
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 谷口　雅尚

記 録 主 任 中村　勝則

種目

西出　和史(6) 15.36 川越　光祐(6) 15.71 田中　大輝(6) 15.80 後久　夏輝(6) 15.83 松井　智暉(6) 16.33 松吉　遼太(6) 17.19 前田　和真(6) 17.43
福井フェニックス OJAC 敦賀Jr. 福井フェニックス 鯖江ランキッズ OJAC 敦賀Jr.
樋下　慶祐 11.11(+1.4) 内倉　大喜(4) 11.38(+1.4) 長谷　龍昇(3) 11.56(+1.4) 鳥居　流聖(2) 11.62(+1.4) 木村　晄(3) 11.68(-1.0) 友兼　真優(2) 11.75(+1.4) 角　俊介(3) 11.79(-1.0) 松木　陽達(3) 11.89(-1.0)
福井陸協 NGR 福井工大 敦賀高 敦賀高 三国中 足羽高 春江中 粟野中
樋下　慶祐 23.11(-0.3) 中村　日琉哉(1) 23.21(-0.3) 内倉　大喜(4) 23.35(-0.3) 辰野　友紀(4) 23.43(-2.5) 角　俊介(3) 24.18(-2.5) 松木　陽達(3) 24.19(-0.3) 木村　晄(3) 24.22(-2.5) 鳥居　流聖(2) 24.23(-0.3)
福井陸協 敦賀高 福井工大 福井工大 春江中 粟野中 三国中 敦賀高
中村　日琉哉(1) 51.57 辰野　友紀(4) 52.65 青池　翼(3) 54.34 南東　岳(2) 54.42 北　岳汰郎(2) 55.41 小西　玲人(3) 55.98 稲葉　陽生(2) 56.76 酒井　雅史(3) 58.66
敦賀高 福井工大 敦賀高 同志社大 金津高 美浜中 小浜第二中 社中
西出　和史(6) 2:36.96 後久　夏輝(6) 2:39.48 中村　太翔弥(6) 2:50.80 田中　大輝(6) 2:50.86 松吉　遼太(6) 3:04.04 名里　奏楽(5) 3:05.72 武吉　智紀(5) 3:06.43
福井フェニックス 福井フェニックス 敦賀Jr. 敦賀Jr. OJAC OJAC 敦賀Jr.
松永　伸之輔(2) 2:00.74 小林　漣(2) 2:03.54 見谷　玲音(3) 2:07.98 上田　遼介(3) 2:09.53 真柄　圭佑(3) 2:16.14 今井　涼介(3) 2:16.79 若園　友佑(3) 2:19.04 佐々木　統也(3) 2:20.87
敦賀高 角鹿中 社中 中央中 鯖江中 三方中 三国中 気比中
家光　応輔(3) 4:17.17 後久　真嗣 4:19.38 前原　孝弘 4:30.15 筧　尚真(1) 4:36.36 大同　悠生(2) 4:37.30 玉木　湧(3) 4:38.76 吉田　朝陽(3) 4:38.82 小山　澄馬(3) 4:40.83
美浜中 フェニックスＡＣ nrc 敦賀気比高 美浜中 春江中 武生第一中 東陽中
奥村　侑哉(1) 9:19.84 川上　航(3) 10:06.70 小山　澄馬(3) 10:15.90 吉田　朝陽(3) 10:17.21 玉木　湧(3) 10:17.57 永田　陸 10:23.26 岸本　康平(3) 10:56.58 山本　恭弘 11:02.06
敦賀気比高 中央中 東陽中 武生第一中 春江中 福井陸協 気比中 福井マスターズ
北野　峻英(3) 15.46(+0.6) 佐々木　空(2) 16.46(+0.6) 髙島　諒(3) 17.73(+0.6) 柏崎　晴(3) 18.30(+0.6) 大西　克弥(2) 19.89(-0.2) 小山　遥(3) 20.31(-0.2) 中尾　章人(2) 20.59(-0.2) 高嶋　陽翔(2) 20.92(-0.2)
三国中 春江中 中央中 中央中 中央中 中央中 鯖江中 鯖江中
花田　成琉(3) 16.39 澁谷　己太朗(2) 18.42
敦賀高 敦賀高
村上　碧(3) 59.22 長谷　龍昇(3) 1:00.09
