀﾅｶ ﾊｶﾞﾈ ｲｿｶﾜ ﾀﾂﾉｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ

1 7002 畑中　鋼(3) 気比中 1 3500 磯川　竜之介(3) 春江中 1 168 中嶋　千博(3) 足羽高
ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ ｷﾀﾃﾞ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2 3004 林　鈴太郎(2) 三国中 2 3510 北出　隼人(3) 春江中 2 313 中村　竜也(3) 敦賀高
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ ｺﾄﾞｳ ﾕｳﾀ ｺｳﾉ ﾐﾂｸﾆ

3 7368 宮本　源二郎(2) 粟野中 3 3023 古道　侑汰(3) 三国中 3 166 河野　光訓(3) 足羽高
ﾐﾔｹ ｶｲﾘ ｺﾄﾞｳ ｹｲﾀ

4 3025 三宅　海理(3) 三国中 4 3022 古道　佳汰(3) 三国中
ﾓﾘﾀ ﾕｲﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ

5 3026 森田　唯斗(3) 三国中 5 7368 宮本　源二郎(2) 粟野中
ﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

6 7372 野田　洋希(2) 粟野中 6 7635 嶋田　好輔(1) 美浜中
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳ ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾛｳ

7 3512 山岸　翔(3) 春江中 7 3517 廣瀬　賢志朗(2) 春江中
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ

8 7369 西村　一希(2) 粟野中 8 7369 西村　一希(2) 粟野中
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳ

9 7635 嶋田　好輔(1) 美浜中 9 3512 山岸　翔(3) 春江中
ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

10 3517 廣瀬　賢志朗(2) 春江中 10 7361 山本　倖希(3) 粟野中
ｷﾀﾃﾞ ﾊﾔﾄ

11 3510 北出　隼人(3) 春江中
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

12 7361 山本　倖希(3) 粟野中
ｲｿｶﾜ ﾀﾂﾉｽｹ

13 3500 磯川　竜之介(3) 春江中

高校男子砲丸投(6.000kg) 高校男子円盤投(1.750kg) 男子やり投
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾊﾙ ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾔ

1 333 井上　朝陽(2) 敦賀工業高 1 335 中野　啓介(2) 敦賀工業高 1 169 吉田　大也(3) 足羽高
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ

2 174 中嶋　康太(1) 足羽高 2 316 宇都宮　諒平(2) 敦賀高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ ｺｳﾉ ﾐﾂｸﾆ

3 168 中嶋　千博(3) 足羽高 3 166 河野　光訓(3) 足羽高
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ

4 316 宇都宮　諒平(2) 敦賀高

中学女子砲丸投(2.721kg) 女子砲丸投(4.000kg) 女子円盤投(1.000kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾐ ｷﾑﾗ ｼｽﾞｸ

1 7041 園田　悠奈(3) 気比中 1 374 杉本　真実 マミーズエーシー 1 69 木村　詩朱玖(2) 藤島高
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾅ ｶｲﾄﾞｳ ｲﾛﾊ ｶｹﾋ ｺﾉｶ

2 7056 川畑　心那(2) 気比中 2 3004 街道　彩羽(3) 三国中 2 3508 筧　湖乃栞(2) 春江中
ｲｹﾀﾞ ｺｺﾐ ﾏﾂｵ ﾅﾅ ﾏｽｻﾞﾜ ｻｸﾗ

3 7112 池田　心美(3) 松陵中 3 248 松尾　菜那(1) 敦賀高 3 3030 増澤　咲空(2) 三国中
ﾅﾑﾗ ﾆｺ ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ

4 3027 名村　仁心(2) 三国中 4 242 三村　啓恵(2) 敦賀高 4 7345 中本　心彩(3) 粟野中
ｷｼ ﾋﾅﾀ ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ ﾏﾂｵ ﾅﾅ

