
ト ラ ッ ク 審 判 長 橋本　洋

投 て き 審 判 長 谷口　雅尚

記 録 主 任 中村　勝則

日付 種目

愛宕　頼(3) 21.74(+0.3) 長谷　龍昇(2) 22.93(+0.3) 中村　日琉哉(3) 23.32(+0.3) 鳥居　流聖(1) 23.56(+0.3) 青池　翼(2) 24.19(+0.6) 釜谷　銀(1) 24.35(+0.3) 水嶋　颯人(2) 24.36(+0.6) 石綿　颯馬(3) 24.64(+0.6)
敦賀高 敦賀高 気比中 敦賀高 敦賀高 敦賀高 敦賀高 気比中
佐々木　統也(2) 2:33.48
気比中
松原　陽之(1) 2:41.44 奥村　侑哉(3) 2:44.31 小林　漣(2) 2:45.54 森下　凌(2) 2:45.94 冨岡　真海(3) 2:53.05
敦賀気比高 粟野中 角鹿中 美浜中 粟野中

西野　寛太郎(2) 2:44.31
小浜中

土山　卓男 4:36.66 三根　晃史(2) 5:07.36 高野　疾風(6) 5:10.16 福島　諒(6) 5:23.37 山内　友貴(6) 5:24.62 橋本　羚生(6) 5:31.55 山本　惇生(6) 5:33.61 西出　和史(5) 5:47.71
笠松走友会 気比中 勝山ＲＣ 福井フェニックス 勝山ＲＣ きらめきＡＣ 敦賀Jr. 福井フェニックス
花岡　義徳 4:43.89
市陸協
斎藤　将也(3) 8:23.39 森　稜真(2) 8:27.10 伊藤　航(3) 8:35.88 山口　真聖(3) 8:39.03 角原　望(3) 8:41.18 山本　晃大(2) 8:42.33 上山　詩樹(2) 8:55.82 細田　峰生(2) 8:55.99
敦賀気比高 敦賀気比高 鯖江高 鯖江高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 鯖江高
小島　創太 10:34.00 畑中　裕貴 10:40.99 寺西　翔 10:46.15 斉藤　岳 11:05.96
市陸協 市陸協 市陸協 市陸協
花田　成琉(2) 15.13 村上　碧(2) 16.18
敦賀高 敦賀高
花田　成琉(2) 12m72
敦賀高
宮島　卓哉 29m26
福井陸協
友佐　優来(2) 26.08(0.0) 藏元　真莉奈(1) 27.21(0.0) 和田　絢柚子(2) 28.41(0.0) 宮本　愛加(1) 29.31(0.0) 友佐　咲来(1) 29.50(+0.2) 山田　笑梨(2) 30.03(0.0) 髙松　明日美(1) 30.29(+0.2) 友延　明日香(1) 30.71(0.0)
敦賀高 敦賀高 敦賀高 気比中 粟野中 気比中 気比中 粟野中
笠松　真仲(4) 2:46.38 西本　美姫楼(4) 2:46.42 山岸　彩生(2) 2:50.22 野崎　真愛(4) 3:02.28 松永　芽依(4) 3:17.63 奥田　莉来(4) 3:19.05
勝山ＲＣ 福井フェニックス 粟野中 敦賀Jr. 敦賀Jr. ブレイク
奥野　結衣(3) 3:15.84 栗木　結愛(1) 3:35.11 吉澤　真結子(2) 3:48.70
粟野中 気比中 気比中
片村　日咲(6) 5:34.14 西口　莉愛(5) 5:40.97 野崎　実愛(6) 6:19.31 奥野　琴音(6) 6:35.00 大枝　冴衣(5) 6:59.63
勝山ＲＣ 福井フェニックス 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr.
河合　美奈子 5:03.08
市陸協
山岸　彩生(2) 8:50.86
粟野中
酒井　心希(2) 9:52.79 山口　晏音衣(2) 9:57.44 末本　愛菜(3) 10:05.33 中村　愛莉(3) 10:19.72 松本　実咲(2) 10:43.71 櫻井　桃菜(2) 10:56.98 橋本　美奈 11:11.97 堀田　友碧(1) 11:17.28
鯖江高 鯖江高 鯖江高 鯖江高 敦賀気比高 鯖江高 nrc 敦賀気比高
宮松　志希(2) 14.16 平田　しずく(3) 16.33 森　愛華(2) 18.20 宮本　夢羽(2) 18.22 川越　春花(2) 23.04
敦賀高 小浜中 気比中 気比中 気比中
岡田　彩音(2) 10m86 松尾　菜那(1) 9m54 山本　晏(2) 9m47
敦賀高 敦賀高 敦賀高
三村　啓恵(2) 35m43 山本　晏(2) 33m04 中本　心彩(3) 22m82
敦賀高 敦賀高 粟野中

凡例 

第1回敦賀ナイター陸上競技記録会 【21200713】 
敦賀市総合運動公園陸上競技場 【203060】 
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月25日 男子200m

8月25日 男子800m

8月25日 男子1000m

8月25日 男子1500m

8月25日 ﾁｬﾚﾝｼﾞ男子1500m

8月25日 男子3000m

8月25日 ﾁｬﾚﾝｼﾞ男子3000m

8月25日
男子110mH(0.991m) 

風：-0.3

8月25日 男子砲丸投(6.000kg)

8月25日 男子円盤投(1.750kg)

8月25日 女子200m

8月25日 女子800m

8月25日 女子1000m

8月25日 女子1500m

8月25日 ﾁｬﾚﾝｼﾞ女子1500m

8月25日 女子砲丸投(4.000kg)

8月25日 女子円盤投(1.000kg)

8月25日 女子2000ｍ

8月25日 女子3000m

8月25日
女子100mH(0.762m/8.5m) 

風：-0.7