敦賀高 敦賀高
敦賀高A 44.71 春江中A 46.26 敦賀高B 46.68 三国中 47.22 中央中 47.93 粟野中 48.42 春江中B 48.52 金津高 48.56
鳥居　流聖(2) 畑　虹輝(3) 青池　翼(3) 山村　光矢(3) 山本　悠将(3) 川端　龍斗(3) 高間　陽斗(2) 松田　瑞生(2)
中村　日琉哉(1) 角　俊介(3) 村上　碧(3) 木村　晄(3) 髙島　諒(3) 松木　陽達(3) 手塚　祐登(3) 武川　律貴(2)
長谷　龍昇(3) 佐々木　空(2) 釜谷　銀(2) 北野　峻英(3) 櫻井　絢陽(3) 辻　隼次郎(3) 廣瀬　賢志朗(3) 上野　雄心(2)
花田　成琉(3) 重久　惺哉(3) 石綿　颯馬(1) 髙野　成汐(3) 山岸　琉飛(3) 上嶋　嘉斗(3) 住田　成大(2) 北　岳汰郎(2)
敦賀高A 3:38.23 敦賀高B 3:40.10 金津高 3:50.07
青池　翼(3) 松永　伸之輔(2) 北　岳汰郎(2)
花田　成琉(3) 村上　碧(3) 柿木　順貴(2)
中村　日琉哉(1) 水嶋　颯人(3) 森　快嗣(2)
長谷　龍昇(3) 鳥居　流聖(2) 土田　快侑(2)
永田　哲也 1m90 澁谷　己太朗(2) 1m85 大塚　理功(2) 1m75 栃木　源次郎(3) 1m70 水嶋　颯人(3) 1m70 森　快嗣(2) 1m60 大川　佑(2) 1m55 齋藤　倖之助(2) 1m40
タカトミ 敦賀高 敦賀高 勝山南部中 敦賀高 金津高 鯖江中 東陽中
松井　智暉(6) 4m08(+0.9) 川越　光祐(6) 3m69(+1.0) 澁谷　桔平(6) 3m10(+1.3)
鯖江ランキッズ OJAC 敦賀Jr.
花田　成琉(3) 6m39(+0.8) 岡元　刀弥(3) 6m00(+1.7) 吉田　光佑(1) 5m75(+2.3) 土田　快侑(2) 5m65(-1.7) 石綿　颯馬(1) 5m65(-1.0) 武川　律貴(2) 5m55(-0.2) 櫻井　絢陽(3) 5m53(+0.5) 柿木　順貴(2) 5m41(+1.5)
敦賀高 敦賀工業高 足羽高 公認5m67(0.0) 金津高 2nd:5m61(+0.2) 敦賀高 2nd:なし 金津高 中央中 金津高
青池　翼(3) 11m87(-1.4) 森　快嗣(2) 11m84(-0.8)
敦賀高 金津高
菊池　平(3) 11m67 廣瀬　賢志朗(3) 11m23 宮本　源二郎(3) 9m97 住田　成大(2) 9m24 堀江　遥貴(3) 8m94 落合　翔大(3) 8m30 山岸　煌(2) 8m15 大門　泰幸(3) 8m14
鯖江中 春江中 粟野中 春江中 鯖江中 中央中 春江中 武生第一中
宇都宮　諒平(3) 14m69 花田　成琉(3) 13m28 河野　将也(1) 9m45
敦賀高 NGR 敦賀高 足羽高
菊池　平(3) 27m33 西村　一希(3) 25m36 大門　泰幸(3) 19m18 落合　翔大(3) 18m21 廣瀬　賢志朗(3) 18m20 髙島　仁(3) 18m09 山岸　煌(2) 17m97 三好　樹季(3) 15m43
鯖江中 粟野中 武生第一中 中央中 春江中 中央中 春江中 武生第一中
宇都宮　諒平(3) 33m45 中野　啓介(3) 31m44 河野　将也(1) 20m04
敦賀高 敦賀工業高 足羽高
渡辺　昭裕 19m20
福井陸協
中野　啓介(3) 23m26 吉村　太陽(3) 22m73
敦賀工業高 科学技術高
渡辺　昭裕 20m67
福井陸協
岡本　悠斗(2) 43m93 中野　啓介(3) 37m40
金津高 敦賀工業高
武吉　智紀(5) 23m20
敦賀Jr.
山本　倖希(1) 31m77
敦賀高
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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 谷口　雅尚