5 7344 岸　ひなた(3) 粟野中 5 238 前川　愛里(3) 敦賀高 5 248 松尾　菜那(1) 敦賀高
ｺﾆｼ ﾐﾚｲ ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅﾘ

6 7348 小西　心鈴(3) 粟野中 6 239 岡田　彩音(2) 敦賀高 6 127 西村　緋那理(2) 足羽高
ｵｵｲｼ ｽﾐﾚ ｱｻｸﾗ ｻｵﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ

7 7358 大石　清礼(3) 粟野中 7 232 朝倉　沙織(3) 敦賀高 7 244 山本　晏(2) 敦賀高
ﾀﾑﾗ ﾕｲﾅ ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾃﾗｻｷ ﾐﾕ

8 7043 田村　結菜(3) 気比中 8 233 貴田　歩伽(3) 敦賀高 8 122 寺崎　みゆ(2) 足羽高
ｶﾅﾔ ﾐﾕｷ ｷﾀﾞ ﾎﾉｶ

9 3024 金谷　美由姫(2) 三国中 9 233 貴田　歩伽(3) 敦賀高
ｵｵｼﾏ ﾐｷ ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ

10 3022 大嶋　美紀(2) 三国中 10 242 三村　啓恵(2) 敦賀高
ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ

11 7345 中本　心彩(3) 粟野中
ｶｹﾋ ｺﾉｶ

12 3508 筧　湖乃栞(2) 春江中



女子やり投 女子ハンマー投(4.000kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ

1 244 山本　晏(2) 敦賀高 1 239 岡田　彩音(2) 敦賀高
ｷﾀﾞ ﾕｲｺ ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ

2 246 貴田　結子(1) 敦賀高 2 242 三村　啓恵(2) 敦賀高
ｷﾑﾗ ｼｽﾞｸ ｱｻｸﾗ ｻｵﾘ

3 69 木村　詩朱玖(2) 藤島高 3 232 朝倉　沙織(3) 敦賀高
ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ

4 238 前川　愛里(3) 敦賀高

男子走高跳 女子走高跳

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ

1 3520 手塚　祐登(2) 春江中 1 7041 園田　悠奈(3) 気比中
ｼｹﾞﾋｻ ｾｲﾔ ﾀﾑﾗ ﾕｲﾅ

2 3522 重久　惺哉(2) 春江中 2 7043 田村　結菜(3) 気比中
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾅ

3 3518 長谷川　圭吾(2) 春江中 3 3507 橋本　愛衣奈(2) 春江中
ﾑﾗｶﾐ ｿｳ ﾔﾏｳﾁ  ﾏﾎ

4 3519 村上　創(2) 春江中 4 378 山内　真秀 マミーズエーシー

ﾊﾀ ｺｳｷ ｾｲﾀ ﾊﾙﾅ

5 3516 畑　虹輝(2) 春江中 5 3509 清田　春奈(2) 春江中
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ ｲｼﾑﾗ ﾋｲﾛ

6 7125 山本　大翔(2) 松陵中 6 66 石村　日彩(2) 藤島高
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ ｷﾀﾉ ｺｺﾈ

7 7014 中村　輝(2) 気比中 7 7385 北野　心々音(2) 粟野中
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ

8 7120 田中　隆之介(2) 松陵中 8 3008 中嶋　結衣(3) 三国中
ﾊﾔｼ ﾘｸ ﾉｻﾞｷ ｱﾘｱ

9 7126 林　竜空(2) 松陵中 9 7388 野崎　明愛(2) 粟野中
ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

10 3506 田中　悠翔(3) 春江中 10 7056 川畑　心那(2) 気比中
ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾝ ｻｻｲ ﾆｺ

11 7012 水嶋　蓮(2) 気比中 11 7675 笹井　虹子(2) 美浜中
ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ ﾀｶｷﾞ ｲﾛﾊ

12 7004 片山　透也(3) 気比中 12 7339 高木　色葉(3) 粟野中
ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｱ

13 7005 小俣　尋人(3) 気比中 13 126 中島　琉星(2) 足羽高
ﾓﾘｾ ﾖｳﾍｲ ﾐﾁﾉｼﾀ ﾚﾝ

14 103 森瀨　陽平(3) 藤島高 14 121 道ノ下　恋(3) 足羽高
ｼﾌﾞﾀﾆ ｺﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞ ﾐｷ

15 322 澁谷　己太朗(1) 敦賀高 15 128 飯田　美樹(1) 足羽高
ｵｵﾂｶ ﾘｸ

16 325 大塚　理功(1) 敦賀高
ﾐｽﾞｼﾏ ｿｳﾄ

17 319 水嶋　颯人(2) 敦賀高
ｵｶﾓﾄ ﾄｳﾔ

18 334 岡元　刀弥(2) 敦賀工業高

男子走幅跳 男子走幅跳 男子三段跳
1組 2組 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｸﾄﾞｳ ｶｲ

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ ﾊﾔｼ ﾘｸ 1 332 工藤　和莞(3) 敦賀工業高
1 7638 中村　継士(1) 美浜中 1 7126 林　竜空(2) 松陵中 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾘﾝｸｳ

ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ 2 338 平口　凛空(2) 敦賀工業高
2 7011 堅田　剛生(2) 気比中 2 3518 長谷川　圭吾(2) 春江中 ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ

ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ ﾑﾗｶﾐ ｿｳ 3 7004 片山　透也(3) 気比中
3 7104 川端　光希(3) 松陵中 3 3519 村上　創(2) 春江中 ｱｵｲｹ ﾂﾊﾞｻ

ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 4 315 青池　翼(2) 敦賀高
4 7360 松井　尚羅(3) 粟野中 4 3523 角　俊介(2) 春江中 ﾁｸﾌﾞ ﾊﾙﾋｺ

ｳｴﾀﾞ ｵｳﾀ ｼｹﾞﾋｻ ｾｲﾔ 5 110 竹生　晴彦(2) 藤島高
5 3019 上田　旺汰(3) 三国中 5 3522 重久　惺哉(2) 春江中 ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ

ｻｶﾀ ｲｵﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾙﾄ 6 318 花田　成琉(2) 敦賀高
6 3513 酒田　庵(3) 春江中 6 3005 山﨑　那琉斗(2) 三国中

ﾋﾗｸﾞﾁ ﾘﾝｸｳ ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ

7 338 平口　凛空(2) 敦賀工業高 7 3520 手塚　祐登(2) 春江中
ｶｸﾀﾆ ﾊﾔﾄ ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ

8 7357 角谷　颯飛(3) 粟野中 8 7121 北山　寛太(2) 松陵中
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾔﾏﾑﾗ ｺｳﾔ

9 3504 北林　勇人(3) 春江中 9 3006 山村　光矢(2) 三国中
ｵｶﾓﾄ ﾄｳﾔ ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾄ

10 334 岡元　刀弥(2) 敦賀工業高 10 3024 東　裕翔(3) 三国中
ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ

11 3507 堂野　暖翔(3) 春江中 11 7371 川端　龍斗(2) 粟野中
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

12 685 高橋　佳大(2) きらめきＡＣ 12 3514 渡邉　聡大(3) 春江中
ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ ｼｶﾞ ｱｷﾗ

13 7001 石綿　颯馬(3) 気比中 13 7634 志賀　聖(1) 美浜中
ｱﾗｲ ﾕｳﾀ ﾄｸｵｶ ﾐｽﾞｷ

14 3502 荒井　悠汰(3) 春江中 14 7374 徳岡　瑞樹(2) 粟野中
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ ｷﾑﾗ ﾉｲ

15 686 高橋　幸大(2) きらめきＡＣ 15 7363 木村　之意(3) 粟野中
ｱｵｲｹ ﾂﾊﾞｻ ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾛﾑ

16 315 青池　翼(2) 敦賀高 16 3508 平元　大夢(3) 春江中
ｲﾘｴ ﾅｵｷ ｷﾑﾗ ｺｳ

17 703 入江　直樹 福井陸協 17 3001 木村　晄(2) 三国中
ﾔｸﾞﾁ ｹﾝ

18 111 矢口　賢(2) 藤島高

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



女子走幅跳 女子走幅跳 女子三段跳
1組 2組 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾜﾀﾞ ｱﾕｺ

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅｴ ｱﾘﾀ ﾊﾙ 1 245 和田　絢柚子(2) 敦賀高
1 7042 谷口　佳苗(3) 気比中 1 3501 有田　羽瑠(3) 春江中

ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ ｱｻｽﾞﾏ ﾕｳﾅ

2 7132 中山　さくら(2) 松陵中 2 7681 浅妻　優奈(1) 美浜中
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｺ

3 130 清水　真菜実(1) 足羽高 3 7682 小畑　慶子(1) 美浜中
ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ

4 7051 川越　春花(2) 気比中 4 7667 樋口　美月(2) 美浜中
ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ ｶﾅﾏﾂ ﾐﾜ

5 3503 山本　明日香(3) 春江中 5 7695 金松　美和(2) 美浜中
ﾀｹｳﾁ ﾐｻｷ ﾕｻ ｱﾕｶ

6 3007 竹内　美紗喜(3) 三国中 6 7386 遊佐　鮎香(2) 粟野中
ﾌﾙｲﾁ ﾅﾅｺ ｶｼﾜｷﾞ ｺｺｱ

7 3408 古市　菜々子(2) 坂井中 7 7383 柏木　心愛(2) 粟野中
ﾊﾞｼﾞ ｷﾗﾘ ｷﾀﾆ ｿﾅ

8 7110 馬路　きらり(3) 松陵中 8 7387 木谷　蒼那(2) 粟野中
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ

9 129 田辺　雪乃(1) 足羽高 9 7340 渡辺　美月(3) 粟野中
ｶﾄｳ ﾘﾝ ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾅ

10 359 加藤　鈴(3) AWARA.T&F 10 3507 橋本　愛衣奈(2) 春江中
ｺｳﾉ ﾕﾗ ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕｺ

11 3413 河野　ゆら(2) 坂井中 11 7058 吉澤　真結子(2) 気比中
ｷｸｶﾜ ﾕﾘ ﾔﾋﾛ ﾉｱ

12 124 菊川　悠杏(2) 足羽高 12 7111 八尋　希愛(3) 松陵中
ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ ｻｲﾄｳ ｱｲｶ

13 243 宮松　志希(2) 敦賀高 13 3505 齊藤　愛華(3) 春江中
ﾜﾀﾞ ｱﾕｺ ｻｻｷ ﾐｵ

14 245 和田　絢柚子(2) 敦賀高 14 3025 佐々木　美桜(2) 三国中



男子4X100mR
1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 7100 ﾀｹﾅｶ ｸｳ (  ) 3502 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ (  ) 332 ｸﾄﾞｳ ｶｲ
(  ) 7102 ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ (  ) 3503 ｽｴﾏｻ ﾄﾑ (  ) 334 ｵｶﾓﾄ ﾄｳﾔ
(  ) 7103 ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ (  ) 3505 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾄ (  ) 335 ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ
(  ) 7104 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ (  ) 3507 ﾄﾞｳﾉ ﾊﾙｶ (  ) 336 ﾔﾏﾅｶ ﾗﾝ
(  ) (  ) 3509 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ (  ) 337 ﾄﾊﾞ ﾋﾅﾀ
(  ) (  ) 3523 ｽﾐ ｼｭﾝｽｹ (  ) 338 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾘﾝｸｳ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 103 ﾓﾘｾ ﾖｳﾍｲ (  ) 311 ｱﾀｺﾞ ﾗｲ (  ) 7001 ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ
(  ) 106 ｳﾉ ｲﾁｶ (  ) 312 ｵｵﾔ ﾉｿﾞﾑ (  ) 7004 ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ
(  ) 108 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ (  ) 315 ｱｵｲｹ ﾂﾊﾞｻ (  ) 7005 ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ
(  ) 110 ﾁｸﾌﾞ ﾊﾙﾋｺ (  ) 317 ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ (  ) 7006 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ
(  ) 111 ﾔｸﾞﾁ ｹﾝ (  ) 318 ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ (  )
(  ) (  ) 320 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ (  )

