
中学1年男子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

1 1 1
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾆｼﾜｷ ﾀｸﾐ ｺﾎﾘ ﾚｵ

2 8057 堀口　夏樹(1) 小浜中 2 8052 西脇　匠己(1) 小浜中 2 7520 小堀　玲生(1) 三方中
ｶﾓ ﾀﾞｲﾁ ｸﾄﾞｳ ﾘｸ ﾆｼﾉ ﾀｲｷ

3 7645 加茂　大和(1) 美浜中 3 7301 工藤　李孔(1) 粟野中 3 7134 西野　太樹(1) 松陵中
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾌｸﾂﾞｶ ﾋﾛﾔ ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ

4 7641 嶋田　敦心(1) 美浜中 4 6100 福塚　宏哉(1) 武生二中 4 7650 木下　弘稀(1) 美浜中
ﾃﾞﾑﾗ ﾅｵｷ ｵｵｴ ｼｭｳﾍｲ ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ

5 6101 出村　直樹(1) 武生二中 5 8011 大江　修平(1) 小浜中 5 7524 今川　知冴(1) 三方中
ｺﾆｼ ﾅｺﾞﾑ ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

6 8012 小西　和(1) 小浜中 6 7026 川本　直人(1) 気比中 6 7131 近藤　琥太朗(1) 松陵中
ｵﾁｱｲ ｻｸﾀ ﾄﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾂ

7 7021 落合　咲太(1) 気比中 7 8014 土井　陽仁(1) 小浜中 7 7523 山田　律(1) 三方中
ﾂｼﾞﾊﾗ ｿｳﾏ ﾀﾍﾞ ｿｳｼ ﾏｽｲ ﾚﾝ

8 7642 辻原　壮真(1) 美浜中 8 8013 多辺　蒼志(1) 小浜中 8 7303 増井　廉(1) 粟野中

4組 5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
ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ ﾂﾎﾞｶﾜ ﾀｹﾙ

2 7022 西村　寛汰(1) 気比中 2 2758 坪川　彪流(1) 社中
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ ﾏﾂｼﾀ ｺｳｾｲ

3 7027 橋本　多聞(1) 気比中 3 7647 松下　昊誠(1) 美浜中
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾅﾐﾓﾄ ｿｳｽｹ

4 6015 宮下　涼祐(1) 武生一中 4 7024 南元　蒼輔(1) 気比中
ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ

5 7025 足立　旬(1) 気比中 5 2762 村田　涼(1) 社中
ﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ

6 7020 田邉　樂(1) 気比中 6 7130 田原　遼也(1) 松陵中
ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ ｼﾏｻｷ ﾘｭｳﾋ

7 7023 平川　竣大(1) 気比中 7 2755 嶋﨑　瑠優(1) 社中

8 8

中学2年男子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

ｼｶﾞ ｱｷﾗ ﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ

1 7634 志賀　聖(2) 美浜中 1 7372 野田　洋希(2) 粟野中 1
ﾀﾅｶ ｺｳｷ ｵｵﾀﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ

2 6110 田中　康暉(2) 武生二中 2 8058 大谷　倫太郎(2) 小浜中 2 7121 北山　寛太(2) 松陵中
ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ ｳｴｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ﾄｸｵｶ ﾐｽﾞｷ

3 7370 松木　陽達(2) 粟野中 3 7373 上嶋　嘉斗(2) 粟野中 3 7374 徳岡　瑞樹(2) 粟野中
ｵｵﾋﾗ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾀｶﾊｼ ｱﾙｷ

4 6115 大平　遼(2) 武生二中 4 7125 山本　大翔(2) 松陵中 4 2745 高橋　歩希(2) 社中
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ

5 7638 中村　継士(2) 美浜中 5 1593 山田　利槻(2) 至民中 5 7367 辻　隼次郎(2) 粟野中
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ ﾊﾗﾀﾞ ｲﾂｷ

6 6007 山本　周平(2) 武生一中 6 7371 川端　龍斗(2) 粟野中 6 7375 原田　樹(2) 粟野中
ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾝ ﾊﾔｼ ﾘｸ

7 7011 堅田　剛生(2) 気比中 7 7012 水嶋　蓮(2) 気比中 7 7126 林　竜空(2) 松陵中

8

4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ

2 7365 泉　直希(2) 粟野中
ｻｶｲ ｹﾝﾄ

3 2741 阪井　賢人(2) 社中
ﾄｸｵ ｶﾝﾕｳ

4 2746 徳尾　貫悠(2) 社中
ｾｵ ﾀｸﾐ

5 7518 瀨尾　拓海(2) 三方中
ｻｶｲ ﾏｻｼ

6 2742 酒井　雅史(2) 社中
ﾀｶｼﾏ ｺｳﾘｭｳ

7 7122 髙嶌　昊琉(2) 松陵中

8

2



中学共通男子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

1 1 1
ﾐﾖｼ ﾕｳﾔ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾀｹﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ

2 6001 三好　悠弥(3) 武生一中 2 2737 吉田　光佑(3) 社中 2 7503 武長　洸杜(3) 三方中
ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ ﾋﾛﾂｼﾞ ｲﾌﾞｷ ﾂｼﾞﾀﾆ ﾊﾔﾄ

3 7360 松井　尚羅(3) 粟野中 3 2797 廣辻　伊吹(3) 社中 3 2739 辻谷　颯人(3) 社中
ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ ｶﾄｳ ｲｿﾗ ｻﾜ ﾘｮｳｺﾞ

4 7005 小俣　尋人(3) 気比中 4 7501 加藤　壱宙(3) 三方中 4 8008 澤　亮悟(3) 小浜中
ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ ｷﾀ ﾘｸ

5 7001 石綿　颯馬(3) 気比中 5 8200 辻本　光希(3) 上中中 5 1550 喜多　俐來(3) 至民中
ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ ﾓﾘｸﾆ ﾀｸﾏ ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｷ

6 6002 萩原　昂汰(3) 武生一中 6 2734 森國　拓馬(3) 社中 6 1552 瀧口　孝規(3) 至民中
ﾀｹﾅｶ ｸｳ ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｼﾞ ﾀｶﾗｲ ｷﾞﾝ

7 7100 武中　空(3) 松陵中 7 6003 水上　雄仁(3) 武生一中 7 1551 寳居　銀(3) 至民中
ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ ﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾂｼﾞｲ ｿｳﾏ

8 7103 大坊　蒼星(3) 松陵中 8 7358 森　龍之介(3) 粟野中 8 7349 辻井　蒼真(3) 粟野中

4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾖｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ

2 7506 吉村　倭(3) 三方中
ｺｲｽﾞﾐ ｲｵﾘ

3 7359 小泉　伊織(3) 粟野中
ｷﾑﾗ ﾉｲ

4 7363 木村　之意(3) 粟野中
ｲｿﾍﾞ ﾗｸ

5 7355 磯部　楽来(3) 粟野中
ﾅｶﾀ ﾘｮｳｶﾞ

6 7508 中田　凉雅(3) 三方中
ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ

7 7354 田辺　響(3) 粟野中
ｾﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

8 7502 千田　瞬人(3) 三方中

一般男子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

1 1
ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ ﾌｼﾞｵｶ ｹﾞﾝ

2 701 森川　将治 福井マスターズ 2 528 藤岡　玄(1) 敦賀気比高
ｵｶｼﾞﾏ ｱﾂﾔ ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ

3 438 岡島　京矢(3) 北陸高 3 682 島林　奈生(1) 福井大
ﾋﾉｼﾀ ｹｲｽｹ ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ

4 233 樋下　慶祐(5) ふくいS.C 4 230 鳥山　侑星(2) ふくいS.C
ﾋﾗﾉ ﾅｵﾄ ｶﾄｳ ﾘｮｳ

5 612 平野　直人 ユティック 5 511 加藤　涼(3) 敦賀気比高
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｻﾓﾄ ﾕｳｷ

