
ト ラ ッ ク 審 判 長 寺腰　聡

跳 躍 審 判 長 岩崎　一男

投 て き 審 判 長 谷口　雅尚

記 録 主 任 中村　勝則

日付 種目

樋下　慶祐(5) 10.99(+0.6) 愛宕　頼(3) 11.02(+0.6) 加藤　大陽(2) 11.36(-0.8) 前川　幸輝(1) 11.37(+0.6) 吉田　開 11.50(+0.6) 長谷　龍昇(2) 11.61(+0.8) 鴛海　悠翔(3) 11.66(+0.8)
ふくいS.C 敦賀高 足羽高 福井工大 A-1athlete 敦賀高 万葉中

宮﨑　瑞生(2) 11.66(-0.8)
足羽高

樋下　慶祐(5) 22.43(-1.4) 中村　日琉哉(3) 23.42(-1.8) 堂野　暖翔(3) 23.46(-1.4) 田中　来樹(3) 23.73(-1.4) 山中　嵐(2) 24.93(-1.5) 鴛海　悠翔(3) 24.29(-1.4) 西井　慶一(3) 24.32(-1.4) 大坂　　遼空(3) 24.64(-0.2)
ふくいS.C 気比中 春江中 足羽高 敦賀工業高 万葉中 丸岡中 進明中
森下　聖(3) 37.32 加藤　大陽(2) 39.49
敦賀高 足羽高
中村　日琉哉(3) 51.59 川口　稜護(3) 54.38 森下　凌(3) 55.68 小西　玲人(2) 55.90 手賀　蒼平(3) 56.22 堤野　涼(3) 57.03 大坂　　遼空(3) 57.21 庭本　輝星(3) 57.31
気比中 美浜中 美浜中 美浜中 鯖江中 松陵中 進明中 中央中
中川　陽(2) 2:07.08 森下　凌(3) 2:09.01 堀田　叶夢(3) 2:12.58 笹岡　悠斗(3) 2:17.01 明城　壮良(2) 2:18.39 庭本　輝星(3) 2:18.63 堤野　涼(3) 2:19.55 玉木　湧(2) 2:20.31
足羽高 美浜中 春江中 鯖江中 万葉中 中央中 松陵中 春江中
斎藤　将也(3) 3:57.90 堀本　彩斗(2) 4:22.59 大野　蒼来(3) 4:22.72 小林　漣(2) 4:29.48 冨岡　真海(3) 4:29.88 奥村　侑哉(3) 4:30.00 家光　応輔(2) 4:32.72 髙橋　一伍(3) 4:33.19
敦賀気比高 敦賀気比高 美浜中 角鹿中 粟野中 粟野中 美浜中 春江中
森　稜真(2) 8:47.72 山口　了生(2) 9:02.50 松原　陽之(1) 9:07.28 筑紫　昂太(2) 9:09.27 中島　温(1) 9:20.11 中村　英志 9:36.78 野尻　大志(2) 9:46.03 奥村　侑哉(3) 9:54.39
敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 nrc 陽明中 粟野中
村上　碧(2) 16.66
敦賀高
小林　駿介(3) 15.07(+1.1) 中村　日琉哉(3) 15.72(+1.1) 村上　結人(3) 16.18(+1.1) 手賀　蒼平(3) 16.91(+0.8) 片山　透也(3) 16.93(+1.1) 山本　安柊(3) 17.26(+0.8) 大坊　蒼星(3) 17.60(+1.1) 吉崎　広輝(3) 18.23(+0.8)
春江中 気比中 春江中 鯖江中 気比中 中央中 松陵中 中央中
春江中A 45.03 気比中A 45.84 中央中A 46.59 鯖江中A 46.91 丸岡中 46.98 粟野中 47.18 松陵中 47.79 進明中 48.48
角　俊介(2) 片山　透也(3) 山本　安柊(3) 荒木　大和(2) 江川　颯人(3) 村岡　錬(3) 大坊　蒼星(3) 白﨑　　大翔(2)
堂野　暖翔(3) 小俣　尋人(3) 大和　翔稀(3) 北荘　新輔(3) 吉田　隼(2) 松木　陽達(2) 武中　空(3) 高橋　　翔太(3)
末政　十夢(3) 石綿　颯馬(3) 庭本　輝星(3) 真柄　光佐(2) 福原　捷吾(3) 松井　尚羅(3) 川端　光希(3) 笹岡　　怜恩(2)
小林　駿介(3) 中村　日琉哉(3) 髙島　玄多(3) 手賀　蒼平(3) 西井　慶一(3) 冨岡　真海(3) 堤野　涼(3) 大坂　　遼空(3)
岸下　直矢 1m90 小俣　尋人(3) 1m80 澁谷　己太朗(1) 1m75 岡元　刀弥(2) 1m75 水嶋　颯人(2) 1m75 大塚　理功(1) 1m65 水嶋　蓮(2) 1m60
タカトミ 気比中 敦賀高 敦賀工業高 敦賀高 敦賀高 気比中