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 169 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾔ (  ) 3019 ｳｴﾀﾞ ｵｳﾀ
(  ) 170 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙ (  ) 3020 ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ
(  ) 171 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ (  ) 3027 ﾘｮｳｼｭｳ ｹｲ
(  ) 172 ｶﾄｳ ﾀｲﾖｳ (  ) 3000 ｷﾀﾉ ｼｭﾝｴｲ
(  ) 173 ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ (  ) 3001 ｷﾑﾗ ｺｳ

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 7003 ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ (  ) 3026 ﾓﾘﾀ ﾕｲﾄ
(  ) (  ) 7011 ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ (  ) 3002 ﾀｶﾉ ﾅﾙｷﾖ
(  ) (  ) 7012 ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾝ (  ) 3003 ﾅｶﾂ ﾋﾅﾀ
(  ) (  ) 7014 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ (  ) 3006 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳﾔ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7370 ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ (  ) 7612 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ (  ) 3022 ｺﾄﾞｳ ｹｲﾀ
(  ) 7357 ｶｸﾀﾆ ﾊﾔﾄ (  ) 7618 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ (  ) 3023 ｺﾄﾞｳ ﾕｳﾀ
(  ) 7350 ﾄﾐｵｶ ﾏｳ (  ) 7633 ｺﾆｼ ﾚｲﾄ (  ) 3024 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾄ
(  ) 7360 ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ (  ) 7634 ｼｶﾞ ｱｷﾗ (  ) 3025 ﾐﾔｹ ｶｲﾘ
(  ) (  ) 7638 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ (  ) 3004 ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ
(  ) (  ) (  ) 3005 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾙﾄ

7ﾚｰﾝ
(  ) 7120 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ
(  ) 7121 ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ
(  ) 7125 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ
(  ) 7126 ﾊﾔｼ ﾘｸ

男子4X400mR
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 169 吉田　大也(3) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾔ (  ) 311 ｱﾀｺﾞ ﾗｲ (  ) 98 ｵｶﾍﾞ ｹｲﾀ
(  ) 170 中川　陽(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙ (  ) 312 ｵｵﾔ ﾉｿﾞﾑ (  ) 106 ｳﾉ ｲﾁｶ
(  ) 171 宮﨑　瑞生(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ (  ) 314 ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳ (  ) 108 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ
(  ) 172 加藤　大陽(2) ｶﾄｳ ﾀｲﾖｳ (  ) 317 ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ (  ) 109 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ
(  ) 173 中道　相翔(1) ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ (  ) 318 ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ (  ) 111 ﾔｸﾞﾁ ｹﾝ
(  ) (  ) 320 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ (  ) 113 ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯｾｲ

女子4X100mR
1組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 7380 佐本　奈穂(2) ｻﾓﾄ ﾅﾎ (  ) 7040 ﾄﾘｲ ｻﾗ (  ) 66 ｲｼﾑﾗ ﾋｲﾛ
(  ) 7349 神園　弥優(3) ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ (  ) 7045 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ (  ) 71 ﾀﾏｷ ﾉｿﾞﾐ
(  ) 7342 河上　梨花(3) ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｶ (  ) 7055 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ (  ) 72 ﾐﾔﾆｼ ﾊﾙﾅ
(  ) 7339 高木　色葉(3) ﾀｶｷﾞ ｲﾛﾊ (  ) 7060 ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ (  ) 73 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ
(  ) 7356 高木　日和(3) ﾀｶｷﾞ ﾋﾖﾘ (  )
(  ) 7345 中本　心彩(3) ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ (  )