記 録 主 任 中村　勝則

種目

栗原　杏奈(6) 15.08(+0.4) 仲野　結衣(5) 15.45(+0.4) 佐々木　蒼泉(5) 15.50(+0.4) 西本　美姫楼(5) 15.87(+0.7) 友延　　奈々(6) 16.13(+0.4) 松永　芽依(5) 16.20(+0.4) 地村　結梨佳(5) 17.41(+0.7) 若松　柚希(5) 17.48(+0.7)
OJAC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 福井フェニックス 敦賀Jr. 敦賀Jr. OJAC OJAC
小尾　麻菜 12.62(-1.5) 深町　美翔(3) 13.17(-1.5) 寺本　栞那(2) 13.24(-1.5) 中山　舞香(2) 13.40(-1.5) 山田　笑梨(3) 13.43(-1.5) 髙橋　優香(2) 13.57(-1.5) 藏元　真莉奈(2) 13.61(+0.1) 神園　弥優(1) 13.65(-1.5)
MammyS AC 敦賀高 小浜第二中 春江中 気比中 足羽高 敦賀高 敦賀高
友佐　優来(3) 26.84(-1.8) 山田　笑梨(3) 27.82(-1.8) 中山　舞香(2) 28.04(-1.8) 宮本　夢羽(3) 28.24(-1.8) 宮本　愛加(2) 28.45(-0.3) 孫田　かれん(2) 28.46(-1.8) 野崎　明愛(3) 28.61(-0.3) 笹原　愛理(3) 28.81(-1.8)
敦賀高 気比中 春江中 気比中 気比中 科学技術高 粟野中 中央中
谷川　育実(3) 1:03.61 佐藤　乃野(2) 1:05.41
金津高 金津高
西本　美姫楼(5) 2:47.84 野崎　真愛(5) 2:53.05 栗原　杏奈(6) 2:55.15 地村　結梨佳(5) 3:01.95 松永　芽依(5) 3:03.37 佐々木　蒼泉(5) 3:07.43 若松　柚希(5) 3:12.26
福井フェニックス 敦賀Jr. OJAC OJAC 敦賀Jr. 敦賀Jr. OJAC
奥野　結衣(1) 2:30.65 谷川　育実(3) 2:31.16 上島　円羅(3) 2:31.99 栗木　結愛(2) 2:33.99 山岸　彩生(3) 2:34.89 吉澤　真結子(3) 2:34.93 佐藤　乃野(2) 2:37.92 木谷　蒼那(3) 2:39.49
敦賀高 金津高 武生第一中 気比中 粟野中 気比中 金津高 粟野中
名里　奏夢(3) 4:59.32 藏元　真莉奈(2) 5:08.22 奥野　結衣(1) 5:10.95 上島　円羅(3) 5:16.94 山岸　彩生(3) 5:27.78 五十子　怜杏(3) 5:28.34 森　陽彩(2) 5:28.46 有田　礼那(2) 5:30.19
高浜中 敦賀高 敦賀高 武生第一中 粟野中 東陽中 春江中 春江中
宮本　夢羽(3) 16.13(+1.9) 源田　実咲(2) 16.14(+1.9) 大友　由奈(3) 16.35(+1.9) 岸松　愛音(3) 16.48(+1.9) 渡辺　明莉(3) 17.27(+0.1) 松本　萌々花(3) 18.07(+0.1) 江川　樹(2) 18.55(+0.1)
気比中 中央中 武生第一中 鯖江中 中央中 粟野中 春江中
森　愛華(3) 16.13(+1.9)
気比中
野村　有香 14.60 深町　美翔(3) 16.46
MammyS AC NGR 敦賀高
気比中 53.35 粟野中 54.37 三方中 55.60 武生第一中A 55.65 鯖江中A 56.32 三国中 56.49 春江中A 56.61 松陵中 56.83
宮本　愛加(2) 佐本　奈穂(3) 西村　彩羽(2) 久保　文乃(3) 飯田　紗柚梨(3) 小川　アリネ(3) 吉田　梓沙(2) 中山　さくら(3)
宮本　夢羽(3) 友佐　咲来(2) 青池　佳菜(3) 白﨑　咲月(3) 岸松　愛音(3) 相澤　史季(3) 中山　舞香(2) 愛宕　李(3)
森　愛華(3) 浜岡　侑愛(2) 落谷　花(3) 山田　愛來(3) 小林　由奈(3) 酒井　愛(2) 橋本　愛衣奈(3) 家光　由依(3)
山田　笑梨(3) 野崎　明愛(3) 江戸　唯愛(3) 大友　由奈(3) 田野　一愛(3) 三田　碧唯(2) 江川　樹(2) 阿部　小花(2)
敦賀高A 4:16.87 金津高 4:39.44
藏元　真莉奈(2) 友田　葵(3)
上山　瑠奈(1) 佐藤　乃野(2)
和田　絢柚子(3) 越元　那柚(2)
森川　芽衣(2) 谷川　育実(3)
増田　悠乃(3) 1m50 青池　佳菜(3) 1m45 名村　仁心(3) 1m35 山田　愛來(3) 1m35 大友　由奈(3) 1m35 野崎　明愛(3) 1m30
中央中 三方中 三国中 武生第一中 武生第一中 粟野中