片山　透也(3) 1m60
気比中

花田　成琉(2) 6m57(+0.6) 岡元　刀弥(2) 6m55(+1.3) 牧田　友博(4) 6m36(-0.6) 青池　翼(2) 6m12(+0.4) 石綿　颯馬(3) 6m12(-0.2) 荒井　悠汰(3) 6m03(-0.5) 萩原　昂汰(3) 5m91(-0.1) 高橋　佳大(2) 5m79(-1.6)
敦賀高 敦賀工業高 福井工大 敦賀高 気比中 春江中 武生一中 きらめき
西尾　和記(1) 13m88(+1.4) 花田　成琉(2) 12m85(+1.9) 青池　翼(2) 12m55(+0.4)
福井工大 敦賀高 敦賀高
藪　汰季(3) 10m61 磯川　竜之介(3) 10m33 菊池　平(2) 9m73 北出　隼人(3) 9m44 渡辺　秀斗(3) 9m18 廣瀬　賢志朗(2) 8m98 黒田　　陽(2) 8m67 山岸　翔(3) 8m40
中央中 春江中 鯖江中 春江中 丸岡中 春江中 進明中 春江中
宇都宮　諒平(2) 12m70 中嶋　康太(1) 10m27 井上　朝陽(2) 8m34
敦賀高 足羽高 敦賀工業高
山岸　翔(3) 21m93 磯川　竜之介(3) 21m05 菊池　平(2) 20m91 嶋田　好輔(2) 19m47 廣瀬　賢志朗(2) 17m58
春江中 春江中 鯖江中 美浜中 春江中
中野　啓介(2) 28m25
敦賀工業高
宮島　卓哉 27m38
福井陸協
吉田　大也(3) 41m34 友兼　真優(1) 26m06
足羽高 足羽高
河野　光訓(3) 51m92 中村　竜也(3) 45m19 中嶋　千博(3) 41m49
足羽高 敦賀高 足羽高
中内　浩貴 44m14 渡辺　昭裕 22m65
福井陸協 福井陸協

6月5日 男子3000m

6月5日 男子1500m

6月5日 男子ハンマー投(7.260kg)

6月5日 男子やり投

6月5日 男子円盤投(2.000kg)

6月5日 男子300ｍ

6月5日 男子800m

6月5日
男子110mH(1.067m) 

風：-1.1

6月5日 男子4X100mR

6月5日 男子走高跳

6月5日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

6月5日 高校男子砲丸投(6.000kg)

6月5日 高校男子円盤投(1.750kg)

6月5日 男子100m

6月5日 男子200m

6月5日 男子400m

6月5日 中学男子110mH

6月5日 中学男子砲丸投(5.000kg)

6月5日 中学男子円盤投(1.500kg)

6月5日 男子走幅跳

6月5日 男子三段跳
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ト ラ ッ ク 審 判 長 寺腰　聡

跳 躍 審 判 長 岩崎　一男

投 て き 審 判 長 谷口　雅尚

記 録 主 任 中村　勝則

日付 種目

宮松　志希(2) 12.51(-1.3) 高山　愛香(3) 12.80(-1.3) 笹原　愛理(2) 13.02(+0.8) 内田　里菜(3) 13.04(+0.8) 山岸　沙也加(3) 13.27(-1.3) 深町　美翔(2) 13.29(-1.3) 佐藤　萌香(5) 13.39(+0.8)

敦賀高 敦賀高 中央中 中央中 敦賀高 敦賀高 ふくいS.C

池田　心美(3) 13.27(+0.8)

松陵中

宇野　恵愛(3) 26.61(+1.6) 笹原　愛理(2) 27.42(+1.6) 神園　弥優(3) 27.77(+1.6) 椿原　多恵(3) 27.95(+1.6) 山田　笑梨(2) 28.32(+1.4) 28.42(+1.6) 芝田　愛梨(3) 28.50(+1.4)

武生一中 中央中 粟野中 中央中 気比中 中央中 鯖江中

渡邉　望友(3) 28.32(+1.6)

中央中

高山　愛香(3) 41.27 山岸　沙也加(3) 43.81 森川　芽衣(1) 48.64

敦賀高 敦賀高 敦賀高

野村　いちご(3) 2:21.66 藏元　真莉奈(1) 2:29.73 岡部　唯千瑠(3) 2:30.19 遊津　慧音(3) 2:30.51 横山　阿未(2) 2:31.36 上倉　柑奈(3) 2:31.44 奥野　結衣(3) 2:32.98 山形　姫子(2) 2:33.97

