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種目

宇野　奎舟(4) 2:32.73 山本　真広(4) 3:04.26 吉田　峻(4) 3:13.62 岡本　太陽(4) 3:14.04 吉田　凌(4) 3:20.26
勝山RC NGR 美浜Jr．AC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr.
安田　悠悟(5) 5:29.28 田中　大輝(6) 5:30.26 酒井　楓斗(6) 5:58.57 松井　雄飛(5) 7:18.75
勝山RC 敦賀Jr. 勝山RC 敦賀Jr.
笠松　泰仲 5:15.29
勝山RC
藤澤　 健一(6) 10.74(+2.2) 田中　崇良 10.89(+2.2) 山本　悠将(3) 11.65(+2.2) 多賀　航己(2) 11.66(+2.2) 川合　広留 11.77(+2.2) 荒木　大和(3) 11.86(+2.2) 由田　琥太郎(3) 12.02(+1.6) 山岸　琉飛(3) 12.17(+2.2)
愛知医大 福井陸恊 中央中 中央中 coprime 鯖江中 中央中 中央中
長戸　楽心(3) 16.46(+2.6) 松木　陽達(3) 16.84(+2.6) 小俣　尋人(1) 17.25(+2.6) 山本　悠将(3) 17.70(+2.6) 多賀　航己(2) 17.81(+2.6) 森川　将治 17.88(+0.3) 堀田　叶夢(1) 18.01(+2.6) 山岸　琉飛(3) 18.22(+2.6)
光陽中 粟野中 敦賀気比高 中央中 中央中 福井マスターズ 敦賀気比高 中央中
山下　直都(3) 2:01.81 今村　逸人(3) 2:29.77 石橋　優心(1) 2:45.22
福井工大 NGR 美浜中 気比付属中
森川　哲行(2) 4:58.87 西村　寛汰(2) 5:05.06 中川　拓海(1) 5:06.34 伊藤　槍太(1) 5:07.13 河村　賢之(2) 5:14.67 中田　風雅(1) 5:17.41 宮腰　侑希(2) 5:17.88 宮越　行侍(1) 5:19.95
中央中 気比中 粟野中 中央中 粟野中 Cynthia 粟野中 中央中
上山　詩樹(3) 8:29.20 今堀　匡道(2) 8:30.44 細田　峰生(3) 8:31.58 坂元　南紬太(2) 8:34.85 服部　由羅(2) 8:41.01 永井　孝明(2) 8:42.53 三宅　勇希(2) 8:45.13 山本　琉生(1) 8:45.32
敦賀気比高 洛北高 鯖江高 洛北高 洛北高 洛北高 洛北高 洛北高
櫻井　絢陽(3) 15.70 高見　涼平(3) 17.37 柏崎　晴(3) 17.76 橋本　多聞(2) 17.90 増井　廉(2) 20.37
中央中 中央中 中央中 気比中 粟野中
U16福井県選抜 43.59 中央中A 48.70 気比中 50.08 粟野中A 50.65 松陵中A 52.86
木村　晄(3) 水野　圭尭(1) 百井　蒼桜(1) 山本　惇生(1) 和多田　悠人(1)
長戸　楽心(3) 多賀　航己(2) 川本　直人(2) 工藤　李孔(2) 武田　澪次(1)
安野　天翔(3) 坪井　勇惺(1) 橋本　多聞(2) 増井　廉(2) ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1)
松木　陽達(3) 森国　凛太郎(1) 竹越　一絆(1) 栗本　啓汰(1) 野﨑　瑛太(1)
北川　温矩 2m05 永田　哲也 1m95 小俣　尋人(1) 1m80 岸下　直矢 1m80 大川　佑(2) 1m75 栃木　源次郎(3) 1m70 高見　涼平(3) 1m70 岩井　柔樹(3) 1m65
Cynthia タカトミ 敦賀気比高 タカトミ 鯖江中 勝山南部中 中央中 小浜中
髙橋　佳大(3) 6m57(+2.3) 櫻井　絢陽(3) 5m94(+2.7) 由田　琥太郎(3) 5m83(+3.4) 堅田　剛生(3) 5m75(+2.5) 鈴木　惺仁(1) 5m74(+1.7) 吉村　碧(3) 5m46(+2.0) 工藤　李孔(2) 5m16(+0.8) 吉村　尚悟(3) 5m07(+3.5)
きらめき NGR 中央中 公認記録なし 中央中 公認5m73(+1.8) 気比中 公認記録なし きらめき 中央中 粟野中 Cynthia 公認記録なし