6 225 清水　雄一郎(M2) ふくいS.C 6 516 佐本　侑輝(2) 敦賀気比高
ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ

7 535 清田　渉矢(1) 福井大 7 764 加藤　和優(1) 福井陸協
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ

8 226 長谷川　啓太(6) 福井大 8 627 矢口　隆治 福井マスターズ

一般男子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

ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾀﾅｶ ｺｳｷ

1 230 鳥山　侑星(2) ふくいS.C 1 6110 田中　康暉(2) 武生二中 1
ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ ﾂｼﾞﾀﾆ ﾊﾔﾄ

2 764 加藤　和優(1) 福井陸協 2 7360 松井　尚羅(3) 粟野中 2 2739 辻谷　颯人(3) 社中
ｻﾓﾄ ﾕｳｷ ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｼﾞ ﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 516 佐本　侑輝(2) 敦賀気比高 3 6003 水上　雄仁(3) 武生一中 3 7358 森　龍之介(3) 粟野中
ｵｶｼﾞﾏ ｱﾂﾔ ｺﾆｼ ﾚｲﾄ ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ

4 438 岡島　京矢(3) 北陸高 4 7633 小西　玲人(2) 美浜中 4 7003 清水　宥良(3) 気比中
ｶﾄｳ ﾘｮｳ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ ｶﾄｳ ｲｿﾗ

5 511 加藤　涼(3) 敦賀気比高 5 7612 川口　稜護(3) 美浜中 5 7501 加藤　壱宙(3) 三方中
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ ﾑﾗｵｶ ﾚﾝ

6 7006 中村　日琉哉(3) 気比中 6 535 清田　渉矢(1) 福井大 6 7362 村岡　錬(3) 粟野中
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ ｵｵﾋﾗ ﾘｮｳ ﾀｹﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ

7 226 長谷川　啓太(6) 福井大 7 6115 大平　遼(2) 武生二中 7 7503 武長　洸杜(3) 三方中
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ ﾌｼﾞｻﾜ ｿｳ

8 225 清水　雄一郎(M2) ふくいS.C 8 7370 松木　陽達(2) 粟野中 8 2748 藤澤　颯(2) 社中

3



中学共通男子400m 一般男子400m
1組 2組 1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
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳ ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

2 7364 藤原　憧(3) 粟野中 2 2763 山形　宥人(1) 社中 2 227 田中　佑汰 福大AC
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

3 7006 中村　日琉哉(3) 気比中 3 2730 斉藤　琉星(3) 社中 3
ｺﾆｼ ﾚｲﾄ ｻﾜ ﾘｮｳｺﾞ

4 7633 小西　玲人(2) 美浜中 4 8008 澤　亮悟(3) 小浜中 4
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ

5 7612 川口　稜護(3) 美浜中 5 7003 清水　宥良(3) 気比中 5
ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ ｻｶｲ ﾏｻｼ

6 7618 森下　凌(3) 美浜中 6 2742 酒井　雅史(2) 社中 6
ﾀｶﾗｲ ｷﾞﾝ ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ

7 1551 寳居　銀(3) 至民中 7 7004 片山　透也(3) 気比中 7
ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ ﾏｽﾀﾞ ｱﾗﾀ

8 7102 堤野　涼(3) 松陵中 8 6004 増田　新(3) 武生一中 8

中学共通男子800m 一般男子800m 一般男子1500m
1組 1組 1組
ORD 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

ﾊﾔｼ ﾎｽﾞﾐ ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1 7015 林　穂澄(2) 気比中 1 1 0 池田　秀文 おばまあーるいー

ﾋﾛｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

2 2760 広川　亮次(1) 社中 2 657 小畑　祐二 福井陸協
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ

3 1553 中村　太祐(3) 至民中 3 0 池田　秀文 おばまあーるいー

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ

4 2763 山形　宥人(1) 社中
ﾐﾈ ｺｳｼ

5 7017 三根　晃史(2) 気比中
ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｼ

6 7351 西田　征司(3) 粟野中
ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ

7 8059 西野　寛太郎(2) 小浜中
ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ

8 7618 森下　凌(3) 美浜中
ｲｴﾐﾂ ｵｳｽｹ

9 7631 家光　応輔(2) 美浜中
ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ

10 7515 今井　涼介(2) 三方中
ｲﾏﾑﾗ ｲｯﾄ

11 7630 今村　逸人(2) 美浜中
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾘ

12 7352 岡田　悠吏(3) 粟野中
ﾄﾐｵｶ ﾏｳ

13 7350 冨岡　真海(3) 粟野中
ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ

14 7102 堤野　涼(3) 松陵中
ｵｵﾉ ｿｳｷ

15 7613 大野　蒼来(3) 美浜中
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

16 2730 斉藤　琉星(3) 社中

中学男子110mH 一般男子110mH(1.067m)
1組 1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

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ

1 7014 中村　輝(2) 気比中 1
ｲﾜｲ ﾕｳｷ ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ

2 8053 岩井　柔樹(2) 小浜中 2 682 島林　奈生(1) 福井大
ﾐﾖｼ ﾕｳﾔ

3 6001 三好　悠弥(3) 武生一中 3
ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ

4 7103 大坊　蒼星(3) 松陵中 4
ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ

5 7004 片山　透也(3) 気比中 5
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

6 6007 山本　周平(2) 武生一中 6
ﾑﾗｵｶ ﾚﾝ

7 7362 村岡　錬(3) 粟野中 7
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ

8 685 高橋　佳大(2) きらめき 8

4



中学1年男子1500m 中学2年男子1500m 中学共通男子1500m
1組 1組 1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｶﾑﾗ ｶﾝﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ﾎｽﾞﾐ ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ

1 2756 高村　貫太郎(1) 社中 1 7015 林　穂澄(2) 気比中 1 8009 岩﨑　正悟(3) 小浜中
ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ ｲｲﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ

2 7022 西村　寛汰(1) 気比中 2 6125 飯田　鉄平(2) 武生二中 2 8059 西野　寛太郎(2) 小浜中
ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ ｵｵﾉ ｿｳｷ

3 7639 大同　悠生(1) 美浜中 3 6124 谷口　琥太郎(2) 武生二中 3 7613 大野　蒼来(3) 美浜中
ﾜｶﾉ ｿｳｼ ﾐﾀﾆ ﾚｵﾝ ﾄﾐｵｶ ﾏｳ

4 7653 若野　蒼志(1) 美浜中 4 2749 見谷　玲音(2) 社中 4 7350 冨岡　真海(3) 粟野中
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾂ ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾘ

5 7523 山田　律(1) 三方中 5 6013 吉田　朝陽(2) 武生一中 5 7352 岡田　悠吏(3) 粟野中
ﾄｸﾔﾏ ｾｲ ﾋﾛｶﾜ ｹﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼﾚﾝ 

6 7522 徳山　成(1) 三方中 6 2747 広川　健太(2) 社中 6 7401 小林　漣　(2) 角鹿中
ｱｿｽﾞ ｼｵﾝ ｻｶﾓﾄ ｴｲﾄ ｴﾉﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ

7 7648 遊津　志音(1) 美浜中 7 7517 坂本　瑛飛(2) 三方中 7 6005 榎本　信太朗(3) 武生一中
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ ｲｴﾐﾂ ｵｳｽｹ ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ

8 7524 今川　知冴(1) 三方中 8 7631 家光　応輔(2) 美浜中 8 7617 林　脩一(3) 美浜中
ｵｵﾉ ﾊﾙﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ

9 7643 大野　晴弥(1) 美浜中 9 6121 山口　翼(2) 武生二中 9 7356 奥村　侑哉(3) 粟野中
ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀ ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾂﾋﾞｳﾁ ﾁﾋﾛ