敦賀高 敦賀高 春江中 美浜中 鯖江中 気比中 粟野中 中央中

松本　実咲(2) 4:59.77 﨑元　惟香(3) 5:11.19 奥野　結衣(3) 5:19.65 竹中　穂花(2) 5:20.22 渡邉　椿(3) 5:26.79 上倉　柑奈(3) 5:31.07 内田　咲羽(3) 5:39.94 前田　璃々花(3) 5:44.67

敦賀気比高 美浜中 粟野中 敦賀気比高 美浜中 気比中 春江中 丸岡中

橋本　美奈 11:36.53 木村　久美 12:21.26 中塚　奈津絵 13:49.24

敦賀市 福井陸協 サザンクロス

三原　友梨奈(3) 15.51(+0.3) 増田　悠乃(2) 15.87(+0.3) 渡邉　望友(3) 15.99(+0.3) 高木　日和(3) 16.02(+0.3) 小林　由奈(2) 16.04(+0.3) 森　愛華(2) 16.46(+0.3) 高木　色葉(3) 16.50(+0.4) 下川　聖奈(3) 16.79(+0.3)

鯖江中 中央中 中央中 粟野中 鯖江中 気比中 粟野中 丸岡中

野村　有香 14.31 宮松　志希(2) 14.65

マミーズエーシー 敦賀高

中央中A 50.84 粟野中 52.34 春江中A 53.14 気比中A 53.75 万葉B 53.87 進明中 55.61 万葉A 55.71 鯖江中B 56.48
吉村　夢月(3) 中本　心彩(3) 中山　舞香(1) 森　愛華(2) 齊藤　胡桃(2) 宇貝　心那(2) 永宮　知花　(3) 神戸　理那(1)
内田　里菜(3) 神園　弥優(3) 山本　明日香(3) 谷口　瑞姫(3) 増永　愛美(2) 小谷　玲緒(2) 宮本 　珠希(3) 岸松　愛音(2)
椿原　多恵(3) 高木　日和(3) 齊藤　愛華(3) 宮本　夢羽(2) 横河　こころ(2) 坂下　恵蓮(3) 蓑輪　優愛(3) 岩田　苺子(2)
笹原　愛理(2) 河上　梨花(3) 岡部　唯千瑠(3) 山田　笑梨(2) 竹内　優月(1) 東野　愛弥(2) 髙木　心結(3) 中屋　穂香(1)

飯田　美樹(1) 1m62 松田　ひりか(3) 1m56 中島　琉星(2) 1m53 増田　悠乃(2) 1m50 佐々木　絆愛(3) 1m45 高木　色葉(3) 1m40 芳野　晴香(2) 1m40 加藤　未悠(2) 1m35

足羽高 春江中 足羽高 中央中 鯖江中 粟野中 中央中 中央中

宮松　志希(2) 5m43(-0.9) 椿原　多恵(3) 4m99(+0.1) 遠野　歩(3) 4m95(-2.1) 菊川　悠杏(2) 4m95(-0.5) 和田　絢柚子(2) 4m93(+0.2) 内田　里菜(3) 4m84(-1.6) 田辺　雪乃(1) 4m81(-2.0) 清水　真菜実(1) 4m72(+1.7)

敦賀高 中央中 鯖江中 足羽高 敦賀高 中央中 足羽高 足羽高

和田　絢柚子(2) 10m71(0.0)

敦賀高

山形　香心(3) 11m49 筧　湖乃栞(2) 11m04 飯田　紗柚梨(2) 10m94 林　愛心(3) 10m23 山本　琉光華(3) 9m06 田村　結菜(3) 8m83 小倉　歩美(2) 8m38 三原　友梨奈(3) 8m06

中央中 春江中 鯖江中 中央中 中央中 気比中 中央中 鯖江中

松尾　菜那(1) 8m47

敦賀高

山本　晏(2) 28m96 寺崎　みゆ(2) 28m81 西村　緋那理(2) 24m68 筧　湖乃栞(2) 22m62 中本　心彩(3) 19m58 飯田　紗柚梨(2) 19m58

敦賀高 足羽高 足羽高 春江中 粟野中 鯖江中

松尾　菜那(1) 20m00

敦賀高

凡例 

6月5日 女子円盤投(1.000kg)

6月5日 女子やり投

6月5日 女子300ｍ

6月5日 女子4X100mR

6月5日 女子走高跳

6月5日 女子走幅跳

6月5日 女子砲丸投(4.000kg)

6月5日 女子三段跳

6月5日 中学女子砲丸投(2.721kg)

6月5日 女子1500m

6月5日
女子100mH(0.838m) 

風：+2.1

6月5日 女子3000m

6月5日 中学女子100mH

6月5日 女子100m

6月5日 女子200m

6月5日 女子800m
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