公認6m40(+1.8)

髙橋　佳大(3) 12m74(+1.8)
きらめき
菊池　平(3) 12m44 廣瀬　賢志朗(3) 12m26 油布　蒼生(2) 10m42 宮本　源二郎(3) 10m08 落合　翔大(3) 9m35 平川　竣大(2) 8m28 岡田　大和(2) 7m50 山本　湊介(1) 6m66
Cynthia NGR 春江中 NGR 中央中 NGR Cynthia NGR 中央中 NGR 気比中 粟野中 中央中
山本　倖希(1) 40m05 菊池　平(3) 30m98 宮本　源二郎(3) 29m65 酒井　康輔(3) 29m63 大谷　倫太郎(3) 25m84 嶋田　好輔(3) 24m11 平川　竣大(2) 24m04 髙島　仁(3) 23m39
敦賀高校 NGR Cynthia Cynthia 武生二中 小浜中 美浜中 気比中 中央中
菊池　平(3) 43m10 山本　晴輝(3) 41m89 油布　蒼生(2) 40m63 髙島　仁(3) 34m86 山本　湊介(1) 30m33 井上　絢仁(1) 28m39
Cynthia 武生二中 中央中 中央中 中央中 中央中
滝本　乙葉(4) 2:56.47 山口　心華(4) 3:10.30 林　詩唯(4) 3:11.04 山口　朋芭(4) 3:11.41
勝山RC NGR 敦賀Jr. NGR 敦賀Jr. NGR 敦賀Jr. NGR
笠松　真仲(5) 5:19.71 野崎　真愛(5) 5:39.29 長尾　理愛(5) 5:42.78 佐々木　蒼泉(5) 6:50.33
勝山RC 敦賀Jr. 勝山RC 敦賀Jr.
山田　笑梨(3) 12.96(+4.1) 椿原　幸芽(2) 13.12(+4.1) 芳野　晴香(3) 13.17(+4.1) 榮　南智(1) 13.26(+4.1) 源田　実咲(2) 13.33(+4.1) 佐本　奈穂(3) 13.59(+4.1) 友佐　咲来(2) 13.63(+2.1) 古市　菜々子 13.66(+2.1)
Cynthia 中央中 中央中 中央中 中央中 粟野中 粟野中 坂井中
笹原　愛理(3) 19.29(+0.7) 芳野　晴香(3) 20.07(+0.7) 笠島　恵里花(2) 22.05(+0.7) 島田　心奈(2) 22.20(+1.7) 阿部　小花(2) 22.48(+1.7) 亘　慶乃(2) 22.52(+0.7) 井上　絢楠(3) 23.00(+1.7) 稲塚　キト(2) 23.15(+0.7)
中央中 中央中 中央中 松陵中 松陵中 中央中 小浜中 中央中
名里　奏夢(3) 2:26.51 栗原　那奈(3) 2:36.29 奥村　望愛(1) 2:37.50 野崎　実愛(1) 2:41.94 濱﨑　すず実(2) 2:47.49 竹仲　陽歩(1) 2:48.45 道司　光流(2) 2:49.58 西村　彩羽(2) 2:50.78
高浜中 小浜中 中央中 粟野中 粟野中 気比中 粟野中 三方中
栗木　結愛(2) 5:19.90 森　愛華(3) 5:21.45 山本　莉緒(1) 5:24.90
気比中 NGR Cynthia NGR 中央中 NGR
山口　晏音衣(3) 9:12.40 松本　実咲(3) 10:05.70 堀　結葉(2) 10:15.70 大塚　結衣(2) 10:17.66 堀田　友碧(2) 10:28.29 竹中　穂花(3) 10:36.84 西崎　光稀(3) 10:54.03 水原　愛依(3) 10:55.94