10 7640 田中　凛汰(1) 美浜中 10 7016 岸本　康平(2) 気比中 10 7505 坪内　千大(3) 三方中
ﾔﾏﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ﾔﾏｺﾞｼ ﾄﾓｷ ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｼ

11 2765 山森　剣太郎(1) 社中 11 6122 山腰　知輝(2) 武生二中 11 7351 西田　征司(3) 粟野中
ﾐﾜ ｱﾂｼ ｻｻｷ ﾄｳﾔ ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳ

12 2761 三和　篤史(1) 社中 12 7013 佐々木　統也(2) 気比中 12 7364 藤原　憧(3) 粟野中
ﾓﾘ ｷﾂﾞｷ ﾐﾈ ｺｳｼ ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳｷ

13 6016 森　基就(1) 武生一中 13 7017 三根　晃史(2) 気比中 13 2733 梅田　竜輝(3) 社中
ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｷ ｲﾜﾀ ﾅｦ

14 7305 河村　賢之(1) 粟野中 14 7701 田邉　克基(2) 気比付属中 14 7507 岩田　凪生(3) 三方中
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｷ ｲﾏﾑﾗ ｲｯﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ

15 7304 宮腰　侑希(1) 粟野中 15 7630 今村　逸人(2) 美浜中 15 6119 山本　敦己(3) 武生二中
ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ

16 6014 相田　優輝(1) 武生一中
ｸﾛｲﾜ ｿﾗ

17 6017 黒岩　蒼空(1) 武生一中
ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳｶﾞ

18 7302 髙松　涼雅(1) 粟野中
ﾀﾍﾞ ｿｳｼ

19 8013 多辺　蒼志(1) 小浜中

一般男子3000m
1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾎﾘﾓﾄ ｱﾔﾄ ﾆｼｷ ｺｳｼﾞ

1 636 前原　孝弘 nrc 11 521 堀本　彩斗(2) 敦賀気比高 21 634 西木　浩司 nrc
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ ｶｺﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ

2 526 中島　温(1) 敦賀気比高 12 6121 山口　翼(2) 武生二中 22 518 籠谷　峻太郎(2) 敦賀気比高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ ﾔﾏｺﾞｼ ﾄﾓｷ

3 523 山口　了生(2) 敦賀気比高 13 525 田中　完汰(1) 敦賀気比高 23 6122 山腰　知輝(2) 武生二中
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ ﾀｶﾞﾜ ﾘｸ ﾊﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾕｷ

4 6124 谷口　琥太郎(2) 武生二中 14 519 田川　琉久(2) 敦賀気比高 24 527 松原　陽之(1) 敦賀気比高
ﾄﾞｳｷﾞ ﾋﾛｱｷ ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｷｱ ﾂｸｼ ｺｳﾀ

5 632 道木　宏明 nrc 15 515 水上　流輝亜(3) 敦賀気比高 25 520 筑紫　昂太(2) 敦賀気比高
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ ﾀﾃﾍﾞ ﾕｳｽｹ

6 524 山本　晃大(2) 敦賀気比高 16 658 永田　陸 福井陸協 26 760 建部　有佑 福井陸協
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼﾚﾝ ｷﾀﾔﾏ ﾄｼｷ

7 631 谷口　直志 nrc 17 7401 小林　漣　(2) 角鹿中 27 667 北山　敏輝 坂井ランナーズ

ｲｲﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ｻｻｷ ﾄｳﾔ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ

8 6125 飯田　鉄平(2) 武生二中 18 7013 佐々木　統也(2) 気比中 28 741 宮川　朋史 気比の松原ＡＣ

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｼ ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｲﾁ

9 633 中村　英志 nrc 19 688 松村　勇一 福井陸協
ｹﾞﾔ ｻﾄﾙ ｷｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ

10 630 下家　悟 nrc 20 7016 岸本　康平(2) 気比中

5



中学1年女子100m
1組 2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 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾉｼﾀ ﾅﾉﾊ ﾊﾏｵｶ ﾕｱ

1 7528 木下　菜乃葉(1) 三方中 1 7308 浜岡　侑愛(1) 粟野中 1
ﾆｼﾑﾗ ｲﾛﾊ ｱﾍﾞ ｺﾊﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾒ

2 7527 西村　彩羽(1) 三方中 2 7136 阿部　小花(1) 松陵中 2 1559 中島　優芽(1) 至民中
ﾄﾓｻ ｻｸﾗ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕ ｼﾏﾀﾞ ｺｺﾅ

3 7311 友佐　咲来(1) 粟野中 3 7075 川畑　美結(1) 気比中 3 7135 島田　心奈(1) 松陵中
ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ ｳｴﾀﾞ ﾘｺ ｳﾁﾉ ｱｵｲ

4 7302 友延　明日香(1) 粟野中 4 7309 上田　理子(1) 粟野中 4 7303 内野　あおい(1) 粟野中
ﾀｶﾏﾂ ｱｽﾐ ﾊｼﾓﾄ ｼﾉﾝ ｳｽﾉ ﾊﾙｶ

5 7071 髙松　明日美(1) 気比中 5 7072 橋本　紫暖(1) 気比中 5 8076 臼野　はるか(1) 小浜中
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｳﾉ ﾐﾕｳ ﾋｺｾ ｱｲｶ

6 7074 宮本　愛加(1) 気比中 6 7526 宇野　海夕(1) 三方中 6 7307 彦瀬　娃果(1) 粟野中
ﾄﾞｳｼﾞ ﾋｶﾙ ｻﾀﾞﾓﾄ ｱｲﾙ ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ

7 7310 道司　光流(1) 粟野中 7 7073 貞本　愛琉(1) 気比中 7 7304 宮本　海咲(1) 粟野中
ｸﾘｷ ﾕｳｱ ﾑﾗｵｶ ﾐﾗｲ ﾀｹｳﾁ ｻﾅ

8 7070 栗木　結愛(1) 気比中 8 7306 村岡　未蕾(1) 粟野中 8 6022 竹内　紗奈(1) 武生一中

4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ

2 1561 山口　玲花(1) 至民中
ﾖﾈｽ ｱﾝﾅ

3 7603 米須　杏菜(1) 美浜中
ﾋﾛﾂｼﾞ ﾅﾅｶ

4 2774 廣辻　七花(1) 社中
ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾘ

5 8077 谷川　朱里(1) 小浜中
ﾀｹﾓﾘ ﾘｱﾗ

6 7602 竹森　莉彩良(1) 美浜中
ﾀｶﾑﾗ ﾕｳﾅ

7 2770 髙村　由奈(1) 社中
ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ

8 2771 田村　秀美(1) 社中

中学2年女子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

1 1 1
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ ﾕｻ ｱﾕｶ ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ

2 7060 宮本　夢羽(2) 気比中 2 7386 遊佐　鮎香(2) 粟野中 2 8058 栗原　那奈(2) 小浜中
ｱﾀｺﾞ ﾘｲ ｱｶｻﾞﾜ ﾜｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ

3 7130 愛宕　李(2) 松陵中 3 6007 赤澤　和香(2) 武生一中 3 7392 渡邉　結菜(2) 粟野中
ｻﾓﾄ ﾅﾎ ｶﾜｼﾏ ﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ

4 7380 佐本　奈穂(2) 粟野中 4 8069 川島　由賀(2) 小浜中 4 6106 山本　光梨(2) 武生二中
ｼﾛｻｷ ｻﾂｷ ｳｵﾐ ﾘｵ ﾀﾏﾑﾗ ﾘｵ

5 6006 白﨑　咲月(2) 武生一中 5 7683 魚見　莉央(2) 美浜中 5 1556 玉村　莉愛(2) 至民中
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ｸﾎﾞ ｱﾔﾉ ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲﾅ

6 7055 山田　笑梨(2) 気比中 6 6013 久保　文乃(2) 武生一中 6 6104 松村　結奈(2) 武生二中
ｴﾄ ｲﾁｶ ｶﾀｵｶ ﾏｵ ｲｹﾀﾞ ｾｲﾗ

7 7596 江戸　唯愛(2) 三方中 7 8014 片岡　茉桜(2) 小浜中 7 6014 池田　惺羅(2) 武生一中
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾗ ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ

8 6016 山田　愛來(2) 武生一中 8 7132 中山　さくら(2) 松陵中 8 8056 橋本　幸花(2) 小浜中

4組 5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
ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾈ ﾄﾓﾀﾞ ｻｸﾗ

2 7593 松村　茜(2) 三方中 2 2768 友田　さくら(2) 社中
ﾆｼｶﾜ ﾏﾋﾛ ｶﾜｼﾏ ﾕｳｱ

3 6105 西川　茉優(2) 武生二中 3 7594 川島　由愛(2) 三方中
ﾌﾙﾔ ｻｷ ﾂｼﾞ ﾏﾕ

4 7389 古屋　咲希(2) 粟野中 4 7054 辻　真悠(2) 気比中
ｵﾁﾀﾆ ﾊﾅ ﾀﾎﾞ ｱｽﾞｻ

5 7592 落谷　花(2) 三方中 5 7052 田保　杏紗(2) 気比中
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒｷ ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｺ

6 7381 中村　姫?(2) 粟野中 6 7682 小畑　慶子(2) 美浜中
ｳｴﾅｶ ﾙｲ ﾓﾘ ｱｲｶ

7 7059 植中　瑠愛(2) 気比中 7 7053 森　愛華(2) 気比中

8 8
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中学共通女子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

1 1 1
ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅｴ

2 7667 樋口　美月(3) 美浜中 2 7507 櫻井　理央(3) 三方中 2 7042 谷口　佳苗(3) 気比中
ｱｻﾀﾞ ｱｲｶ ｲｸｼﾏ ｱｷﾎ ｲｹﾀﾞ ｺｺﾐ

3 2757 浅田　愛華(3) 社中 3 2758 生島　明歩(3) 社中 3 7112 池田　心美(3) 松陵中
ｳﾉ ﾒｱ ﾋﾗﾀ ｼｽﾞｸ ﾄﾘｲ ｻﾗ

4 6001 宇野　恵愛(3) 武生一中 4 8015 平田　しずく(3) 小浜中 4 7040 鳥居　咲来(3) 気比中
ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ

5 7345 中本　心彩(3) 粟野中 5 7349 神園　弥優(3) 粟野中 5 7045 谷口　瑞姫(3) 気比中
ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅ ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｶ ﾔﾏﾓﾘ ﾏｺﾄ

6 6103 坂口　七菜(3) 武生二中 6 7342 河上　梨花(3) 粟野中 6 2763 山森　舞琴(3) 社中
ｵｸﾉ ｺｺｱ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ

7 6005 奥野　心温(3) 武生一中 7 7699 中村　優愛(3) 美浜中 7 7513 渡邉　芽生(3) 三方中
ｲﾜｻｷ ﾋﾅﾉ ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂﾐ ｲｸﾞﾁ ｻｷ

8 8012 岩﨑　日菜乃(3) 小浜中 8 7508 中川　睦心(3) 三方中 8 7510 井口　咲(3) 三方中

一般女子100m
1組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾔﾉ ﾋﾅｺ

2 343 矢野　紬奈子(2) 敦賀気比高
ｻﾄｳ ﾓｴｶ

3 48 佐藤　萌香(5) ふくいS.C

一般女子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

ｱｻﾀﾞ ｱｲｶ

1 2757 浅田　愛華(3) 社中 1 1
ﾔﾉ ﾋﾅｺ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ ｲｸｼﾏ ｱｷﾎ

2 343 矢野　紬奈子(2) 敦賀気比高 2 7699 中村　優愛(3) 美浜中 2 2758 生島　明歩(3) 社中
ｻﾄｳ ﾓｴｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ ｲｹﾀﾞ ｾｲﾗ

3 48 佐藤　萌香(5) ふくいS.C 3 7045 谷口　瑞姫(3) 気比中 3 6014 池田　惺羅(2) 武生一中
ｳﾉ ﾒｱ ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｶ ｱｶｻﾞﾜ ﾜｶ

4 6001 宇野　恵愛(3) 武生一中 4 7342 河上　梨花(3) 粟野中 4 6007 赤澤　和香(2) 武生一中
ｱｿｽﾞ ｶﾉﾝ ﾉｻﾞｷ ｱﾘｱ ｲｴﾐﾂ ﾕｲ

5 7698 遊津　慧音(3) 美浜中 5 7388 野崎　明愛(2) 粟野中 5 7131 家光　由依(2) 松陵中
ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ ｱｵｲｹ ｶﾅ ｱｻﾋ ﾋｶﾘ

6 7349 神園　弥優(3) 粟野中 6 7519 青池　佳菜(2) 三方中 6 7514 旭　ひかり(3) 三方中
ﾔﾏﾓﾘ ﾏｺﾄ ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅ ﾀﾎﾞ ｱｽﾞｻ

7 2763 山森　舞琴(3) 社中 7 6103 坂口　七菜(3) 武生二中 7 7052 田保　杏紗(2) 気比中
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ｸﾎﾞ ｱﾔﾉ ﾄﾘｲ ｻﾗ

8 7055 山田　笑梨(2) 気比中 8 6013 久保　文乃(2) 武生一中 8 7040 鳥居　咲来(3) 気比中

一般女子400m
1組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ

2 7044 上倉　柑奈(3) 気比中

3

4

5

6

7

7



中学1年女子800m 中学2年女子800m 中学共通女子800m
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

ｸﾘｷ ﾕｳｱ ｷﾀﾆ ｿﾅ ｱﾏﾀﾞ ﾏｵ

1 7070 栗木　結愛(1) 気比中 1 7387 木谷　蒼那(2) 粟野中 1 2759 天田　真碧(3) 社中
ﾆｼﾀﾞ ﾏﾁｶ ﾜﾀﾀﾞ ﾐﾉﾘ ｵｵｼﾀ ｶﾝﾅ

2 8078 西田　舞華(1) 小浜中 2 7133 和多田　実莉(2) 松陵中 2 8016 大下　栞奈(3) 小浜中
ｲﾁｾ ｺﾄ ｶﾜｼﾏ ﾕｳｱ ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ

3 7601 一瀬　瑚音(1) 美浜中 3 7594 川島　由愛(2) 三方中 3 7352 藤田　青依(3) 粟野中
ﾄﾞｳｼﾞ ﾋｶﾙ ﾊﾏﾏﾂ ﾕｲ ｱｿｽﾞ ｶﾉﾝ

4 7310 道司　光流(1) 粟野中 4 7595 浜松　由衣(2) 三方中 4 7698 遊津　慧音(3) 美浜中
ｳﾒﾐ ｺｺﾛ ﾉﾑﾗ ﾘﾎ ｻｷﾓﾄ ｲﾁｶ

5 6019 梅見　心(1) 武生一中 5 6108 野村　梨帆(2) 武生二中 5 7674 﨑元　惟香(3) 美浜中
ｳﾉ ﾐﾕｳ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵﾝ ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ

6 7526 宇野　海夕(1) 三方中 6 8059 松原　凜音(2) 小浜中 6 7044 上倉　柑奈(3) 気比中
ﾆｼﾑﾗ ｲﾛﾊ ﾆｼｸﾞﾁ ｾﾗ ｵｸﾉ ﾕｲ

