
第３回 敦賀ナイター陸上競技記録会 ［22200713］

主催　　敦賀市陸上競技協会

後援 敦賀市教育委員会　敦賀市スポーツ協会　福井新聞社　RCN

期日　　令和４年８月２４日（水）

会場　　敦賀市総合運動公園陸上競技場 [203060]

＝競技順序＝

【トラック競技】 【フィールド競技】
1 17:30 女子100mYH ① 3

2 17:40 男子110mJH ① 2 １６：３０ 男子円盤投(1.50kg) 3

3 17:50 女子100m ⑤ 36 １６：３０ 女子円盤投(1.0kg) 3

4 18:10 男子100m ⑥ 43

5 18:35 小学4年男子800m 6 １７：１５ 男子砲丸投(6.0kg) 1

18:35 小学4年女子800m 3 １７：１５ 男子砲丸投(5.0kg) 4

6 18:40 女子800m ① 5 １７：１５ 女子砲丸投(4.0kg) 1

7 18:45 男子800m ① 4 １７：１５ 女子砲丸投(2.72kg) 8

8 18:55 男子1000m 6

18:55 女子1000m 1 １６：３０ 男子走幅跳 23

9 19:05 ﾁｬﾚﾝｼﾞ男子1500m 1 １６：３０ 女子走幅跳 10

19:05 小学5・6年男子1500m 6

19:05 小学5・6年女子1500m 8 １７：３０ 男子三段跳 3

10 19:15 男子1500m ① 15 １７：３０ 女子三段跳 2

11 19:25 女子1500m ① 8

12 19:35 男子3000m 11

19:35 女子3000m 2 ←  □は同時スタート

①

①

①

①



小学4年男子800m 小学5･6年男子1500m ﾁｬﾚﾝｼﾞ男子1500m

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾖｳ ﾀｹﾀﾞ ﾗｲﾀ ｶｻﾏﾂ ﾔｽﾅｶ

1 402 岡本　太陽(4) 敦賀Jr. 1 6173 武田　礼汰(6) 敦賀Jr. 9 0 笠松　泰仲 勝山RC
ﾆｼｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ ﾐﾔﾀ ｺｳｼﾝ

2 4190 西口　蓮士(4) 福井フェニックス 2 601 宮田　晃伸(6) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾔ

3 4160 山本　真広(4) 美浜Jr．AC 3 6094 中村　太翔弥(6) 敦賀Jr.
ｳﾉ ｹｲｼｭｳ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

4 4015 宇野　奎舟(4) 勝山RC 4 6093 田中　大輝(6) 敦賀Jr.
ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝ ﾉﾁﾋｻ ﾅﾂｷ

5 406 吉田　峻(4) 敦賀Jr. 5 6070 後久　夏輝(6) 福井フェニックス

ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｷ

6 4147 山本　來樹(4) 敦賀Jr. 6 5561 武田　悠希(5) 美浜Jr．AC
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾏ

7 404 吉田　凌(4) 敦賀Jr. 7 5016 吉川　悠真(5) 勝山RC
ｻｶｲ ﾌｳﾄ

8 6016 酒井　楓斗(6) 勝山RC
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ

小学4年女子800m 小学5･6年女子1500m

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 ｳｲ ｶｻﾏﾂ ﾏﾅｶ

11 401 林　詩唯(4) 敦賀Jr. 11 5017 笠松　真仲(5) 勝山RC
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉﾊ ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾂｷ

12 4149 山口　朋芭(4) 敦賀Jr. 12 6221 長谷川　沙津紀(6) 美浜Jr．AC
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾊ ｷﾀｶﾞﾜ ｶｵ

13 4150 山口　心華(4) 敦賀Jr. 13 5022 北川　華愛(5) 勝山RC
ｻｻｷ ｱｵｲ

14 5123 佐々木　蒼泉(5) 敦賀Jr.
ﾀﾏﾑﾗ ｻｷ

15 6220 玉村　咲希(6) 美浜Jr．AC
ﾆｼﾓﾄ ﾐﾋﾛ

16 5103 西本　美姫楼(5) 福井フェニックス

ﾆｼｸﾞﾁ ﾘﾗ

17 6068 西口　莉愛(6) 福井フェニックス

ﾉｻﾞｷ ﾏﾘｱ

18 5124 野崎　真愛(5) 敦賀Jr.
ﾎﾘ ｺｺﾐ

19 6178 堀　ここみ(6) 美浜Jr．AC
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾒｲ

20 5122 松永　芽依(5) 敦賀Jr.