5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
(  ) 123 木下　桜(3) ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ (  ) 234 ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ (  ) 3007 ﾀｹｳﾁ ﾐｻｷ
(  ) 124 菊川　悠杏(2) ｷｸｶﾜ ﾕﾘ (  ) 237 ﾋｶﾞｼ ﾏﾅﾎ (  ) 3010 ﾏｽﾀ ｱﾐ
(  ) 125 坂野　心柊(2) ｻｶﾉ ﾐﾝﾄ (  ) 231 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ (  ) 3029 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｶ
(  ) 129 田辺　雪乃(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ (  ) 240 ﾄﾓｻ ﾕﾗ (  ) 3021 ｱｲｻﾞﾜ ｼｷ
(  ) 130 清水　真菜実(1) ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ (  ) 243 ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ
(  ) 131 髙橋　優香(1) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ (  ) 245 ﾜﾀﾞ ｱﾕｺ

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 3004 ｶｲﾄﾞｳ ｲﾛﾊ (  ) 3501 ｱﾘﾀ ﾊﾙ
(  ) (  ) 3011 ﾖﾈﾖｼ ｴｺ (  ) 3502 ｵｶﾍﾞ ｲﾁﾙ
(  ) (  ) 3022 ｵｵｼﾏ ﾐｷ (  ) 3503 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ
(  ) (  ) 3025 ｻｻｷ ﾐｵ (  ) 3505 ｻｲﾄｳ ｱｲｶ
(  ) (  ) 3026 ｼﾝｶﾜ ﾘﾅ (  ) 3507 ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾅ
(  ) (  ) (  ) 3508 ｶｹﾋ ｺﾉｶ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7041 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ (  ) 7110 ﾊﾞｼﾞ ｷﾗﾘ (  ) 3008 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ
(  ) 7043 ﾀﾑﾗ ﾕｲﾅ (  ) 7112 ｲｹﾀﾞ ｺｺﾐ (  ) 3009 ﾆｼ ﾘﾘｺ
(  ) 7051 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ (  ) 7130 ｱﾀｺﾞ ﾘｲ (  ) 3023 ｵｶﾞﾜ ｱﾘﾈ
(  ) 7053 ﾓﾘ ｱｲｶ (  ) 7132 ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ (  ) 3024 ｶﾅﾔ ﾐﾕｷ
(  ) (  ) (  ) 3027 ﾅﾑﾗ ﾆｺ
(  ) (  ) (  ) 3030 ﾏｽｻﾞﾜ ｻｸﾗ

女子4X400mR
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 234 高山　愛香(3) ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶ (  ) 66 ｲｼﾑﾗ ﾋｲﾛ (  ) 123 ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ
(  ) 236 野村　いちご(3) ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ (  ) 70 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ (  ) 124 ｷｸｶﾜ ﾕﾘ
(  ) 231 山岸　沙也加(3) ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾔｶ (  ) 71 ﾀﾏｷ ﾉｿﾞﾐ (  ) 125 ｻｶﾉ ﾐﾝﾄ
(  ) 240 友佐　優来(2) ﾄﾓｻ ﾕﾗ (  ) 72 ﾐﾔﾆｼ ﾊﾙﾅ (  ) 129 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
(  ) 241 深町　美翔(2) ﾌｶﾏﾁ ﾐｶ (  ) 73 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ (  ) 130 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ
(  ) 243 宮松　志希(2) ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ (  ) (  ) 131 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ

増澤　咲空(2)

敦賀高

足羽高

足羽高

粟野中

川越　春花(2) 愛宕　李(2) 小川　アリネ(2)