鯖江高 NPR,NFH,NGR 敦賀気比高 鯖江高 光陽中 敦賀気比高 敦賀気比高 鯖江高 敦賀気比高
増田　悠乃(3) 15.89(+1.5) 宮本　海咲(2) 15.93(+1.5) 岸松　愛音(3) 16.25(+1.5) 松原　凜音(3) 17.30(+1.5) 木村　有那(2) 17.69(+2.7) 村岡　未蕾(2) 18.43(+1.5) 浜岡　侑愛(2) 18.95(+2.7) 角谷　美梨愛(1) 19.39(+2.7)
中央中 粟野中 鯖江中 小浜中 中央中 粟野中 粟野中 粟野中
源田　実咲(2) 15.93
中央中
U16福井県選抜 49.07 中央中A 51.48 粟野中A 53.04 Cynthia 53.12 中央中B 56.78 気比中 57.16 松陵中 58.10
山田　笑梨(3) 芳野　晴香(3) 浜岡　侑愛(2) 森　愛華(3) 大塚　花愛(1) 竹仲　陽歩(1) 髙橋　咲結(1)
笹原　愛理(3) 椿原　幸芽(2) 友佐　咲来(2) 青池　佳菜(3) 加藤　陽菜(1) 髙松　明日美(2) 阿部　小花(2)
西出　結香(1) 増田　悠乃(3) 彦瀬　娃果(2) 江戸　唯愛(3) 吉田　聖夏(1) 岡本　芭奈(1) 島田　心奈(2)
中山　舞香(2) 源田　実咲(2) 宮本　海咲(2) 野崎　明愛(3) 榮　南智(1) 橋本　紫暖(2) 礒道　梨吏(2)
加藤　未悠(3) 1m50 増田　悠乃(3) 1m45 青池　佳菜(3) 1m40 宮本　海咲(2) 1m35 松原　凜音(3) 1m35 野崎　明愛(3) 1m30 清水　千愛(1) 1m25 笠原　夏葵(1) 1m20
中央中 中央中 Cynthia 粟野中 小浜中 Cynthia 中央中 中央中
寺本　栞那(2) 5m60(+2.9) 江戸　唯愛(3) 4m92(+2.6) 古市　菜々子 4m62(+1.5) 橋本　紫暖(2) 4m48(+1.2) 奈良　彩央(3) 4m47(+1.9) 椿原　幸芽(2) 4m46(+2.4) 金本　奈々(3) 4m28(+2.3) 髙橋　咲結(1) 4m07(+1.7)
ＯＪＡＣ NGR Cynthia 公認4m84(+0.8) 坂井中 気比中 中央中 中央中 公認4m44(+1.3) 中央中 公認4m20(+1.7) 松陵中

公認5m55(+1.1)

川越　春花(3) 10m95(+1.4) 奈良　彩央(3) 9m37(+1.3)
Cynthia NGR 中央中
友延　明日香(2) 8m84 小倉　歩美(3) 8m83 川畑　心那(3) 8m55 山本　莉里(2) 8m55 貞本　愛琉(2) 8m37 寺地　美羽(2) 8m05 髙松　明日美(2) 7m77 川畑　美結(2) 7m46
粟野中 中央中 気比中 中央中 気比中 粟野中 気比中 気比中
筧　湖乃栞(3) 28m58 寺地　美羽(2) 19m12 友延　明日香(2) 18m01 貞本　愛琉(2) 16m66
春江中 粟野中 粟野中 気比中
道司　光流(2) 22m16 村岡　未蕾(2) 19m91
粟野中 粟野中

凡例  NPR:県新記録 NFH:県高校新記録 NGR:大会新記録
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