7 7527 西村　彩羽(1) 三方中 7 2766 西口　千愛(2) 社中 7 7357 奥野　結衣(3) 粟野中
ｳｵﾐ ﾘｵ ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾛ

8 7683 魚見　莉央(2) 美浜中 8 7696 吉田　こころ(3) 美浜中
ﾀﾅﾍﾞ ｺﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ

9 7684 田邉　来奈(2) 美浜中 9 7512 山田　唯華(3) 三方中
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕｺ ﾏﾂｼﾀ ﾚﾅ

10 7058 吉澤　真結子(2) 気比中 10 2761 松下　怜奈(3) 社中
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｵｲ ｻｻｲ ﾆｺ

11 7382 山岸　彩生(2) 粟野中 11 7675 笹井　虹子(3) 美浜中
ﾁﾊﾞ ｴﾘﾅ

12 7685 知場　瑛梨奈(2) 美浜中
ﾄｹｼ ﾙｶ

13 8068 渡慶次　琉花(2) 小浜中
ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾅ

14 8067 井上　絢楠(2) 小浜中

中学共通女子1500m
決　勝　
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｷﾓﾄ ｲﾁｶ ｱｲﾀﾞ ｳﾙﾐ ﾐﾅﾐﾔﾏ ｱｽｶ

1 7674 﨑元　惟香(3) 美浜中 7 6021 相田　麗心(1) 武生一中 13 6109 南山　明日佳(2) 武生二中
ﾅﾝﾌﾞ ｺﾊﾙ ﾆｼﾀﾞ ﾏﾁｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ

2 6017 南部　こはる(2) 武生一中 8 8078 西田　舞華(1) 小浜中 14 7697 渡邉　椿(3) 美浜中
ｵｸﾉ ﾕｲ ﾄｳﾅｲ ﾌｷ ﾉｼﾞ ﾊﾅ

3 7357 奥野　結衣(3) 粟野中 9 2772 藤内　ふき(1) 社中 15 2773 野路　花(1) 社中
ﾊﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾐ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵﾝ ｻｸﾗｲ ﾘｵ

4 7305 濱﨑　すず実(1) 粟野中 10 8059 松原　凜音(2) 小浜中 16 7507 櫻井　理央(3) 三方中
ﾀｹｳﾁ ｱｲﾘ ｼﾏｻｷ ｱｵﾈ

5 6110 竹内　愛莉(3) 武生二中 11 6100 嶋﨑　葵音(1) 武生二中
ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｺ

6 8058 栗原　那奈(2) 小浜中 12 2777 前川　莉子(1) 社中

中学共通女子100mH(0.762m)
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

ｲｸﾞﾁ ｻｷ

1 7510 井口　咲(3) 三方中 1 1
ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ ｱｻｽﾞﾏ ﾕｳﾅ ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ

2 7051 川越　春花(2) 気比中 2 7681 浅妻　優奈(2) 美浜中 2 7509 中西　光咲(3) 三方中
ﾋﾗﾀ ｼｽﾞｸ ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ

3 8015 平田　しずく(3) 小浜中 3 7390 松本　萌々花(2) 粟野中 3 7679 池田　心優(3) 美浜中
ﾀｶｷﾞ ﾋﾖﾘ ｺﾞﾄｳ ﾊﾝﾅ ﾔﾋﾛ ﾉｱ

4 7356 高木　日和(3) 粟野中 4 7351 後藤　花(3) 粟野中 4 7111 八尋　希愛(3) 松陵中
ﾀｶｷﾞ ｲﾛﾊ ｶﾜｺﾞｴ ｻｴｶ ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

5 7339 高木　色葉(3) 粟野中 5 8013 川越　紗恵華(2) 小浜中 5 7511 高橋　花那(3) 三方中
ﾓﾘ ｱｲｶ ｵｵｳﾗ ﾀﾏｷ ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ

6 7053 森　愛華(2) 気比中 6 6000 大浦　珠希(3) 武生一中 6 7041 園田　悠奈(3) 気比中
ｵｵﾄﾓ ﾕﾅ ｵﾁﾀﾆ ﾊﾅ ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ

7 6011 大友　由奈(2) 武生一中 7 7592 落谷　花(2) 三方中 7 7304 宮本　海咲(1) 粟野中
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ ﾀﾑﾗ ﾕｲﾅ ﾑﾗｵｶ ﾐﾗｲ

8 7060 宮本　夢羽(2) 気比中 8 7043 田村　結菜(3) 気比中 8 7306 村岡　未蕾(1) 粟野中

一般女子100mH 女子3000m
決　勝　 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾄｳ ﾁｴﾐ ﾀｹﾅｶ ﾎﾉｶ

1 1 384 加藤　智絵美 福井陸協 5 344 竹中　穂花(2) 敦賀気比高
ﾉﾑﾗ ﾕｶ ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅ ｷﾑﾗ ｸﾐ

2 377 野村　有香 マミーズエーシー 2 352 橋本　美奈 nrc 6 382 木村　久美 福井陸協
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ ﾖｼｶﾜ ﾏﾕﾐ

3 345 松本　実咲(2) 敦賀気比高 7 353 吉川　マユミ nrc
ﾎﾘﾀ ﾕｱ

4 347 堀田　友碧(1) 敦賀気比高
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中学共通男子4X100mR
1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) (  ) 7367 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ
(  ) (  ) (  ) 7371 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ
(  ) (  ) (  ) 7372 ﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ
(  ) (  ) (  ) 7373 ｳｴｼﾞﾏ ﾖｼﾄ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7003 ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ (  ) 2741 ｻｶｲ ｹﾝﾄ (  ) 6110 ﾀﾅｶ ｺｳｷ
(  ) 7011 ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ (  ) 2742 ｻｶｲ ﾏｻｼ (  ) 6114 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾚﾝ
(  ) 7012 ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾝ (  ) 2745 ﾀｶﾊｼ ｱﾙｷ (  ) 6115 ｵｵﾋﾗ ﾘｮｳ
(  ) 7014 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ (  ) 2746 ﾄｸｵ ｶﾝﾕｳ (  ) 6116 ﾔﾏｺﾞｼ ｱｵｲ
(  ) 7021 ｵﾁｱｲ ｻｸﾀ (  ) 2749 ﾐﾀﾆ ﾚｵﾝ (  )
(  ) (  ) (  )

2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 8008 ｻﾜ ﾘｮｳｺﾞ (  ) 7501 ｶﾄｳ ｲｿﾗ (  ) 7001 ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ
(  ) 8053 ｲﾜｲ ﾕｳｷ (  ) 7503 ﾀｹﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ (  ) 7004 ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ
(  ) 8058 ｵｵﾀﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ (  ) 7505 ﾂﾋﾞｳﾁ ﾁﾋﾛ (  ) 7005 ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ
(  ) 8059 ﾆｼﾉ ｶﾝﾀﾛｳ (  ) 7507 ｲﾜﾀ ﾅｦ (  ) 7006 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ
(  ) (  ) 7508 ﾅｶﾀ ﾘｮｳｶﾞ (  )
(  ) (  ) 7517 ｻｶﾓﾄ ｴｲﾄ (  )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 6002 ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ (  ) 7370 ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ (  ) 2730 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ
(  ) 6003 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｼﾞ (  ) 7360 ﾏﾂｲ ﾀｶﾗ (  ) 2797 ﾋﾛﾂｼﾞ ｲﾌﾞｷ
(  ) 6001 ﾐﾖｼ ﾕｳﾔ (  ) 7362 ﾑﾗｵｶ ﾚﾝ (  ) 2734 ﾓﾘｸﾆ ﾀｸﾏ
(  ) 6007 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ (  ) 7358 ﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ (  ) 2737 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 7612 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ (  ) 7100 ﾀｹﾅｶ ｸｳ
(  ) 7618 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ (  ) 7102 ﾂﾂﾐﾉ ﾘｮｳ
(  ) 7633 ｺﾆｼ ﾚｲﾄ (  ) 7103 ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ
(  ) 7634 ｼｶﾞ ｱｷﾗ (  ) 7104 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ
(  ) 7638 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ (  ) 7125 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ

(  ) 7126 ﾊﾔｼ ﾘｸ

中学共通女子4X100mR
1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 6103 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅ (  ) 7507 ｻｸﾗｲ ﾘｵ
(  ) (  ) 6104 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲﾅ (  ) 7512 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲｶ
(  ) (  ) 6105 ﾆｼｶﾜ ﾏﾋﾛ (  ) 7515 ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ
(  ) (  ) 6106 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾘ (  ) 7594 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｱ
(  ) (  ) 6102 ｲﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ (  ) 7595 ﾊﾏﾏﾂ ﾕｲ
(  ) (  ) (  ) 7526 ｳﾉ ﾐﾕｳ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7041 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ (  ) 8014 ｶﾀｵｶ ﾏｵ (  ) 7386 ﾕｻ ｱﾕｶ
(  ) 7042 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅｴ (  ) 8056 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ (  ) 7388 ﾉｻﾞｷ ｱﾘｱ
(  ) 7051 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ (  ) 8058 ｸﾘﾊﾗ ﾅﾅ (  ) 7390 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ
(  ) 7053 ﾓﾘ ｱｲｶ (  ) 8068 ﾄｹｼ ﾙｶ (  ) 7311 ﾄﾓｻ ｻｸﾗ
(  ) 7074 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ (  ) 8069 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ (  )
(  ) (  ) (  )

7ﾚｰﾝ
(  ) 7508 ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂﾐ
(  ) 7510 ｲｸﾞﾁ ｻｷ
(  ) 7511 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ
(  ) 7513 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ
(  ) 7514 ｱｻﾋ ﾋｶﾘ

7528 ｷﾉｼﾀ ﾅﾉﾊ
2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 8011 ｽｷﾞｻｷ ｱﾘ (  ) 7674 ｻｷﾓﾄ ｲﾁｶ (  ) 2757 ｱｻﾀﾞ ｱｲｶ
(  ) 8012 ｲﾜｻｷ ﾋﾅﾉ (  ) 7695 ｶﾅﾏﾂ ﾐﾜ (  ) 2758 ｲｸｼﾏ ｱｷﾎ
(  ) 8015 ﾋﾗﾀ ｼｽﾞｸ (  ) 7698 ｱｿｽﾞ ｶﾉﾝ (  ) 2761 ﾏﾂｼﾀ ﾚﾅ
(  ) 8016 ｵｵｼﾀ ｶﾝﾅ (  ) 7699 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ (  ) 2763 ﾔﾏﾓﾘ ﾏｺﾄ
(  ) (  ) 7683 ｳｵﾐ ﾘｵ (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7110 ﾊﾞｼﾞ ｷﾗﾘ (  ) 6001 ｳﾉ ﾒｱ (  ) 7380 ｻﾓﾄ ﾅﾎ
(  ) 7112 ｲｹﾀﾞ ｺｺﾐ (  ) 6000 ｵｵｳﾗ ﾀﾏｷ (  ) 7349 ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ
(  ) 7130 ｱﾀｺﾞ ﾘｲ (  ) 6006 ｼﾛｻｷ ｻﾂｷ (  ) 7342 ｶﾜｶﾐ ﾘﾝｶ
(  ) 7131 ｲｴﾐﾂ ﾕｲ (  ) 6007 ｱｶｻﾞﾜ ﾜｶ (  ) 7345 ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ
(  ) 7132 ﾅｶﾔﾏ ｻｸﾗ (  ) 6011 ｵｵﾄﾓ ﾕﾅ (  )
(  ) 7136 ｱﾍﾞ ｺﾊﾅ (  ) 6016 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾗ (  )

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 7040 ﾄﾘｲ ｻﾗ (  ) 7509 ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ
(  ) 7044 ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ (  ) 7519 ｱｵｲｹ ｶﾅ
(  ) 7045 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ (  ) 7592 ｵﾁﾀﾆ ﾊﾅ
(  ) 7055 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ (  ) 7593 ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾈ
(  ) 7060 ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ (  ) 7596 ｴﾄ ｲﾁｶ
(  ) (  ) 7527 ﾆｼﾑﾗ ｲﾛﾊ

三方中A
坂口　七菜(3)

松木　陽達(2) 斉藤　琉星(3)

櫻井　理央(3)

粟野中B
辻　隼次郎(2)
川端　龍斗(2)
野田　洋希(2)
上嶋　嘉斗(2)

気比中B 社中B 武生二中A
清水　宥良(3) 阪井　賢人(2) 田中　康暉(2)
堅田　剛生(2) 酒井　雅史(2) 山上　蓮(2)
水嶋　蓮(2) 高橋　歩希(2) 大平　遼(2)
中村　輝(2) 徳尾　貫悠(2) 山腰　藍生(2)

小浜中 三方中 気比中A

落合　咲太(1) 見谷　玲音(2)

澤　亮悟(3) 加藤　壱宙(3) 石綿　颯馬(3)
岩井　柔樹(2) 武長　洸杜(3) 片山　透也(3)
大谷　倫太郎(2) 坪内　千大(3) 小俣　尋人(3)
西野　寛太郎(2) 岩田　凪生(3) 中村　日琉哉(3)

中田　凉雅(3)

武生一中 粟野中A 社中A
萩原　昂汰(3)
水上　雄仁(3) 廣辻　伊吹(3)松井　尚羅(3)

坂本　瑛飛(2)

三好　悠弥(3)
山本　周平(2) 森　龍之介(3) 吉田　光佑(3)

森國　拓馬(3)村岡　錬(3)

美浜中 松陵中
川口　稜護(3) 武中　空(3)
森下　凌(3) 堤野　涼(3)
小西　玲人(2) 大坊　蒼星(3)
志賀　聖(2) 川端　光希(3)
中村　継士(2)

武生二中A

山本　大翔(2)
林　竜空(2)

松村　結奈(2) 山田　唯華(3)
西川　茉優(2) 中西　優月(3)
山本　光梨(2) 川島　由愛(2)
伊林　杏恋(1)

気比中B 小浜中B 粟野中B
園田　悠奈(3) 片岡　茉桜(2) 遊佐　鮎香(2)

浜松　由衣(2)
宇野　海夕(1)

谷口　佳苗(3) 橋本　幸花(2) 野崎　明愛(2)
川越　春花(2) 栗原　那奈(2) 松本　萌々花(2)

森　愛華(2) 渡慶次　琉花(2) 友佐　咲来(1)
宮本　愛加(1) 川島　由賀(2)

三方中B
中川　睦心(3)
井口　咲(3)
高橋　花那(3)
渡邉　芽生(3)
旭　ひかり(3)

小浜中A 美浜中 社中
杉崎　杏里(3) 﨑元　惟香(3) 浅田　愛華(3)
岩﨑　日菜乃(3) 金松　美和(3) 生島　明歩(3)
平田　しずく(3) 遊津　慧音(3) 松下　怜奈(3)
大下　栞奈(3) 中村　優愛(3) 山森　舞琴(3)

魚見　莉央(2)

松陵中 武生一中 粟野中A
馬路　きらり(3) 宇野　恵愛(3) 佐本　奈穂(2)
池田　心美(3) 大浦　珠希(3) 神園　弥優(3)
愛宕　李(2) 白﨑　咲月(2) 河上　梨花(3)
家光　由依(2) 赤澤　和香(2) 中本　心彩(3)