女子100mH(0.762m/8.5m) 男子110mH(0.991m)

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾑﾗｵｶ ﾐﾗｲ

5 7306 村岡　未蕾(2) 粟野中 5

ﾓﾘ ｱｲｶ ｼﾌﾞﾀﾆ ｺﾀﾛｳ

6 7053 森　愛華(3) 気比中 6 344 澁谷　己太朗(2) 敦賀高
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ

7 7060 宮本　夢羽(3) 気比中 7 339 花田　成琉(3) 敦賀高
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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

ﾄﾓｻ ｻｸﾗ ﾓﾘ　ﾐｺﾄ

1 7311 友佐　咲来(2) 粟野中 1 2040 森　美琴(2) 岐阜協立大 1
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ ｼﾏﾀﾞ ｺｺﾅ

2 7074 宮本　愛加(2) 気比中 2 7302 友延　明日香(2) 粟野中 2 7135 島田　心奈(2) 松陵中
ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳｶ ﾀｶﾏﾂ ｱｽﾐ

3 259 神園　弥優(1) 敦賀高 3 256 岩本　京香(1) 敦賀高 3 7071 髙松　明日美(2) 気比中
ｳｴﾔﾏ ﾙﾅ ﾋｺｾ ｱｲｶ ﾓﾘ ｱｲｶ

4 257 上山　瑠奈(1) 敦賀高 4 7307 彦瀬　娃果(2) 粟野中 4 7053 森　愛華(3) 気比中
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ｻﾓﾄ ﾅﾎ ｳﾁﾉ ｱｵｲ

5 7055 山田　笑梨(3) 気比中 5 7380 佐本　奈穂(3) 粟野中 5 7303 内野　あおい(2) 粟野中
ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ ﾏﾂｵ ﾅﾅ ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ

6 250 三村　啓恵(3) 敦賀高 6 254 松尾　菜那(2) 敦賀高 6 7304 宮本　海咲(2) 粟野中
ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ ﾅｶﾀ ﾜｶﾅ ｶｸﾀﾆ ﾐﾘｱ

7 247 岡田　彩音(3) 敦賀高 7 184 中田　和那(2) 鯖江高 7 7314 角谷　美梨愛(1) 粟野中
ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾒﾊ ﾊﾏｵｶ ﾕｱ ｱﾍﾞ ｺﾊﾅ

8 7060 宮本　夢羽(3) 気比中 8 7308 浜岡　侑愛(2) 粟野中 8 7136 阿部　小花(2) 松陵中

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
ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｴ

2 7315 佐藤　友香(1) 粟野中 2 7707 西本　麻里絵(1) 気比付属中
ｵｶﾓﾄ ﾊﾅ ｲｼﾜﾀ ﾅｷﾞｻ

3 7080 岡本　芭奈(1) 気比中 3 7081 石綿　凪沙(1) 気比中
ﾀｶﾊｼ ｻﾕ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕ

4 7140 髙橋　咲結(1) 松陵中 4 7075 川畑　美結(2) 気比中
ｷﾀﾉ ﾙｶ ｲｿﾐﾁ ﾘﾘ

5 7312 北野　琉歌(1) 粟野中 5 7137 礒道　梨吏(2) 松陵中
ﾀｶﾅｶ ﾊﾙﾎ ｶﾐﾔ ﾘﾅ

6 7083 竹仲　陽歩(1) 気比中 6 7082 神谷　里菜(1) 気比中
ｼﾐｽﾞ ﾁｻ ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾐｶ

7 7317 清水　千沙(1) 粟野中 7 7708 藤本　笑嘉(1) 気比付属中
ｲﾁﾉﾐﾔ ﾒｲ ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄｱ

8 7316 一ノ宮　愛苺(1) 粟野中 8 7141 谷口　琴彩(1) 松陵中

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

ｸﾄﾞｳ ﾘｸ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ

1 7301 工藤　李孔(2) 粟野中 1 7027 橋本　多聞(2) 気比中 1
ｷﾀﾔﾏ ｶﾝﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ

2 7121 北山　寛太(3) 松陵中 2 7308 山本　惇生(1) 粟野中 2 7310 松原　卓也(1) 粟野中
ﾌｶﾏﾁ　ﾋﾀﾞｲ ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾄ ﾀｹｺﾞｼ ｲﾂｷ

3 1143 深町　飛太(3) 城西大 3 7026 川本　直人(2) 気比中 3 7032 竹越　一絆(1) 気比中
ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ ｵﾁｱｲ ｻｸﾀ ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

4 550 小俣　尋人(1) 敦賀気比高 4 7021 落合　咲太(2) 気比中 4 7146 武田　澪次(1) 松陵中
ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ ｶﾀﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾓﾓｲ ｱｵ

5 0 小森　優太(1) 中京大 5 7011 堅田　剛生(3) 気比中 5 7030 百井　蒼桜(1) 気比中
ﾀﾅｶ ﾀｶﾖｼ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ｶﾈﾀﾞ ﾕｳﾄ

6 781 田中　崇良 福井陸恊 6 728 吉村　尚悟(3) Cynthia 6 7706 金田　悠杜(1) 気比付属中
ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ

7 7370 松木　陽達(3) 粟野中 7 723 小林　湊(1) Cynthia 7 7306 中村　春樹(1) 粟野中
ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ ｳｴｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ﾏｽｲ ﾚﾝ

8 797 森川　将治 福井マスターズ 8 7373 上嶋　嘉斗(3) 粟野中 8 7303 増井　廉(2) 粟野中

4組 5組 6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
ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮｻｲｱ ｼﾓｼﾞﾏ ｺｳｷ ｺﾓﾘ ﾕｳｾｲ

2 7148 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1) 松陵中 2 7533 霜島　光希(1) 三方中 2 7705 小森　雄星(1) 気比付属中
ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾆｼﾉ ﾀｲｷ ｴﾄﾞ ﾘｵ

3 7313 岡田　大和(2) 粟野中 3 7134 西野　太樹(2) 松陵中 3 7140 江戸　俐王(1) 松陵中
ｽﾐﾔ ﾈﾙ ｱｹﾞﾉ ﾋｶﾘ ｶﾜｶﾂ ｻﾈﾋﾄ

4 7145 角谷　音流(1) 松陵中 4 7132 挙野　陽成(2) 松陵中 4 7144 川勝　心人(1) 松陵中
ﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ

5 7020 田邉　樂(2) 気比中 5 7131 近藤　琥太朗(2) 松陵中 5 7130 田原　遼也(2) 松陵中
ｸﾘﾓﾄ ｹｲﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ ｼﾝｶｲ ｱﾔﾄ

6 7311 栗本　啓汰(1) 粟野中 6 7035 中村　宇志(1) 気比中 6 7142 新海　綾人(1) 松陵中
ﾉｻﾞｷ ｴｲﾀ ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ

7 7147 野﨑　瑛太(1) 松陵中 7 7025 足立　旬(2) 気比中 7 7125 山本　大翔(3) 松陵中
ﾜﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾅｺﾞ ﾄﾗｽｹ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ

8 7141 和多田　悠人(1) 松陵中 8 552 名子　虎助(1) 敦賀気比高 8 7143 谷口　大空(1) 松陵中

3



女子800m 男子1000m 男子1500m

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
ｵｵﾂｶ ﾘｸ ｼﾓｼﾞﾏ ｺｳｷ

1 1 342 大塚　理功(2) 敦賀高 1 7533 霜島　光希(1) 三方中
ｳｴﾀﾞ ﾘｺ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2 7309 上田　理子(2) 粟野中 2 7034 永井　惣太(1) 気比中 2 7305 河村　賢之(2) 粟野中
ﾀｶﾅｶ ﾊﾙﾎ ｶﾏﾔ ｷﾞﾝ ﾉﾁﾋｻ ｼﾝｼﾞ

