
小学4年女子80m 小学4年男子80m
1組 2組 1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

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

1 1 1 4162 渡邉　陽翔(4) 美浜Jr．AC
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ ﾖｼﾑﾗ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ

2 4167 中村　綾那(4) 美浜Jr．AC 2 4014 吉村　日向(4) 越前ＡＣ 2 4147 山本　來樹(4) 敦賀Jr.
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾊ ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾝﾄ

3 4011 山口　佳暖(4) 越前ＡＣ 3 4150 山口　心華(4) 敦賀Jr. 3 402 中川　廉仁(4) 敦賀Jr.
ﾊﾔｼ ｳｲ ﾏｴﾊﾗ ﾕｽﾞﾅ ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｽｹ

4 4238 林 　詩唯(4) 敦賀Jr. 4 408 前原　　柚奈(4) 敦賀Jr. 4 4171 谷口　蒼介(4) 敦賀Jr.
ｲﾏﾑﾗ ｺｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉﾊ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ

5 4163 今村　心々(4) 美浜Jr．AC 5 4149 山口　朋芭(4) 敦賀Jr. 5 4160 山本　真広(4) 美浜Jr．AC
ﾂｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ ｻﾜﾍﾞ ﾐｶ ｼｶﾞ ﾕｳﾏ

6 4012 塚崎　希光(4) 越前ＡＣ 6 4203 澤辺　美日(4) OJAC 6 4159 志賀　優磨(4) 美浜Jr．AC
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ

7 4170 山本　泰地(4) 敦賀Jr.
ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾖｳ

8 4233 岡本　太陽(4) 敦賀Jr.

小学5･6年女子100m 小学5･6年男子100m
1組 2組 1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

ｵｵﾎﾞｳ ｶﾚﾗ

1 1 1 512 大坊　輝星(5) 敦賀Jr.
ｻｻｷ ｱｵｲ ﾆｼﾔﾏ ﾚﾅ ﾏﾂｲ ﾕｳﾋ

2 5123 佐々木　蒼泉(5) 敦賀Jr. 2 5519 西山　麗奈(5) アスリュゥトＡＣ 2 503 松井　雄飛(5) 敦賀Jr.
ﾅｶﾉ ﾕｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｷﾞｻ ﾀｹﾖｼ ﾄﾓｷ

3 5121 仲野　結衣(5) 敦賀Jr. 3 6172 藤原　凪沙(6) 敦賀Jr. 3 5119 武吉　智紀(5) 敦賀Jr.
ﾐﾔｻﾞｷ ﾙｲ ｲﾁﾉﾐﾔ ｱｺ ｶﾄｳ ｶｲﾄ

4 6100 宮崎　月衣(6) アスリュゥトＡＣ 4 505 一ノ宮　愛心(5) 敦賀Jr. 4 604 加藤　海人(6) 敦賀Jr.
ﾖｼﾑﾗ ﾙﾅ ｺｼﾐｽﾞ ﾕｱﾝ ﾀｹﾀﾞ ﾗｲﾀ

5 6014 吉村　瑠愛(6) 越前ＡＣ 5 6095 輿水　友杏(6) 敦賀Jr. 5 6173 武田　礼汰(6) 敦賀Jr.
ｵｶﾞﾀ ﾕｷｺ ﾃﾗﾓﾄ ﾕｷﾊ ｶﾄｳ ｺｳﾀ

6 6182 尾形　侑子(6) アスリュゥトＡＣ 6 5552 寺本　侑希葉(5) OJAC 6 5108 加藤　皓大(5) AWARA.T&F
ｲﾀｶﾞｷ ｴﾅ ｸﾘﾊﾗ ｱﾝﾅ ｲﾁｷ ｼｭｳﾀﾛｳ

7 6010 板垣　恵奈(6) 越前ＡＣ 7 6213 栗原　杏奈(6) OJAC 7 6171 市来　柊多郎(6) 敦賀Jr.
ﾏﾂｲ ﾄﾓｷ

8 6111 松井　智暉(6) 鯖江ランキッズ

小学5･6年男子100m 小学4年男子800m
2組 1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

ｸﾜﾀ ﾀｸﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｷ

2 509 鍬田　拓海(5) 敦賀Jr. 1 4146 西田　遥稀(4) 敦賀Jr.
ｷﾉｼﾀ ｶﾝｼ ｳﾉ ｹｲｼｭｳ

3 511 木下　幹士(5) 敦賀Jr. 2 4015 宇野　奎舟(4) 勝山RC
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ ﾜﾀﾀﾞ ｿｳﾏ

4 510 中川　智哉(5) 敦賀Jr. 3 4161 和多田　壮真(4) 美浜Jr．AC
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｾ

5 507 近藤　琳太朗(5) 敦賀Jr. 4 4008 髙橋　春瀬(4) O/NズRC
ﾐﾔﾀ ｺｳｼﾝ ｲｼﾊﾞｼ ｴｲﾉｽｹ

6 603 宮田　晃伸(6) 敦賀Jr. 5 409 石橋　英之助(4) 敦賀Jr.
ﾏﾂﾖｼ ﾘｮｳﾀ

7 6204 松吉　遼太(6) OJAC
ｻﾜﾍﾞ ｶｽﾞｷ

8 6202 澤辺　千輝(6) OJAC

小学4年女子800m 小学5･6年女子1500m 小学5･6年男子1500m
1組 1組 1組
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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾊ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾒｲ ﾐﾔﾀ ｺｳｼﾝ

11 4150 山口　心華(4) 敦賀Jr. 11 5122 松永　芽依(5) 敦賀Jr. 1 603 宮田　晃伸(6) 敦賀Jr.
ﾂｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ ｲﾀｶﾞｷ ｴﾅ ﾅｶﾉ ｷﾋﾄ

12 4012 塚崎　希光(4) 越前ＡＣ 12 6010 板垣　恵奈(6) 越前ＡＣ 2 6008 中野　稀公(6) 越前ＡＣ

ﾖｼﾑﾗ ﾋﾅﾀ ｸﾘﾊﾗ ｱﾝﾅ ｼｮｳﾂﾞ ｺｵ

13 4014 吉村　日向(4) 越前ＡＣ 13 6213 栗原　杏奈(6) OJAC 3 663 正津　琥大(5) 大飯郡陸上教室

ｲﾏﾑﾗ ｺｺ ﾐﾔﾓﾄ ﾜｺ ﾏﾂﾖｼ ﾘｮｳﾀ

14 4163 今村　心々(4) 美浜Jr．AC 14 508 宮本　和心(5) 敦賀Jr. 4 6204 松吉　遼太(6) OJAC
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾝ ﾖｼﾑﾗ ﾙﾅ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ

15 4011 山口　佳暖(4) 越前ＡＣ 15 6014 吉村　瑠愛(6) 越前ＡＣ 5 6093 田中　大輝(6) 敦賀Jr.
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉﾊ ﾉｻﾞｷ ﾏﾘｱ ｼｮｳﾂﾞ ｺｵ