上倉　柑奈(3) 青池　佳菜(2)
谷口　瑞姫(3) 落谷　花(2)

中山　さくら(2)

阿部　小花(1)

気比中A 三方中C

木下　菜乃葉(1)

大友　由奈(2)
山田　愛來(2)

江戸　唯愛(2)
西村　彩羽(1)

山田　笑梨(2) 松村　茜(2)
宮本　夢羽(2)

鳥居　咲来(3) 中西　光咲(3)
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中学1年男子砲丸投(4kg) 中学2年男子砲丸投(5kg) 中学共通男子砲丸投(5kg)

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

ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ ｾﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

1 7023 平川　竣大(1) 気比中 1 7515 今井　涼介(2) 三方中 1 7502 千田　瞬人(3) 三方中
ｲｵ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾀｶﾀﾞ ｶﾂｱﾘ ﾊﾀﾅｶ ﾊｶﾞﾈ

2 7649 伊尾　正太郎(1) 美浜中 2 7637 髙田　活有(2) 美浜中 2 7002 畑中　鋼(3) 気比中
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ ﾐﾖｼ ｲﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

3 7650 木下　弘稀(1) 美浜中 3 6010 三好　樹季(2) 武生一中 3 6120 吉田　大基(3) 武生二中
ｵｵｼｵ ｱｽｸ ﾃﾞｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ｺｲｽﾞﾐ ｲｵﾘ

4 7651 大塩　飛玖(1) 美浜中 4 6006 出倉　真太朗(2) 武生一中 4 7359 小泉　伊織(3) 粟野中
ﾌｼﾞﾓﾄ ｻｸﾔ ﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾂｼﾞｲ ｿｳﾏ

5 7652 藤本　朔矢(1) 美浜中 5 7372 野田　洋希(2) 粟野中 5 7349 辻井　蒼真(3) 粟野中
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ ｻｶｲ ｺｳｽｹ

6 7368 宮本　源二郎(2) 粟野中 6 6111 酒井　康輔(2) 武生二中
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

7 7369 西村　一希(2) 粟野中 7 7361 山本　倖希(3) 粟野中
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ｺｳﾉ ﾏｻﾔ

8 7635 嶋田　好輔(2) 美浜中 8 6000 河野　将也(3) 武生一中
ｵｵﾀﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ

9 8058 大谷　倫太郎(2) 小浜中

中学共通男子円盤投(1.5kg) 一般男子ハンマー投(7.260kg)

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 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

1 7002 畑中　鋼(3) 気比中 1 660 渡辺　昭裕 福井陸協
ﾀｶﾀﾞ ｶﾂｱﾘ ﾅｶｳﾁ ﾋﾛｷ

2 7637 髙田　活有(2) 美浜中 2 755 中内　浩貴 福井陸協
ｲﾄｳ ｵｳﾀ

3 7632 伊藤　旺大(2) 美浜中
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

4 6120 吉田　大基(3) 武生二中
ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ

5 7369 西村　一希(2) 粟野中
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

6 7635 嶋田　好輔(2) 美浜中
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ

7 7368 宮本　源二郎(2) 粟野中
ｺｳﾉ ﾏｻﾔ

8 6000 河野　将也(3) 武生一中
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

9 7361 山本　倖希(3) 粟野中

中学1年女子砲丸投(2.721kg) 中学2年女子砲丸投(2.721kg) 中学共通女子砲丸投(2.721kg)

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

ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾘ ﾊﾏﾏﾂ ﾕｲ ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂﾐ

1 8077 谷川　朱里(1) 小浜中 1 7595 浜松　由衣(2) 三方中 1 7508 中川　睦心(3) 三方中
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕ ｳｴﾅｶ ﾙｲ ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ

2 7075 川畑　美結(1) 気比中 2 7059 植中　瑠愛(2) 気比中 2 7509 中西　光咲(3) 三方中
ｻﾀﾞﾓﾄ ｱｲﾙ ｼﾛｻｷ ｻﾂｷ ｷｼ ﾋﾅﾀ

3 7073 貞本　愛琉(1) 気比中 3 6006 白﨑　咲月(2) 武生一中 3 7344 岸　ひなた(3) 粟野中
ﾃﾗﾁ ﾐｳ ｶﾀｵｶ ﾏｵ ｺﾆｼ ﾐﾚｲ

4 7301 寺地　美羽(1) 粟野中 4 8014 片岡　茉桜(2) 小浜中 4 7348 小西　心鈴(3) 粟野中
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾅ ｵｵｲｼ ｽﾐﾚ

5 7056 川畑　心那(2) 気比中 5 7358 大石　清礼(3) 粟野中
ﾌﾙﾔ ｻｷ ｵｵｼﾀ ｶﾝﾅ

6 7389 古屋　咲希(2) 粟野中 6 8016 大下　栞奈(3) 小浜中
ﾅｶﾓﾄ ｺｺｱ

7 7345 中本　心彩(3) 粟野中
ｵｵｳﾗ ﾀﾏｷ

8 6000 大浦　珠希(3) 武生一中
ﾀﾑﾗ ﾕｲﾅ

9 7043 田村　結菜(3) 気比中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾛﾊ

10 1582 山口　彩葉(3) 至民中
ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

11 7511 高橋　花那(3) 三方中

中学共通女子円盤投(1kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ

1 7515 中西　優月(3) 三方中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾛﾊ

2 1582 山口　彩葉(3) 至民中
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中学1年男子走幅跳 中学2年男子走幅跳 中学共通男子走幅跳
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

ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ ﾔﾏｺﾞｼ ｱｵｲ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｷ

1 7027 橋本　多聞(1) 気比中 1 6116 山腰　藍生(2) 武生二中 1 2731 杉本　晃基(3) 社中
ﾐﾅﾐﾓﾄ ｿｳｽｹ ｽｶﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ ﾋﾛﾂｼﾞ ｲﾌﾞｷ

2 7024 南元　蒼輔(1) 気比中 2 2743 須方　陽大(2) 社中 2 2797 廣辻　伊吹(3) 社中
ﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ ﾖｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ

3 7020 田邉　樂(1) 気比中 3 2744 杉本　真基(2) 社中 3 7506 吉村　倭(3) 三方中
ｲｵ ｼｮｳﾀﾛｳ ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

4 7649 伊尾　正太郎(1) 美浜中 4 7121 北山　寛太(2) 松陵中 4 2738 北川　大雅(3) 社中
ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ ｺﾚﾋﾛ ﾊﾙﾋ ｺﾃﾞﾗ ﾊﾙｷ

5 7025 足立　旬(1) 気比中 5 6008 是廣　悠陽(2) 武生一中 5 2799 小寺　温貴(3) 社中
ﾌｼﾞﾓﾄ ｻｸﾔ ﾔｽﾀﾞ ﾉｱ ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾏ

6 7652 藤本　朔矢(1) 美浜中 6 6009 安田　叶逢(2) 武生一中 6 2795 山下　悠真(3) 社中
ｵｵﾉ ﾊﾙﾔ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾄ ｷﾑﾗ ﾉｲ

7 7643 大野　晴弥(1) 美浜中 7 7371 川端　龍斗(2) 粟野中 7 7363 木村　之意(3) 粟野中
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾄｸｵｶ ﾐｽﾞｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ

8 7641 嶋田　敦心(1) 美浜中 8 7374 徳岡　瑞樹(2) 粟野中 8 7104 川端　光希(3) 松陵中
ﾀﾏﾑﾗ ﾚﾝﾔ ｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ ﾅｶﾀ ﾘｮｳｶﾞ

9 2757 玉村　漣也(1) 社中 9 7365 泉　直希(2) 粟野中 9 7508 中田　凉雅(3) 三方中
ｵﾁｱｲ ｻｸﾀ ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