3 7083 竹仲　陽歩(1) 気比中 3 343 釜谷　銀(2) 敦賀高 3 688 後久　真嗣 フェニックスＡＣ

ｸﾘｷ ﾕｳｱ ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ ｵﾁｱｲ ｵｳｽｹ

4 7070 栗木　結愛(2) 気比中 4 7524 今川　知冴(2) 三方中 4 7031 落合　皇介(1) 気比中
ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ ｼｲﾊﾗ ｶｹﾙ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

5 253 藏元　真莉奈(2) 敦賀高 5 7033 椎原　翔生(1) 気比中 5 7312 中川　拓海(1) 粟野中
ﾄﾞｳｼﾞ ﾋｶﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳｶﾞ

6 7310 道司　光流(2) 粟野中 6 348 中村　日琉哉(1) 敦賀高 6 7302 髙松　涼雅(2) 粟野中
ｲﾏｲ ｿｳｼ

7 7540 今井　湊士(1) 三方中
ｶﾜｶﾂ ｻﾈﾋﾄ

8 7144 川勝　心人(1) 松陵中
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｷ

9 7304 宮腰　侑希(2) 粟野中
ｻﾄｳ ﾕｳｷ

男子800m 10 7309 佐藤　優生(1) 粟野中

ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 11 7131 近藤　琥太朗(2) 松陵中
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾝ ﾄｸﾓﾄ ﾌﾕ ﾀｶﾞﾐ ﾕｳｾｲ

4 7704 石橋　優心(1) 気比付属中 7 406 徳本　芙優(3) Cynthia 12 7307 田上　勇成(1) 粟野中
ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｷ

5 7701 田邉　克基(3) 気比付属中
ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ

6 797 森川　将治 福井マスターズ

女子1500m 男子3000m
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

ｷﾀﾆ ｿﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕｺ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｼ

1 7387 木谷　蒼那(3) 粟野中 1 7058 吉澤　真結子(3) 気比中 3 739 中村　英志 nrc
ｵｸﾉ ｺﾄﾈ ｵｸﾉ ﾕｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2 7313 奥野　琴音(1) 粟野中 2 258 奥野　結衣(1) 敦賀高 4 678 山本　恭弘 福井マスターズ

ﾉｻﾞｷ ﾐﾘｱ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

3 7319 野崎　実愛(1) 粟野中 5 737 谷口　直志 nrc
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｵｲ ﾐﾈ ｺｳｼ

4 7382 山岸　彩生(3) 粟野中 6 7017 三根　晃史(3) 気比中
ﾊﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

5 7305 濱﨑　すず実(2) 粟野中 7 724 小林　漣(3) Cynthia
ﾀﾅｶ ｼｵﾈ ﾊﾔｼ ﾎｽﾞﾐ

6 7320 田中　しおね(1) 粟野中 8 7015 林　穂澄(3) 気比中
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼｭﾝ

9 553 大和田　侑駿(2) 敦賀気比高
ｻｻｷ ﾄｳﾔ

10 7013 佐々木　統也(3) 気比中
ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ

11 7022 西村　寛汰(2) 気比中
ﾏｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

12 742 前原　孝弘 nrc
ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ

13 632 小島　創太 コジマ

女子1000m

女子3000m
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男子走幅跳 男子三段跳
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｴﾄﾞ ﾘｵ ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

1 7140 江戸　俐王(1) 松陵中 1 728 吉村　尚悟(3) Cynthia
ﾜﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ

2 7141 和多田　悠人(1) 松陵中 2 630 髙橋　佳大(3) きらめき
ｺﾓﾘ ﾕｳｾｲ ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ

3 7705 小森　雄星(1) 気比付属中 3 339 花田　成琉(3) 敦賀高
ｱｹﾞﾉ ﾋｶﾘ

4 7132 挙野　陽成(2) 松陵中
ﾆｼﾉ ﾀｲｷ

5 7134 西野　太樹(2) 松陵中
ｽﾐﾔ ﾈﾙ

6 7145 角谷　音流(1) 松陵中
ｼﾝｶｲ ｱﾔﾄ

7 7142 新海　綾人(1) 松陵中
ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮｻｲｱ

8 7148 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1) 松陵中
ｶﾈﾀﾞ ﾕｳﾄ

9 7706 金田　悠杜(1) 気比付属中
ﾉｻﾞｷ ｴｲﾀ

10 7147 野﨑　瑛太(1) 松陵中
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾝ

11 7704 石橋　優心(1) 気比付属中
ｵﾁｱｲ ｵｳｽｹ

12 7031 落合　皇介(1) 気比中
ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ

13 7130 田原　遼也(2) 松陵中
ﾓﾘｶﾜ ｲｻﾑ

14 8201 森川　勇(1) 上中中
ﾓﾓｲ ｱｵ

15 7030 百井　蒼桜(1) 気比中
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ

16 7146 武田　澪次(1) 松陵中
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ

17 7306 中村　春樹(1) 粟野中
ﾅｺﾞ ﾄﾗｽｹ

18 552 名子　虎助(1) 敦賀気比高
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ

19 7308 山本　惇生(1) 粟野中
ｸﾄﾞｳ ﾘｸ

20 7301 工藤　李孔(2) 粟野中
ｽｽﾞｷ ｾｲﾄ

21 628 鈴木　惺仁(1) きらめき
ｵｵﾂｶ ﾘｸ

22 342 大塚　理功(2) 敦賀高
ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ

23 347 石綿　颯馬(1) 敦賀高

女子走幅跳 女子三段跳
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾐｶ ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｶ

1 7708 藤本　笑嘉(1) 気比付属中 1 7051 川越　春花(3) 気比中
ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｴ ｴﾄ ｲﾁｶ

2 7707 西本　麻里絵(1) 気比付属中 2 412 江戸　唯愛(3) Cynthia
ｱﾍﾞ ｺﾊﾅ

3 7136 阿部　小花(2) 松陵中
ｼﾏﾀﾞ ｺｺﾅ

4 7135 島田　心奈(2) 松陵中
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄｱ

5 7141 谷口　琴彩(1) 松陵中
ｷﾀﾉ ﾙｶ

6 7312 北野　琉歌(1) 粟野中
ｲｿﾐﾁ ﾘﾘ

7 7137 礒道　梨吏(2) 松陵中
ﾀｶﾊｼ ｻﾕ

8 7140 髙橋　咲結(1) 松陵中
ﾊｼﾓﾄ ｼﾉﾝ

9 7072 橋本　紫暖(2) 気比中
ﾓﾘ　ﾐｺﾄ

10 2040 森　美琴(2) 岐阜協立大
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男子砲丸投(6.000kg) 男子円盤投(1.750kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ

1 338 宇都宮　諒平(3) 敦賀高 1 338 宇都宮　諒平(3) 敦賀高

男子砲丸投(5.000kg) 男子円盤投(1.50kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ

1 7035 中村　宇志(1) 気比中 1 7023 平川　竣大(2) 気比中
ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝｼﾞﾛｳ

2 7313 岡田　大和(2) 粟野中 2 7368 宮本　源二郎(3) 粟野中
ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

3 7023 平川　竣大(2) 気比中 3 349 山本　倖希(1) 敦賀高
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ

4 7014 中村　輝(3) 気比中

女子砲丸投(4.000kg) 女子円盤投(1.000kg)
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳｴﾔﾏ ﾙﾅ ﾃﾗﾁ ﾐｳ

1 257 上山　瑠奈(1) 敦賀高 1 7301 寺地　美羽(2) 粟野中
ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ

2 7302 友延　明日香(2) 粟野中
ﾌﾙﾔ ｻｷ

3 7389 古屋　咲希(3) 粟野中

女子砲丸投(2.721kg)
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

1 7315 佐藤　友香(1) 粟野中
ﾑﾗｵｶ ﾐﾗｲ

2 7306 村岡　未蕾(2) 粟野中
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ

3 7304 宮本　海咲(2) 粟野中
ﾋｺｾ ｱｲｶ

4 7307 彦瀬　娃果(2) 粟野中
ﾃﾗﾁ ﾐｳ

5 7301 寺地　美羽(2) 粟野中
ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｺﾅ

6 7056 川畑　心那(3) 気比中
ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ

7 7302 友延　明日香(2) 粟野中
ﾌﾙﾔ ｻｷ

8 7389 古屋　咲希(3) 粟野中
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