16 4149 山口　朋芭(4) 敦賀Jr. 16 5124 野崎　真愛(5) 敦賀Jr. 6 5592 正津　琥大(5) 大飯郡陸上教室

ﾊﾔｼ ｳｲ ｶｻﾏﾂ ﾏﾅｶ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ

17 4238 林 　詩唯(4) 敦賀Jr. 17 5017 笠松　真仲(5) 勝山RC 7 6237 松本　康誠(6) 大飯郡陸上教室

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｾｲ

8 670 松本　康誠(6) 大飯郡陸上教室
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小学4年男子走幅跳 小学4年女子走幅跳

ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｽｹ ｵｵﾂｶ ﾐﾕ

1 4171 谷口　蒼介(4) 敦賀Jr. 1 404 大塚　美結(4) 敦賀Jr.
ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾖｳ ﾐﾕｷ ｻｱﾔ

2 4233 岡本　太陽(4) 敦賀Jr. 2 406 幸　咲綾(4) 敦賀Jr.
ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｻﾜﾍﾞ ﾐｶ

3 4146 西田　遥稀(4) 敦賀Jr. 3 4203 澤辺　美日(4) OJAC
ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾝﾄ

4 402 中川　廉仁(4) 敦賀Jr.
ﾅﾝﾌﾞ ﾏﾅﾄ

5 401 南部　真仁(4) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ

6 4170 山本　泰地(4) 敦賀Jr.
ｲｼﾊﾞｼ ｴｲﾉｽｹ

7 409 石橋　英之助(4) 敦賀Jr.
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ

8 4160 山本　真広(4) 美浜Jr．AC

小学4年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 小学4年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ

ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ ｵｵﾂｶ ﾐﾕ

1 4147 山本　來樹(4) 敦賀Jr. 1 404 大塚　美結(4) 敦賀Jr.
ﾅﾝﾌﾞ ﾏﾅﾄ ﾐﾕｷ ｻｱﾔ

2 401 南部　真仁(4) 敦賀Jr. 2 406 幸　咲綾(4) 敦賀Jr.
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ

3 4162 渡邉　陽翔(4) 美浜Jr．AC
ﾜﾀﾀﾞ ｿｳﾏ

4 4161 和多田　壮真(4) 美浜Jr．AC

小学5･6年男子走幅跳 小学5･6年女子走幅跳

ﾀｹﾀﾞ ﾗｲﾀ ｵｶﾞﾀ ﾕｷｺ

1 6173 武田　礼汰(6) 敦賀Jr. 1 6182 尾形　侑子(6) アスリュゥトＡＣ

ﾀｹﾖｼ ﾄﾓｷ ﾆｼﾔﾏ ﾚﾅ

2 5119 武吉　智紀(5) 敦賀Jr. 2 5519 西山　麗奈(5) アスリュゥトＡＣ

ﾏﾂｲ ｻﾄｼ ｻｻｷ ｱｵｲ

3 5541 松井　理(5) OJAC 3 5123 佐々木　蒼泉(5) 敦賀Jr.
ｸﾜﾀ ﾀｸﾐ ﾅｶﾉ ﾕｲ

4 509 鍬田　拓海(5) 敦賀Jr. 4 5121 仲野　結衣(5) 敦賀Jr.
ｵｵﾎﾞｳ ｶﾚﾗ ｺｼﾐｽﾞ ﾕｱﾝ

5 512 大坊　輝星(5) 敦賀Jr. 5 6095 輿水　友杏(6) 敦賀Jr.
ｼﾌﾞﾀﾆ ｷｯﾍﾟｲ ﾄﾓﾉﾌﾞ ﾅﾅ

6 6097 澁谷　桔平(6) 敦賀Jr. 6 6096 友延　奈々(6) 敦賀Jr.
ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ ﾃﾗﾓﾄ ﾕｷﾊ

7 602 田辺　月唯(6) 敦賀Jr. 7 5552 寺本　侑希葉(5) OJAC
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 507 近藤　琳太朗(5) 敦賀Jr.
ｻﾜﾍﾞ ｶｽﾞｷ

9 6202 澤辺　千輝(6) OJAC
ﾂﾁﾀﾞ kouki

10 5109 土田　煌希(5) AWARA.T&F
ｶﾄｳ ｺｳﾀ

11 5108 加藤　皓大(5) AWARA.T&F
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ

12 5110 小林　隼(5) AWARA.T&F
ｼｮｳﾂﾞ ｺｵ

13 5592 正津　琥大(5) 大飯郡陸上教室

ﾏﾂｲ ﾄﾓｷ

14 6111 松井　智暉(6) 鯖江ランキッズ

小学5･6年男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 小学5･6年女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ ﾄﾓﾉﾌﾞ ﾅﾅ

1 510 中川　智哉(5) 敦賀Jr. 1 6096 友延　奈々(6) 敦賀Jr.
ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾒｲ

2 602 田辺　月唯(6) 敦賀Jr. 2 5122 松永　芽依(5) 敦賀Jr.
ｲﾁｷ ｼｭｳﾀﾛｳ ｲﾏﾑﾗ ｲﾛﾊ

3 6171 市来　柊多郎(6) 敦賀Jr. 3 6175 今村　彩華(6) 美浜Jr．AC
ﾋﾀﾞ ｴｲﾀﾛｳ

4 601 緋田　瑛太朗(6) 敦賀Jr.
ｷﾉｼﾀ ｶﾝｼ

5 511 木下　幹士(5) 敦賀Jr.
ﾂﾁﾀﾞ kouki

6 5109 土田　煌希(5) AWARA.T&F
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ

7 5110 小林　隼(5) AWARA.T&F

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順

氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ
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中学１年男子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
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ｸﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ

1 7543 山中　滉平(1) 三方中 1 7146 武田　澪次(1) 松陵中 1 6330 栗田　淳太郎(1) 万葉中
ｶﾈﾏﾂ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ ﾁｶﾏ ｼﾝﾉｽｹ

2 7541 兼松　凌汰(1) 三方中 2 2766 荒川　凌駕(1) 社中 2 3546 近間　新ノ介(1) 春江中
ｵｵﾊｼ  ﾕｳｺﾞ ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾃﾞｼﾞﾏ ｿｳﾀ

3 701 大橋　由剛(1) 高岡中 3 6015 宮川　幸輝(1) 武生一中 3 2018 出島　創太(1) 緑中
ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾀｹｺﾞｼ ｲﾂｷ ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｺｳﾀ

4 5023 高田　一輝(1) 鯖江中 4 7032 竹越　一絆(1) 気比中 4 5022 椿原　恒太(1) 鯖江中
ｻﾄｳ ﾗｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ ﾀﾍﾞ ﾕｳｾｲ

5 3542 佐藤　來斗(1) 春江中 5 723 小林　湊(1) Cynthia 5 2769 田部　優晴(1) 社中
ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾀ ﾀｹｳﾁ ﾃﾝﾀ ｲｶﾘ ﾅｵｷ

