
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

深町　飛太(3) 10.72(-1.0) 田中　崇良 11.07(-1.0) 松木　陽達(3) 11.44(-1.0) 小俣　尋人(1) 11.82(-1.0) 森川　将治 12.20(-1.0) 堅田　剛生(3) 12.36(-1.7) 工藤　李孔(2) 12.63(-1.0) 吉村　尚悟(3) 12.66(-1.7)
城西大 福井陸恊 粟野中 敦賀気比高 福井マスターズ 気比中 粟野中 Cynthia
田邉　克基(3) 2:25.23 石橋　優心(1) 2:54.19
気比付属中 気比付属中
宇野　奎舟(4) 2:34.38 西口　蓮士(4) 3:01.50 山本　真広(4) 3:06.88 山本　來樹(4) 3:14.05 岡本　太陽(4) 3:17.87 吉田　峻(4) 3:18.45 吉田　凌(4) 3:19.24
勝山RC 福井フェニックス 美浜Jr．AC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr.
中村　日琉哉(1) 2:44.68 今川　知冴(2) 3:12.28 大塚　理功(2) 3:21.99 釜谷　銀(2) 3:26.40 椎原　翔生(1) 3:51.64 永井　惣太(1) 4:09.29
敦賀高 三方中 敦賀高 敦賀高 気比中 気比中
後久　真嗣 4:22.26 河村　賢之(2) 5:08.80 中川　拓海(1) 5:10.72 川勝　心人(1) 5:11.82 近藤　琥太朗(2) 5:12.52 宮腰　侑希(2) 5:23.62 髙松　涼雅(2) 5:32.80 田上　勇成(1) 5:43.77
フェニックスＡＣ GR 粟野中 粟野中 松陵中 松陵中 粟野中 粟野中 粟野中
笠松　泰仲 5:04.21
勝山RC
田中　大輝(6) 5:10.71 後久　夏輝(6) 5:15.76 吉川　悠真(5) 5:17.99 安田　悠悟(5) 5:41.97 酒井　楓斗(6) 5:47.46 武田　礼汰(6) 6:00.99 中村　太翔弥(6) 6:01.43 宮田　晃伸(6) 6:11.31
敦賀Jr. 福井フェニックス 勝山RC 勝山RC 勝山RC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr.
中村　英志 9:18.74 前原　孝弘 9:26.84 小林　漣(3) 9:54.80 小島　創太 10:06.29 谷口　直志 10:19.66 山本　恭弘 10:20.11 三根　晃史(3) 10:33.67 佐々木　統也(3) 11:35.81
nrc nrc Cynthia コジマ nrc 福井マスターズ 気比中 気比中
花田　成琉(3) 15.14 澁谷　己太朗(2) 16.75
敦賀高 敦賀高
石綿　颯馬(1) 6m10(-1.0) 大塚　理功(2) 5m50(+0.1) 鈴木　惺仁(1) 5m43(-1.6) 工藤　李孔(2) 5m14(+0.3) 武田　澪次(1) 4m73(-0.4) 山本　惇生(1) 4m45(+0.1) 金田　悠杜(1) 4m37(-0.7) ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1) 4m27(-1.2)
敦賀高 敦賀高 きらめき 粟野中 松陵中 粟野中 気比付属中 松陵中
花田　成琉(3) 13m38(-1.3) 髙橋　佳大(3) 13m26(-0.5) 吉村　尚悟(3) 10m24(-0.9)
敦賀高 きらめき Cynthia
中村　輝(3) 8m45 平川　竣大(2) 8m36 岡田　大和(2) 6m88 中村　宇志(1) 4m28
気比中 気比中 粟野中 気比中
宇都宮　諒平(3) 15m09
敦賀高 GR
山本　倖希(1) 35m47 宮本　源二郎(3) 28m09 平川　竣大(2) 19m53
敦賀高 粟野中 気比中
山田　笑梨(3) 13.08(-1.0) 上山　瑠奈(1) 13.20(-1.0) 神園　弥優(1) 13.44(-1.0) 宮本　夢羽(3) 13.60(-1.0) 森　美琴(2) 13.72(-0.1) 友佐　咲来(2) 13.72(-1.0) 宮本　海咲(2) 13.85(-1.7) 中田　和那(2) 14.05(-0.1)
気比中 敦賀高 敦賀高 気比中 岐阜協立大 粟野中 粟野中 鯖江高
藏元　真莉奈(2) 2:24.93 栗木　結愛(2) 2:35.98 上田　理子(2) 2:56.88
敦賀高 GR 気比中 GR 粟野中
林　詩唯(4) 3:13.55 山口　朋芭(4) 3:14.07 山口　心華(4) 3:14.08
敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr.
山岸　彩生(3) 5:27.70 木谷　蒼那(3) 5:35.13 野崎　実愛(1) 5:37.63 濱﨑　すず実(2) 5:55.83 奥野　琴音(1) 5:58.68 田中　しおね(1) 6:38.12
粟野中 GR 粟野中 粟野中 粟野中 粟野中 粟野中
笠松　真仲(5) 5:18.99 野崎　真愛(5) 5:27.18 西本　美姫楼(5) 5:29.37 西口　莉愛(6) 5:48.08 北川　華愛(5) 6:00.94 松永　芽依(5) 6:25.81 佐々木　蒼泉(5) 6:27.54 長谷川　沙津紀(6) 6:36.48
勝山RC 敦賀Jr. 福井フェニックス 福井フェニックス 勝山RC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 美浜Jr．AC
奥野　結衣(1) 10:34.57 吉澤　真結子(3) 12:10.26
敦賀高 気比中
宮本　夢羽(3) 16.32 村岡　未蕾(2) 17.91
気比中 粟野中
森　美琴(2) 4m87(-0.1) 橋本　紫暖(2) 4m11(-0.6) 髙橋　咲結(1) 3m56(-0.1) 阿部　小花(2) 3m40(+0.4) 礒道　梨吏(2) 3m40(-0.1) 北野　琉歌(1) 3m27(+0.8) 谷口　琴彩(1) 2m96(-0.3) 西本　麻里絵(1) 2m93(-0.6)
岐阜協立大 気比中 松陵中 松陵中 松陵中 粟野中 松陵中 気比付属中
江戸　唯愛(3) 10m42(-0.6) 川越　春花(3) 10m11(+1.1)
Cynthia 気比中
川畑　心那(3) 9m13 友延　明日香(2) 8m94 寺地　美羽(2) 8m00 川畑　美結(2) 7m33 髙松　明日美(2) 7m06 彦瀬　娃果(2) 6m82 宮本　海咲(2) 6m33 佐藤　友香(1) 5m65
気比中 粟野中 粟野中 気比中 気比中 粟野中 粟野中 粟野中
上山　瑠奈(1) 7m54
敦賀高
友延　明日香(2) 19m03 古屋　咲希(3) 18m72 寺地　美羽(2) 17m12
粟野中 粟野中 粟野中
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

男子800m

小学4年男子800m

男子1000m

8位

男子100m 

男子3000m

男子110mH(0.991m) 
風：+0.5

男子走幅跳

男子1500m

ﾁｬﾚﾝｼﾞ男子1500m

小学5・6年男子1500m

男子円盤投(1.500kg)

女子100m 

男子三段跳

男子砲丸投(5.000kg)

男子砲丸投(6.000kg)

小学5・6年女子1500m

女子3000m

女子100mH(0.762m/8.5m) 
風：+0.4

女子800m

小学4年女子800m

女子1500m

女子砲丸投(4.000kg)

女子円盤投(1.000kg)

女子走幅跳

女子三段跳

女子砲丸投(2.721kg)