加藤　未悠(3) 1m45 森家　愛花(3) 1m35 川畑　心那(3) 1m30
中央中 鯖江中 気比中

仲野　結衣(5) 3m33(+1.4) 輿水　友杏(6) 3m32(+1.2) 寺本　侑希葉(5) 2m92(+0.5)
敦賀Jr. 敦賀Jr. OJAC
寺本　栞那(2) 5m14(+0.9) 和田　絢柚子(3) 5m09(+1.3) 森川　晴菜(2) 4m82(+0.1) 上山　瑠奈(1) 4m65(+1.7) 加藤　鈴(1) 4m63(+0.4) 川越　春花(3) 4m57(-1.0) 清水　真菜実(2) 4m57(-0.5) 安田　明生(2) 4m51(+0.8)
小浜第二中 敦賀高 金津高 敦賀高 金津高 気比中 2nd:4m46(-0.1) 足羽高 2nd:4m41(-0.8) 金津高
和田　絢柚子(3) 10m77(+0.3)
敦賀高
飯田　紗柚梨(3) 10m81 筧　湖乃栞(3) 10m58 金谷　美由姫(3) 9m60 清田　春奈(3) 9m22 川畑　心那(3) 8m30 大嶋　美妃(3) 8m01 古屋　咲希(3) 7m66 小倉　歩美(3) 7m52
鯖江中 春江中 三国中 春江中 気比中 三国中 粟野中 中央中
山形　香心(1) 7m61
足羽高
三村　啓恵(3) 34m20 筧　湖乃栞(3) 24m78 金谷　美由姫(3) 20m02 飯田　紗柚梨(3) 17m27 増澤　咲空(3) 15m47 浜松　由衣(3) 13m36
敦賀高 春江中 三国中 鯖江中 三国中 三方中
三村　啓恵(3) 50m13 岡田　彩音(3) 46m34 松尾　菜那(2) 43m53
敦賀高 敦賀高 敦賀高

凡例  NGR:大会新記録
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