6 5184 水野　圭尭(1) 中央中 6 3545 竹内　典汰(1) 春江中 6 7530 五十里　直起(1) 三方中
ﾏｽﾅｶﾞ   ｶｲﾄ ｺﾝ ﾊﾙｷ ｺﾐﾁ ｿｳﾀ

7 6334 増永　海斗(1) 万葉中 7 929 今　遥輝(1) 長田中 7 5014 小道　蒼太(1) 鯖江中
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾓﾘｸﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ

8 7308 山本　惇生(1) 粟野中 8 7605 田邊　陽翔(1) 美浜中 8 5159 森国　凛太郎(1) 中央中

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

ｻﾄｳ ｶｲﾄ ﾜﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ

1 5020 佐藤　開斗(1) 鯖江中 1 7141 和多田　悠人(1) 松陵中 1
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮｻｲｱ ｶﾜﾓﾄ  ｽｽﾞﾄ

2 7310 松原　卓也(1) 粟野中 2 7148 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1) 松陵中 2 6333 川元 　涼音(1) 万葉中
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ ｻｶｼﾀ ｺｳｾｲ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ

3 3543 小林　孝太朗(1) 春江中 3 2768 坂下　煌晴(1) 社中 3 7537 清水　弘文(1) 三方中
ｸﾘﾓﾄ ｹｲﾀ ｵｶﾍﾞ  ｺｳﾀ ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ

4 7311 栗本　啓汰(1) 粟野中 4 6331 岡部　洸太(1) 万葉中 4 5171 加藤　暖真(1) 中央中
ｽﾐﾔ ﾈﾙ ﾉｻﾞｷ ｴｲﾀ ｵｶﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

5 7145 角谷　音流(1) 松陵中 5 7147 野﨑　瑛太(1) 松陵中 5 922 岡田　虎汰郎(1) 長田中
ｾﾘｶﾜ ﾊﾔﾄ ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

6 6012 芹川　颯翔(1) 武生一中 6 8002 岩本　彪雅(1) 小浜中 6 7035 中村　宇志(1) 気比中
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀｹﾙ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾄ

7 924 山本　笙太郎(1) 長田中 7 5169 柏﨑　赳(1) 中央中 7 7606 中川　詠翔(1) 美浜中
ﾔﾏｼﾀ  ｺｳｷ ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ

8 6332 山下　晃輝(1) 万葉中 8 8005 林　壮輔(1) 小浜中 8 8003 津田　康介(1) 小浜中

7組 8組 9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
ﾀﾀﾞ ﾀｹﾏﾙ ﾀﾅｶ ｼｭﾝ ｴﾄﾞ ﾘｵ

2 5174 多田　武丸(1) 中央中 2 5026 田中　隼(1) 鯖江中 2 7140 江戸　俐王(1) 松陵中
ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ ﾃｶﾞ ﾅﾂﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾄ

3 7603 田中　健斗(1) 美浜中 3 6014 手賀　夏海(1) 武生一中 3 927 中川　詠斗(1) 長田中
ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾀｲﾗ ﾘﾂﾔ ｼﾝｶｲ ｱﾔﾄ

4 8001 池田　隆寛(1) 小浜中 4 6013 平等　律哉(1) 武生一中 4 7142 新海　綾人(1) 松陵中
ｼﾓｼﾞﾏ ｺｳｷ ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｲﾜｻｷ ｼｭﾝ

5 7533 霜島　光希(1) 三方中 5 926 河村　遙人(1) 長田中 5 7531 岩﨑　駿(1) 三方中
ｶﾈﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ ｲﾜｵ ﾀｸﾏ ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ

6 7601 金松　大治(1) 美浜中 6 5021 岩尾　拓真(1) 鯖江中 6 5161 井上　絢仁(1) 中央中
ｲﾜﾊﾗ  ﾚｲ ﾄｵﾉ ﾊﾙﾋｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｷ

7 6335 岩原　零(1) 万葉中 7 5015 遠野　晴彦(1) 鯖江中 7 5176 山口　蒼月(1) 中央中
ｻｸﾏ ｹｲﾄ ｸﾏﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ

8 3541 佐久間　慶人(1) 春江中 8 5167 熊野　亮輔(1) 中央中 8 2017 前田　春輝(1) 緑中

10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮﾌｪﾙ

2 7149 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮﾌｪﾙ(1) 松陵中
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｿﾗ

3 5182 小林　樹空(1) 中央中
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ

4 5177 山本　湊介(1) 中央中
ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ

5 3544 佐々木　瞭介(1) 春江中
ｺﾓﾘ ﾕｳｾｲ

6 7705 小森　雄星(1) 気比付属中
ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ

7 5172 加藤　凌匡(1) 中央中
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ

8 7034 永井　惣太(1) 気比中

3



中学２年男子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
ﾌﾀｸﾁ ｹﾝｼﾝ ｻｻｷ ｾｲｶﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ

1 910 二口　憲紳(2) 長田中 1 5004 佐々木　聖我(2) 鯖江中 1 7027 橋本　多聞(2) 気比中
ｸﾄﾞｳ ﾘｸ ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾘ

2 7301 工藤　李孔(2) 粟野中 2 7026 川本　直人(2) 気比中 2 3530 山岸　煌(2) 春江中
ｺﾞﾄｳ ﾅｵ ﾀﾅｶ ﾊﾞﾝﾘ ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾗ

3 3539 後藤　直歩(2) 春江中 3 6320 田中　万稟(2) 万葉中 3 6319 竹内　清良(2) 万葉中
ｻｻｷ ｿﾗ ｲﾜﾀ ﾖｼｷ ﾅﾀﾐ ｴｲﾄ

4 3533 佐々木　空(2) 春江中 4 5000 岩田　純季(2) 鯖江中 4 916 屶網　瑛人(2) 長田中
ﾀｶﾏ ﾊﾙﾄ ﾂｼﾞｶﾜ ｱｻﾋ ﾅｶｵ ﾏｻﾄ

5 3536 高間　陽斗(2) 春江中 5 6316 辻川　朝陽(2) 万葉中 5 5010 中尾　理人(2) 鯖江中
ｼﾐｽﾞ ｿﾗﾄ ｽﾐﾀ ﾅｵ ｵｵﾆｼ ｶﾂﾔ

6 906 清水　空跳(2) 長田中 6 3527 住田　成大(2) 春江中 6 5146 大西　克弥(2) 中央中
ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

7 3531 苑田　裕也(2) 春江中 7 5005 高嶋　陽翔(2) 鯖江中 7 6008 宮下　涼祐(2) 武生一中
ﾂﾎﾞｶﾜ ﾀｹﾙ ｼﾏｻｷ ﾘｭｳﾋ ﾆｼﾜｷ ﾀｸﾐ

8 2758 坪川　彪流(2) 社中 8 2755 嶋﨑　瑠優(2) 社中 8 8052 西脇　匠己(2) 小浜中

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

ﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ ﾋﾛｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ

1 7020 田邉　樂(2) 気比中 1 2760 広川　亮次(2) 社中
ｶﾄｳ ｿｳﾏ ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ

2 775 加藤　颯馬(2) AWARA.T&F 2 7130 田原　遼也(2) 松陵中
ｺﾎﾘ ﾚｵ ﾆｼﾉ ﾀｲｷ

3 7520 小堀　玲生(2) 三方中 3 7134 西野　太樹(2) 松陵中
ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾀﾏﾑﾗ ﾚﾝﾔ

4 7313 岡田　大和(2) 粟野中 4 2757 玉村　漣也(2) 社中
ﾎﾘｳﾁ ｾｲ ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ

5 7644 堀内　星(2) 美浜中 5 7131 近藤　琥太朗(2) 松陵中
ｵｵｼｵ ｱｽｸ ｶﾜｲ ﾕｳﾔ

6 7651 大塩　飛玖(2) 美浜中 6 3524 河合　佑哉(2) 春江中
ﾀﾅｶ ﾚｵ ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ

7 3525 田中　怜旺(2) 春江中 7 7025 足立　旬(2) 気比中
ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｺﾄ

8 3534 福田　康太朗(2) 春江中 8 2764 山岸　誠(2) 社中

高校・一般男子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
ｵｶｼﾞﾏ ｱﾂﾔ ﾄﾘｲ ﾘｭｳｾｲ ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾔ

1 482 岡島　京矢(1) 福井工大 1 345 鳥居　流聖(2) 敦賀高 1 622 明城　拓哉 A-1athlete
ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾏﾂｼﾏ ｲﾂｷ ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ

2 80 前川　幸輝(2) 福井工大 2 483 松嶌　一樹(1) 福井工大 2 336 長谷　龍昇(3) 敦賀高
ｶﾜｶﾐ ｼｭｳﾀ ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ ｻｻｷ ﾏｻﾄ

3 654 川上　秀太 アスピカ 3 339 花田　成琉(3) 敦賀高 3 274 佐々木　正道(1) 鯖江高
ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ ﾉｻｶ ﾀｲｾｲ ｷﾑﾗ ﾀｶﾄｼ

4 191 中道　相翔(2) 足羽高 4 484 野坂　泰誠(1) 福井工大 4 266 木村　昂稔(2) 鯖江高
ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳﾀ ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾄﾓｶﾈ ﾏﾋﾛ

5 262 水上　創太(3) 鯖江高 5 402 鳥山　侑星(3) 福井大 5 189 友兼　真優(2) 足羽高
ﾋﾉｼﾀ ｹｲｽｹ ｳﾁｸﾗ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ

6 406 樋下　慶祐(6) 福井大 6 58 内倉　大喜(4) 福井工大 6 726 松木　陽達(3) Cynthia
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ ﾌｶｸｻ ｼｭｳﾔ ｴﾊﾞﾄ ｻﾄﾙ

7 268 高木　稜太(2) 鯖江高 7 115 深草　秋陽(2) 藤島高 7 3 江波戸　聡瑠(2) 三国高
ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ

8 79 吉村　笙吾(2) 福井工大 8 348 中村　日琉哉(1) 敦賀高 8 695 加藤　和優(2) 福井陸協

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

ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ

1 439 松井　日向(2) 若狭東高 1 1
ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ

2 550 小俣　尋人(1) 敦賀気比高 2 797 森川　将治 福井マスターズ 2 633 赤澤　裕樹(一般) 障スポふくい

ｸﾛﾀﾞ ﾙｲ ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ ﾀｹﾓﾘ ｴｲｼﾞ

3 267 黒田　劉夷(2) 鯖江高 3 347 石綿　颯馬(1) 敦賀高 3 639 武盛　瑛二(1) 福井工大
ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ ﾀｹﾅｶ ｸｳ ﾀｹｳﾗ ﾘｸ

4 128 中井　駿佑(1) 藤島高 4 365 武中　空(1) 敦賀工業高 4 388 竹浦　陸(2) 美方高
ｱﾗｷ ｿﾗ ｵｵﾂｶ ﾘｸ ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ

5 282 荒木　琉空(1) 鯖江高 5 342 大塚　理功(2) 敦賀高 5 709 佐々木　一真(2) 福井県立大
ﾗﾝﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ ﾔﾌﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀｶｼﾏ ｹﾞﾝﾀ

6 708 覧塔　新之介(2) 福井県立大 6 129 藪　晋太朗(1) 藤島高 6 275 髙島　玄多(1) 鯖江高
ｶﾏﾔ ｷﾞﾝ ｶﾄｳ ﾊﾔｵ ｶﾄｳ ｲｿﾗ

7 343 釜谷　銀(2) 敦賀高 7 409 加藤　駿(2) 福井大 7 425 加藤　壱宙 若狭高
ｶﾄﾞﾉ ｶﾂﾐ ﾅｶﾆｼ ﾈｵ ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ

8 426 門野　克海 若狭高 8 234 中西　寧音(2) 科学技術高校 8 78 西尾　和記(2) 福井工大

4



高校・一般男子100m

7組 8組 9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
ﾖｼﾑﾗ ｳｷｮｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲﾁ ｲﾄｳ ｱｻﾋ

2 9 吉村　右京(1) 三国高 2 271 宮川　大知(2) 鯖江高 2 08-844 伊藤　朝陽 茨城マスターズ

ﾏｴﾓﾄ ｺｳｷ ﾀｶｸﾗ ﾘｸ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ

3 431 前本　航希 若狭高 3 5 高倉　稜久(2) 三国高 3 7 中村　凌麻(2) 三国高
ｳｴｻｶ ｵｳﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ

4 121 上坂　旺太郎(1) 藤島高 4 194 吉田　光佑(1) 足羽高 4 350 川上　昊太郎(1) 敦賀高
ﾎﾘﾀ ｶﾅﾒ ｼｮｳﾂ ｹｲｺﾞ ﾑﾗｾ ﾘｭｳﾀ

5 549 堀田　叶夢(1) 敦賀気比高 5 195 正津　慶伍(2) 足羽高 5 119 村瀬　瑠汰(2) 藤島高
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｷ ﾁｭｳｺﾞ ｶｲﾄ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｽﾞｷ

6 125 嶋田　康希(1) 藤島高 6 193 中後　海斗(1) 足羽高 6 596 菅原　柚希(1) 科学技術高校

ｱｶﾂｶ ﾕﾒﾄ ﾖｺｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾆｼｷﾄﾞ ｷｮｳﾀ

7 230 赤塚　夢斗(2) 科学技術高校 7 238 横澤　拓海(2) 科学技術高校 7 437 錦戸　恭汰(2) 若狭東高
ﾀﾆｻﾞｷ ﾘｭｳｸ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ ﾂｼﾞｲ ｿｳﾏ

8 408 谷崎　竜空 若狭高 8 338 宇都宮　諒平(3) 敦賀高 8 369 辻井　蒼真(1) 敦賀工業高

10組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ

2 177 林　大貴(1) 羽水高
ﾏｴｶﾞﾜ ｼｭﾝ

3 8 前川　駿(2) 三国高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ

4 169 小林　蒼(2) 羽水高
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲ

5 176 中川　慧(1) 羽水高
ﾊﾀﾅｶ ﾊｶﾞﾈ

6 366 畑中　鋼(1) 敦賀工業高
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ

7 174 河口　彰羽(1) 羽水高
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ

8 6-2347 堀ノ内　駿登(1) 滋賀大

中学共通男子200m
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

ﾂﾎﾞｶﾜ ﾀｹﾙ

1 2758 坪川　彪流(2) 社中 1 1
ｺﾆｼ ﾅｺﾞﾑ ﾅｶｵ ｱｷﾄ ﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸ

2 8012 小西　和(2) 小浜中 2 5009 中尾　章人(2) 鯖江中 2 7020 田邉　樂(2) 気比中
ﾀｶﾞ ｺｳｷ ｺﾞﾄｳ ﾅｵ ｶﾈﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

3 5152 多賀　航己(2) 中央中 3 3539 後藤　直歩(2) 春江中 3 7541 兼松　凌汰(1) 三方中
ﾀｶﾏ ﾊﾙﾄ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾎﾘｳﾁ ｾｲ

4 3536 高間　陽斗(2) 春江中 4 8057 堀口　夏樹(2) 小浜中 4 7644 堀内　星(2) 美浜中
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ ﾀﾅｶ ﾊﾞﾝﾘ ﾄﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ

5 5147 富田　尚毅(2) 中央中 5 6320 田中　万稟(2) 万葉中 5 8014 土井　陽仁(2) 小浜中
ｼﾐｽﾞ ｿﾗﾄ ｲﾜﾀ ﾖｼｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ

6 906 清水　空跳(2) 長田中 6 5000 岩田　純季(2) 鯖江中 6 8015 中島　悠揚(2) 小浜中
ﾌﾀｸﾁ ｹﾝｼﾝ ｵｵｴ ｼｭｳﾍｲ ｾﾘｶﾜ ﾊﾔﾄ

7 910 二口　憲紳(2) 長田中 7 8011 大江　修平(2) 小浜中 7 6012 芹川　颯翔(1) 武生一中
ｺﾝ ﾊﾙｷ ﾂｼﾞｶﾜ ｱｻﾋ ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｺｳﾀ

8 929 今　遥輝(1) 長田中 8 6316 辻川　朝陽(2) 万葉中 8 5022 椿原　恒太(1) 鯖江中

中学共通男子400m
4組 1組 2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

ﾆｵ ﾀﾀﾞｱｷ ｵｸﾑﾗ ｾｲﾔ

1 1 5151 丹尾　直照(2) 中央中 1 5179 奥村　晟椰(1) 中央中
ﾀﾍﾞ ﾕｳｾｲ ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾄ ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ

2 2769 田部　優晴(1) 社中 2 7026 川本　直人(2) 気比中 2 714 髙橋　央祐(1) O/NズRC
ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

3 5020 佐藤　開斗(1) 鯖江中 3 3531 苑田　裕也(2) 春江中 3 7035 中村　宇志(1) 気比中
ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ ｶﾄｳ ｿｳﾏ

4 5171 加藤　暖真(1) 中央中 4 5147 富田　尚毅(2) 中央中 4 775 加藤　颯馬(2) AWARA.T&F
ｸﾏﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾐｽﾞｶﾐ ｺﾊﾙ

5 5167 熊野　亮輔(1) 中央中 5 8057 堀口　夏樹(2) 小浜中 5 2020 水上　心暖(1) 緑中
ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ ﾅﾀﾐ ｴｲﾄ ｲﾜｻｷ ｼｭﾝ

6 7543 山中　滉平(1) 三方中 6 916 屶網　瑛人(2) 長田中 6 7531 岩﨑　駿(1) 三方中
ﾓﾓｲ ｱｵ ｵｵｴ ｼｭｳﾍｲ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ

7 7030 百井　蒼桜(1) 気比中 7 8011 大江　修平(2) 小浜中 7 7537 清水　弘文(1) 三方中
ﾌｸｲ ｶﾅﾃﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ｲﾏｲ ｿｳｼ

8 5017 福井　奏(1) 鯖江中 8 6008 宮下　涼祐(2) 武生一中 8 7540 今井　湊士(1) 三方中
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高校・一般男子400m
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

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲﾁ

1 404 田中　佑汰(4) 福井大 1 271 宮川　大知(2) 鯖江高 1
ｶﾄｳ ﾊﾔｵ ﾄｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾄ

2 409 加藤　駿(2) 福井大 2 269 戸川　建太朗(2) 鯖江高 2 73 山下　直都(3) 福井工大
ﾀﾂﾉ ﾄﾓｷ ｶﾐﾔ ｷｮｳｺﾞ ｼｮｳﾂ ｹｲｺﾞ

3 62 辰野　友紀(4) 福井工大 3 425 神谷　京吾(4) 福井大 3 195 正津　慶伍(2) 足羽高
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ ﾅｲﾄｳ ｺｳｽｹ ﾃｶﾞ ｿｳﾍｲ

4 348 中村　日琉哉(1) 敦賀高 4 407 内藤　康介(3) 福井大 4 276 手賀　蒼平(1) 鯖江高
ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ ﾐﾀﾆ ﾚｵﾝ

5 336 長谷　龍昇(3) 敦賀高 5 405 清田　渉矢(2) 福井大 5 2749 見谷　玲音(3) 社中
ﾐｽﾞｶﾐ ｿｳﾀ ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋﾄ ｳﾁｸﾗ ﾀﾞｲｷ

6 262 水上　創太(3) 鯖江高 6 689 富田　将仁(1) 福井大 6 58 内倉　大喜(4) 福井工大
ﾌｶｸｻ ｼｭｳﾔ ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

7 115 深草　秋陽(2) 藤島高 7 403 髙木　俊弥(3) 福井大 7 421 橋本　大希 若狭高
ｶﾜｶﾐ ｼｭｳﾀ ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾉｽｹ

8 654 川上　秀太 アスピカ 8 191 中道　相翔(2) 足羽高 8 120 青山　陵之助(1) 藤島高

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
ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲ

2 550 小俣　尋人(1) 敦賀気比高 2 176 中川　慧(1) 羽水高
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｲﾜｻ ﾘﾂｷ

3 123 斉藤　琉星(1) 藤島高 3 417 岩佐　律輝 若狭高
ﾎﾘﾀ ｶﾅﾒ ﾄﾓｶﾈ ﾏﾋﾛ

4 549 堀田　叶夢(1) 敦賀気比高 4 189 友兼　真優(2) 足羽高
ﾘｮｳｼｭｳ ｹｲ ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

5 12 了舟　慶(1) 三国高 5 113 北島　悠翔(2) 藤島高
ﾑﾗｾ ﾘｭｳﾀ ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳｼﾞ

6 119 村瀬　瑠汰(2) 藤島高 6 797 森川　将治 福井マスターズ

ﾄﾖｼﾏ ﾏｿﾗ ｻﾜ ﾘｮｳｺﾞ

7 551 豊嶋　真空(1) 敦賀気比高 7 427 澤　亮悟 若狭高
ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ ﾅｺﾞ ﾄﾗｽｹ