10 7021 落合　咲太(1) 気比中 10 7367 辻　隼次郎(2) 粟野中 10 2737 吉田　光佑(3) 社中
ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾄ ｻｶﾓﾄ ｴｲﾄ ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ

11 7026 川本　直人(1) 気比中 11 7517 坂本　瑛飛(2) 三方中 11 6002 萩原　昂汰(3) 武生一中
ﾂｼﾞﾊﾗ ｿｳﾏ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾚﾝ ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ

12 7642 辻原　壮真(1) 美浜中 12 6114 山上　蓮(2) 武生二中 12 7001 石綿　颯馬(3) 気比中
ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ

13 7640 田中　凛汰(1) 美浜中 13 7638 中村　継士(2) 美浜中
ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ ｼｶﾞ ｱｷﾗ

14 7646 藤田　涼央(1) 美浜中 14 7634 志賀　聖(2) 美浜中
ｵｵｼｵ ｱｽｸ ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ

15 7651 大塩　飛玖(1) 美浜中 15 7011 堅田　剛生(2) 気比中
ﾏﾂｼﾀ ｺｳｾｲ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ

16 7647 松下　昊誠(1) 美浜中 16 685 高橋　佳大(2) きらめき
ｶﾓ ﾀﾞｲﾁ

17 7645 加茂　大和(1) 美浜中
ﾎﾘｳﾁ ｾｲ

18 7644 堀内　星(1) 美浜中
ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ

19 7130 田原　遼也(1) 松陵中
ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

20 7131 近藤　琥太朗(1) 松陵中
ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

21 7305 河村　賢之(1) 粟野中
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｷ

22 7304 宮腰　侑希(1) 粟野中
ﾄﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ

23 8014 土井　陽仁(1) 小浜中
ｵｵｴ ｼｭｳﾍｲ

8011 大江　修平(1) 小浜中
ｸﾄﾞｳ ﾘｸ

7301 工藤　李孔(1) 粟野中
ｺﾆｼ ﾅｺﾞﾑ

8012 小西　和(1) 小浜中

中学共通男子走高跳
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

ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳｷ ｻｴｷ ﾕｳｼﾝ ｲﾜｲ ﾕｳｷ

1 2733 梅田　竜輝(3) 社中 7 7366 佐伯　優心(2) 粟野中 13 8053 岩井　柔樹(2) 小浜中
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ

2 2738 北川　大雅(3) 社中 8 7120 田中　隆之介(2) 松陵中 14 8009 岩﨑　正悟(3) 小浜中
ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｺﾄ ﾐﾀﾆ ﾚｵﾝ ﾐｽﾞｼﾏ ﾚﾝ

3 2764 山岸　誠(1) 社中 9 2749 見谷　玲音(2) 社中 15 7012 水嶋　蓮(2) 気比中
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ

4 2754 木村　大弥(1) 社中 10 7014 中村　輝(2) 気比中 16 7005 小俣　尋人(3) 気比中
ｵｸﾉ ｴｲｼﾞ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｷ

5 6012 奥野　瑛士(2) 武生一中 11 2731 杉本　晃基(3) 社中
ｵｵｻｷ ﾘｸ ﾀｹﾅｶ ｺﾀﾞｲ

6 2796 大﨑　陸翔(3) 社中 12 7636 竹仲　琥大(2) 美浜中

11



中学1年女子走幅跳 中学2年女子走幅跳 中学共通女子走幅跳
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

ﾀｹﾓﾘ ﾘｱﾗ ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｺ ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｷ

1 7602 竹森　莉彩良(1) 美浜中 1 7682 小畑　慶子(2) 美浜中 1 7515 中西　優月(3) 三方中
ﾖﾈｽ ｱﾝﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ

2 7603 米須　杏菜(1) 美浜中 2 7686 山口　奈菜(2) 美浜中 2 7667 樋口　美月(3) 美浜中
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｶｼﾜｷﾞ ｺｺｱ ｶﾅﾏﾂ ﾐﾜ

3 7074 宮本　愛加(1) 気比中 3 7383 柏木　心愛(2) 粟野中 3 7695 金松　美和(3) 美浜中
ﾋﾛﾂｼﾞ ﾅﾅｶ ｷﾀﾆ ｿﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ

4 2774 廣辻　七花(1) 社中 4 7387 木谷　蒼那(2) 粟野中 4 7513 渡邉　芽生(3) 三方中
ﾊｼﾓﾄ ｼﾉﾝ ｶﾀﾔﾏ ﾕｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ

5 7072 橋本　紫暖(1) 気比中 5 6023 片山　柚杏(2) 武生一中 5 7340 渡辺　美月(3) 粟野中
ｷﾉｼﾀ ﾅﾉﾊ ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕｺ ﾓﾘﾋﾛ ﾋﾅﾀ

6 7528 木下　菜乃葉(1) 三方中 6 7058 吉澤　真結子(2) 気比中 6 2760 森廣　ひなた(3) 社中
ﾀｶﾏﾂ ｱｽﾐ ﾀﾅｶ ｺｺﾅ ｱｻﾋ ﾋｶﾘ

7 7071 髙松　明日美(1) 気比中 7 6012 田中　心夏(2) 武生一中 7 7514 旭　ひかり(3) 三方中
ｳｴﾀﾞ ﾘｺ ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅｶ

8 7309 上田　理子(1) 粟野中 8 8067 井上　絢楠(2) 小浜中 8 6002 松本　麻奈可(3) 武生一中
ﾊﾏｵｶ ﾕｱ ｴﾄ ｲﾁｶ ﾊｼﾓﾄ ｼｲﾅ

9 7308 浜岡　侑愛(1) 粟野中 9 7596 江戸　唯愛(2) 三方中 9 2762 橋本　汐依栞(3) 社中
ｲｿﾐﾁ ﾘﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅｴ

10 7137 礒道　梨吏(1) 松陵中 10 8056 橋本　幸花(2) 小浜中 10 7042 谷口　佳苗(3) 気比中
ﾄﾓｻ ｻｸﾗ ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ ｽｷﾞｻｷ ｱﾘ

11 7311 友佐　咲来(1) 粟野中 11 7051 川越　春花(2) 気比中 11 8011 杉崎　杏里(3) 小浜中
ｳｽﾉ ﾊﾙｶ ﾊﾞｼﾞ ｷﾗﾘ

12 8076 臼野　はるか(1) 小浜中 12 7110 馬路　きらり(3) 松陵中

中学共通女子走高跳
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

ﾌｸｵｶ ﾏｺﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾗ ｻｻｲ ﾆｺ

1 2775 福岡　洵(1) 社中 7 6016 山田　愛來(2) 武生一中 13 7675 笹井　虹子(3) 美浜中
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ ｷﾀﾉ ｺｺﾈ ﾉｻﾞｷ ｱﾘｱ

2 2776 藤田　陽和(1) 社中 8 7385 北野　心々音(2) 粟野中 14 7388 野崎　明愛(2) 粟野中
ｷﾀﾑﾗ ﾕｲｺ ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾈ ｵｵﾄﾓ ﾕﾅ

3 6020 北村　由伊子(1) 武生一中 9 7593 松村　茜(2) 三方中 15 6011 大友　由奈(2) 武生一中
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ｱｵｲｹ ｶﾅ ﾀｶｷﾞ ｲﾛﾊ

4 2764 山田　綾花(3) 社中 10 7519 青池　佳菜(2) 三方中 16 7339 高木　色葉(3) 粟野中
ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

5 7041 園田　悠奈(3) 気比中 11 7056 川畑　心那(2) 気比中
ﾀﾅｶ ｺｺﾅ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾑ

6 6012 田中　心夏(2) 武生一中 12 1557 丸山　彩夢(2) 至民中

12