森　愛華(2)

気比中B 松陵中 三国中C

中山　さくら(2) 金谷　美由姫(2)

園田　悠奈(3) 馬路　きらり(3) 中嶋　結衣(3)
田村　結菜(3) 池田　心美(3)

髙橋　優香(1)

三国中B 春江中
街道　彩羽(3) 有田　羽瑠(3)
米由　依仔(3) 岡部　唯千瑠(3)

齊藤　愛華(3)
新川　莉那(2) 橋本　愛衣奈(2)

吉田　千夏(2)

足羽高
木下　桜(3)
菊川　悠杏(2)斉藤　楓果(2)

玉木　希(2)
宮西　陽菜(2)

坂野　心柊(2)
田辺　雪乃(1)
清水　真菜実(1)

藤島高
石村　日彩(2)

大嶋　美紀(2) 山本　明日香(3)

佐々木　美桜(2)

宮松　志希(2)
和田　絢柚子(2)

筧　湖乃栞(2)

西　凜々子(3)

名村　仁心(2)

竹内　美紗喜(3)

宮西　陽菜(2)

山岸　沙也加(3)

吉田　千夏(2)

友佐　優来(2)

増田　愛泉(3)
渡邉　一花(3)
相澤　史季(2)

高山　愛香(3)

玉木　希(2)

東　真帆(3)

宮本　夢羽(2)

藤島高

敦賀高

鳥居　咲来(3)
谷口　瑞姫(3)
山田　笑梨(2)

三国中A

矢口　賢(2)
山形　一誠(2)

気比中A

花田　成琉(2)
村上　碧(2)

石村　日彩(2)

藤島高
岡部　恵大(3)
宇野　千翔(2)大家　希武(3)

森下　聖(3)
長谷　龍昇(2)

武田　陵雅(2)
田中　悠翔(2)

山本　大翔(2)
林　竜空(2)

敦賀高
愛宕　頼(3)

中村　継士(1) 林　鈴太郎(2)
山﨑　那琉斗(2)

松陵中B
田中　隆之介(2)

北山　寛太(2)

冨岡　真海(3) 小西　玲人(1) 東　裕翔(3)
松井　尚羅(3) 志賀　聖(1) 三宅　海理(3)

松木　陽達(2) 川口　稜護(2) 古道　佳汰(3)
角谷　颯飛(3) 森下　凌(2) 古道　侑汰(3)

水嶋　蓮(2) 中津　陽向(2)
中村　輝(2) 山村　光矢(2)

粟野中 美浜中 三国中C

気比中B 三国中B
清水　宥良(3) 森田　唯斗(3)
堅田　剛生(2) 髙野　成汐(2)

宮﨑　瑞生(2) 了舟　慶(3)
加藤　大陽(2) 北野　峻英(2)
中道　相翔(1) 木村　晄(2)

足羽高 三国中A
吉田　大也(3) 上田　旺汰(3)
中川　陽(2) 小島　聡太(3)

竹生　晴彦(2) 長谷　龍昇(2) 中村　日琉哉(3)

矢口　賢(2) 花田　成琉(2)
村上　碧(2)

宇野　千翔(2) 大家　希武(3) 片山　透也(3)
武田　陵雅(2) 青池　翼(2) 小俣　尋人(3)

藤島高 敦賀高 気比中A
森瀨　陽平(3) 愛宕　頼(3) 石綿　颯馬(3)

川端　光希(3) 堂野　暖翔(3) 山中　嵐(2)
小林　駿介(3) 鳥羽　陽向(2)
角　俊介(2) 平口　凛空(2)

堤野　涼(3) 末政　十夢(3) 岡元　刀弥(2)
大坊　蒼星(3) 村上　結人(3) 中野　啓介(2)

松陵中A 春江中 敦賀工業高
武中　空(3) 荒井　悠汰(3) 工藤　和莞(3)