8 709 佐々木　一真(2) 福井県立大 8 552 名子　虎助(1) 敦賀気比高

中学共通男子800m 高校・一般男子800m 中学１年男子1500m
決　勝　 決　勝　 決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ ｶﾜｶﾂ ｻﾈﾋﾄ

1 7034 永井　惣太(1) 気比中 1 182 中村　太祐(1) 羽水高 1 7144 川勝　心人(1) 松陵中
ﾀｹｻﾞﾜ ｴｲｽｹ ｸﾏﾉ ﾕｳﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

2 5006 竹澤　栄祐(2) 鯖江中 2 168 熊野　雄斗(2) 羽水高 2 7312 中川　拓海(1) 粟野中
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳ ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾝ

3 5003 黒田　優(2) 鯖江中 3 346 松永　伸之輔(2) 敦賀高 3 7704 石橋　優心(1) 気比付属中
ﾀﾅｲｹ ｹﾞﾝﾀ ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ﾐﾔｺｼ ｱﾝｼﾞ

4 5190 棚池　源太(1) 中央中 4 113 北島　悠翔(2) 藤島高 4 5185 宮越　行侍(1) 中央中
ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｼﾓｼﾞﾏ ｺｳｷ

5 714 髙橋　央祐(1) O/NズRC 5 123 斉藤　琉星(1) 藤島高 5 7533 霜島　光希(1) 三方中
ｵｵﾉ ﾊﾙﾔ ﾐﾀﾆ ﾚｵﾝ ﾀｶﾞﾐ ﾕｳｾｲ

6 7643 大野　晴弥(2) 美浜中 6 2749 見谷　玲音(3) 社中 6 7307 田上　勇成(1) 粟野中
ﾊﾗ ﾃｯｼｮｳ ﾏﾂｸﾗ ｼｮｳﾀ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ

7 5011 原　鉄生(2) 鯖江中 7 602 松倉　翔汰(2) 科学技術高校 7 2017 前田　春輝(1) 緑中
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ ﾄﾐｵｶ ｹﾝｼﾞ ﾅｶﾉ ｺﾀﾛｳ

8 7524 今川　知冴(2) 三方中 8 429 冨岡　建志 若狭高 8 8004 中野　琥汰朗(1) 小浜中
ﾐｯﾀ ｼｮｳﾔ ｻｺﾝ ｶｽﾞｷ

9 3532 三田　翔矢(2) 春江中 9 5173 左近　和希(1) 中央中
ﾐｽﾞｶﾐ ｺﾊﾙ ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ

10 2020 水上　心暖(1) 緑中 10 3544 佐々木　瞭介(1) 春江中
ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾏ ﾓﾓﾀ ﾕｳﾏ

11 5157 東　悠真(2) 中央中 11 7538 百田　悠真(1) 三方中
ﾅｶﾀ ﾌｳｶﾞ ｻｸﾏ ｹｲﾄ

12 7534 中田　風雅(1) 三方中 12 3541 佐久間　慶人(1) 春江中
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ ｲﾏｲ ｿｳｼ

13 3529 増田　健吾(2) 春江中 13 7540 今井　湊士(1) 三方中
ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏｻ

14 8005 林　壮輔(1) 小浜中 14 5158 竹内　和雅(1) 中央中
ﾀﾅｲｹ ｹﾞﾝﾀ

15 5190 棚池　源太(1) 中央中
ｻﾄｳ ﾕｳｷ

16 7309 佐藤　優生(1) 粟野中
ｼｲﾊﾗ ｶｹﾙ

17 7033 椎原　翔生(1) 気比中
ｲﾄｳ ｿｳﾀ

18 5170 伊藤　槍太(1) 中央中
ｵﾁｱｲ ｵｳｽｹ

19 7031 落合　皇介(1) 気比中

6



中学2年男子1500m 高校・一般男子3000m
決　勝　

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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾄ ﾀｶﾊｼ ｲﾁｺﾞ

1 6322 山口　楓雅(2) 万葉中 1 6313 山口　綾人(2) 万葉中 1 547 高橋　一伍(1) 敦賀気比高
ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ ﾐﾔｺｼ ｱﾝｼﾞ ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾔ

2 6009 相田　優輝(2) 武生一中 2 5185 宮越　行侍(1) 中央中 2 544 奥村　侑哉(1) 敦賀気比高
ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞｻ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ ﾄﾞｳｷﾞ ﾋﾛｱｷ

3 7524 今川　知冴(2) 三方中 3 3526 大久保　結晴(2) 春江中 3 738 道木　宏明 nrc
ﾀｹｻﾞﾜ ｴｲｽｹ ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂﾕｷ ｶｹｲ ｼｮｳﾏ

4 5006 竹澤　栄祐(2) 鯖江中 4 5150 森川　哲行(2) 中央中 4 545 筧　尚真(1) 敦賀気比高
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾄﾐｵｶ ﾏｳ

5 3529 増田　健吾(2) 春江中 5 5170 伊藤　槍太(1) 中央中 5 548 冨岡　真海(1) 敦賀気比高
ｵｵﾉ ﾊﾙﾔ ﾓﾘ ｷﾂﾞｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ

6 7643 大野　晴弥(2) 美浜中 6 6010 森　基就(2) 武生一中 6 173 山崎　佑紀(2) 羽水高
ﾔﾏﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀﾍﾞ ｿｳｼ ｺﾃﾞﾗ ｸｳｶﾞ

7 2765 山森　剣太郎(2) 社中 7 8013 多辺　蒼志(2) 小浜中 7 546 小寺　空駕(1) 敦賀気比高
ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳｶﾞ ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ ﾆｼｷ ｺｳｼﾞ

8 7302 髙松　涼雅(2) 粟野中 8 6009 相田　優輝(2) 武生一中 8 740 西木　浩司 nrc
ﾄｸﾔﾏ ｾｲ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏｻ ｼｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ

9 7522 徳山　成(2) 三方中 9 5158 竹内　和雅(1) 中央中 9 170 重山　和輝(2) 羽水高
ﾓﾘ ｷﾂﾞｷ ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ ｵﾘﾀ ﾊﾙﾄ

10 6010 森　基就(2) 武生一中 10 7022 西村　寛汰(2) 気比中 10 423 織田　晴仁 若狭高
ﾐﾜ ｱﾂｼ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾂｸﾞ

11 2761 三和　篤史(2) 社中 11 54 中川　貴嗣(4) 福井工大
ﾀｶﾑﾗ ｶﾝﾀﾛｳ ｶﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ

12 2756 高村　貫太郎(2) 社中 12 424 勝山　雄太 若狭高
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ ｵｸﾀﾞ ｶﾝﾀﾞｲ

13 2763 山形　宥人(2) 社中 13 166 奥田　寛大(2) 羽水高
ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂﾕｷ ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｷ

14 5150 森川　哲行(2) 中央中 14 7701 田邉　克基(3) 気比付属中
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｷ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼｭﾝ

15 7304 宮腰　侑希(2) 粟野中 15 553 大和田　侑駿(2) 敦賀気比高
ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ

16 5007 寺下　來翔(2) 鯖江中 16 181 山田　偉月(1) 羽水高
ﾀﾍﾞ ｿｳｼ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ

17 8013 多辺　蒼志(2) 小浜中 17 542 内堀　翼(1) 敦賀気比高
ﾐｯﾀ ｼｮｳﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ

18 3532 三田　翔矢(2) 春江中 18 741 橋本　悠哉 nrc
ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ ﾂﾁﾔﾏ ﾀｸｵ

19 7305 河村　賢之(2) 粟野中 19 648 土山　卓男 福井陸協
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ ｾﾉ ｼｮｳｶﾞ

20 3526 大久保　結晴(2) 春江中 20 183 瀬野　翔雅(2) 羽水高
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳ ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ

21 5003 黒田　優(2) 鯖江中 21 539 田中　完汰(2) 敦賀気比高
ﾀﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

22 179 玉井　伸幸(1) 羽水高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

23 724 小林　漣(3) Cynthia

中学１年男子100mH 中学２年男子110mH
1組 2組 1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
ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾄ ｵｸﾑﾗ ｾｲﾔ ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

2 7606 中川　詠翔(1) 美浜中 2 5179 奥村　晟椰(1) 中央中 2 3534 福田　康太朗(2) 春江中
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｾｲ ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾄ

3 5168 坪井　勇惺(1) 中央中 3 6015 宮川　幸輝(1) 武生一中 3 5005 高嶋　陽翔(2) 鯖江中
ｽｽﾞｷ ｾｲﾄ ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ ｻｻｷ ｿﾗ

4 628 鈴木　惺仁(1) きらめき 4 2767 荒木　健伍(1) 社中 4 3533 佐々木　空(2) 春江中
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀｹﾙ ﾅｶｵ ｱｷﾄ

5 7310 松原　卓也(1) 粟野中 5 5169 柏﨑　赳(1) 中央中 5 5009 中尾　章人(2) 鯖江中
ﾀﾅｶ ｼｭﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｲｿﾗ ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ

6 5026 田中　隼(1) 鯖江中 6 5182 小林　樹空(1) 中央中 6 7027 橋本　多聞(2) 気比中
ﾀｹｺﾞｼ ｲﾂｷ ﾁｶﾏ ｼﾝﾉｽｹ ﾆｵ ﾀﾀﾞｱｷ

7 7032 竹越　一絆(1) 気比中 7 3546 近間　新ノ介(1) 春江中 7 5151 丹尾　直照(2) 中央中
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌｳﾜ ｵｵﾆｼ ｶﾂﾔ

8 2019 宮島　楓羽(1) 緑中 8 5146 大西　克弥(2) 中央中

高校・一般男子110mH
1組

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1
ﾁｭｳｺﾞ ｶｲﾄ

2 193 中後　海斗(1) 足羽高
ﾄｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

3 269 戸川　建太朗(2) 鯖江高

中学共通男子3000m
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中学１年女子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
ｶｸﾀﾆ ﾐﾘｱ ｷﾀﾉ ﾙｶ ﾐﾁｼﾀ ｺｺｱ

1 7314 角谷　美梨愛(1) 粟野中 1 7312 北野　琉歌(1) 粟野中 1 923 道下　心暖(1) 長田中
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ ｾﾝﾀﾞ ｱﾐ ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ

2 2784 前田　結凪(1) 社中 2 7546 千田　愛実(1) 三方中 2 5156 吉田　聖夏(1) 中央中
ｻｻｷ ﾐﾕ ﾀｶﾊｼ ｻﾕ ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ

3 2782 佐々木　美柚(1) 社中 3 7140 髙橋　咲結(1) 松陵中 3 5014 吉田　彩葉(1) 鯖江中
ｻｶｴ ﾅﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲｷ ｲﾜﾓﾄ ﾕｲ

4 5163 榮　南智(1) 中央中 4 921 山口　彩妃(1) 長田中 4 2778 岩本　唯(1) 社中
ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾘ ｼﾐｽﾞ ﾄﾜﾅ ﾌｸｼﾏ ｼｵﾝ

5 3520 清水　ひかり(1) 春江中 5 7549 清水　十和那(1) 三方中 5 5160 福嶋　紫穏(1) 中央中
ﾓﾓﾀ ｾﾅ ｵｼﾀﾞ ｻｸﾗ ｵｵﾂｶ ﾘｲﾅ

6 7548 百田　星愛(1) 三方中 6 2779 鴛田　桜(1) 社中 6 5158 大塚　花愛(1) 中央中
ﾂｼﾞ ｱｵｲ ﾔﾌﾞﾈ ﾕｳｶ ｻﾄｳ ﾕｳｶ

7 5016 辻　葵(1) 鯖江中 7 5013 籔根　優香(1) 鯖江中 7 7315 佐藤　友香(1) 粟野中
ﾀｶﾅｶ ﾊﾙﾎ ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾘ ｷﾉｼﾀ ｱﾐ

8 7083 竹仲　陽歩(1) 気比中 8 3522 吉田　光里(1) 春江中 8 5019 木下　亜美(1) 鯖江中

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
ｼﾐｽﾞ ﾁｻ ﾋﾛｾ ｱﾐ

2 7317 清水　千沙(1) 粟野中 2 5166 廣瀬　愛実(1) 中央中
ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｴ ｷﾑﾗ ﾋﾛﾊ

3 7707 西本　麻里絵(1) 気比付属中 3 6340 木村　潤春(1) 万葉中
ｼﾏﾀﾞ ｴﾚｱ ｻｶｸﾞﾁ ｱﾝﾅ

4 6016 島田　恵怜愛(1) 武生一中 4 6022 坂口　杏奈(1) 武生一中
ﾀｹｳﾁ  ﾏﾘﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾐｶ

5 6330 竹内　真鈴(1) 万葉中 5 2785 吉田　望花(1) 社中
ﾀｹｸﾞﾁ ﾌｸﾖ ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾐｶ

6 3521 竹口　福陽(1) 春江中 6 7708 藤本　笑嘉(1) 気比付属中
ｲｼﾜﾀ ﾅｷﾞｻ ﾀｶ ｽﾐﾚ

7 7081 石綿　凪沙(1) 気比中 7 922 高　すみれ(1) 長田中
ﾔﾏﾀﾞ ｲｵ ﾅｵｴ ﾘｺ

8 5154 山田　祈穂(1) 中央中 8 6020 直江　莉瑚(1) 武生一中

中学２年女子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

1 1 1
ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ ﾀｹｳﾁ ﾕﾂﾞｷ ｱﾍﾞ ｺﾊﾅ

2 2771 田村　秀美(2) 社中 2 6320 竹内　優月(2) 万葉中 2 7136 阿部　小花(2) 松陵中
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾐｻｷ ﾋｺｾ ｱｲｶ ﾀｶﾏﾂ ｱｽﾐ

3 5145 源田　実咲(2) 中央中 3 7307 彦瀬　娃果(2) 粟野中 3 7071 髙松　明日美(2) 気比中
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲｶ ﾅｶﾔ ﾎﾉｶ ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ

4 3517 中山　舞香(2) 春江中 4 5010 中屋　穂香(2) 鯖江中 4 3516 森下　萌生(2) 春江中
ｶﾄｳ ﾐｻ ｴｶﾞﾜ ｲﾂｷ ｳﾁﾉ ｱｵｲ

5 6012 加藤　未紗(2) 武生一中 5 3514 江川　樹(2) 春江中 5 7303 内野　あおい(2) 粟野中
ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｺｳﾒ ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ ﾋﾛﾂｼﾞ ﾅﾅｶ

6 5148 椿原　幸芽(2) 中央中 6 7304 宮本　海咲(2) 粟野中 6 2774 廣辻　七花(2) 社中
ﾄﾓｻ ｻｸﾗ ﾊﾏｵｶ ﾕｱ ｷﾑﾗ ﾕﾅ

7 7311 友佐　咲来(2) 粟野中 7 7308 浜岡　侑愛(2) 粟野中 7 5146 木村　有那(2) 中央中
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｶﾜｻｷ ﾉﾉｶ ﾀｹｳﾁ ｻﾅ

8 7074 宮本　愛加(2) 気比中 8 395 川﨑　野乃華(2) AWARA.T&F 8 6011 竹内　紗奈(2) 武生一中

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
ﾌｸｵｶ ﾏｺﾄ ｻﾀﾞﾓﾄ ｱｲﾙ ﾖｼﾉ ｺｺﾛ

2 2775 福岡　洵(2) 社中 2 7073 貞本　愛琉(2) 気比中 2 402 吉野　心(2) AWARA.T&F
ﾀﾏﾑﾗ ｻｱﾔ ﾊｼﾓﾄ ｼﾉﾝ ﾑﾗｵｶ ﾐﾗｲ

3 6321 玉村　桜彩(2) 万葉中 3 7072 橋本　紫暖(2) 気比中 3 7306 村岡　未蕾(2) 粟野中
ｷﾀﾑﾗ ﾕｲｺ ﾆｼﾑﾗ ｲﾛﾊ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕ

4 6010 北村　由伊子(2) 武生一中 4 7527 西村　彩羽(2) 三方中 4 7075 川畑　美結(2) 気比中
ｶｻｼﾏ ｴﾘｶ ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓ ﾀｶﾏﾂ ｱｲﾘ

5 5153 笠島　恵里花(2) 中央中 5 400 藤田　萌々(2) AWARA.T&F 5 3512 高松　亜依里(2) 春江中
ｼﾏﾀﾞ ｺｺﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ ｱｻｵ ﾕﾒ

6 7135 島田　心奈(2) 松陵中 6 2776 藤田　陽和(2) 社中 6 394 麻王　夢芽(2) AWARA.T&F
ﾜﾀﾘ ﾁｶﾉ ｲﾅﾂﾞｶ ｷﾄ ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ

7 5150 亘　慶乃(2) 中央中 7 5151 稲塚　キト(2) 中央中 7 398 藤岡　葵彩(2) AWARA.T&F
ﾐﾀﾆ ﾕｳﾅ ﾃｶﾞ ﾗｲｼﾞｭ ｷﾉｼﾀ ﾅﾉﾊ

8 3513 見谷　優奈(2) 春江中 8 5008 手鹿　莱珠(2) 鯖江中 8 7528 木下　菜乃葉(2) 三方中
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高校・一般女子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

1 1 1
ﾊﾔｼ ｱﾐｶ ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ ﾖﾈﾑﾗ ﾚﾝﾎ

2 185 林　愛美香(2) 鯖江高 2 247 岡田　彩音(3) 敦賀高 2 121 米村　蓮歩(1) 羽水高
ｺｵ ｱｻﾅ ﾅｶﾀ ﾜｶﾅ ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳｶ

3 371 小尾　麻菜 マミーズエーシー 3 184 中田　和那(2) 鯖江高 3 256 岩本　京香(1) 敦賀高
ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ﾏﾂｵ ﾅﾅ

4 259 神園　弥優(1) 敦賀高 4 129 田辺　雪乃(2) 足羽高 4 254 松尾　菜那(2) 敦賀高
ﾃﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ ﾉｻｶ ｱｵｲ

5 365 寺本　栞那(3) ＯＪＡＣ 5 250 三村　啓恵(3) 敦賀高 5 146 野阪　逢葵(2) 福井商業高
ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ｶﾅﾒ ｺｺﾛ

6 246 宮松　志希(3) 敦賀高 6 131 髙橋　優香(2) 足羽高 6 297 要　こころ 若狭高
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ ｱﾘﾀ ﾅﾅｶ ｻｶｲ ﾘｶ

7 414 山田　笑梨(3) Cynthia 7 276 有田　菜々花(2) 美方高 7 284 酒井　里佳(1) 美方高
ﾖｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ｵﾀｹ ｶﾚﾝ ｵｶﾀﾞ ﾅﾐ

8 133 吉村　夢月(1) 足羽高 8 182 尾武　華蓮(2) 鯖江高 8 119 岡田　奈己(1) 羽水高

中学共通女子200m 高校・一般女子400m
1組 2組 1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

ｲｼﾓﾘ ﾊﾅ ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ ﾌｼﾞﾀ ｻｷ

1 915 石森　花(2) 長田中 1 2784 前田　結凪(1) 社中 1 294 藤田　咲希 若狭高
ｵｶﾞﾜ ｻﾗ ｸﾘｷ ﾕｳｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ

2 2014 小川　倖叶(1) 緑中 2 7070 栗木　結愛(2) 気比中 2 120 渡邉　望友(1) 羽水高
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｶﾄｳ ﾐｻ ﾀｹｳﾁ ｶﾖｺ

3 7074 宮本　愛加(2) 気比中 3 6012 加藤　未紗(2) 武生一中 3 76 竹内　迦世子(2) 藤島高
ﾄﾓｻ ｻｸﾗ ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾊﾈ

4 7311 友佐　咲来(2) 粟野中 4 7651 北山　由記子(1) 美浜中 4 295 藤原　心羽 若狭高
ﾓﾓﾀ ｾﾅ ｻｻｷ ﾐﾕ ﾖｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ

5 7548 百田　星愛(1) 三方中 5 2782 佐々木　美柚(1) 社中 5 133 吉村　夢月(1) 足羽高
ﾅｶﾔﾏ ﾏｲｶ ｶﾜｻｷ ﾉﾉｶ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾙ

6 3517 中山　舞香(2) 春江中 6 395 川﨑　野乃華(2) AWARA.T&F 6 187 吉田　名瑠(2) 鯖江高
ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾙ ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ

7 905 竹田　実晴(2) 長田中 7 8077 谷川　朱里(2) 小浜中 7 366 渡邉　椿(1) 美方高
ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾘ ﾅﾒｶﾀ ﾋﾖﾘ ｵｶﾍﾞ ｱｷﾅ

8 3520 清水　ひかり(1) 春江中 8 8002 行方　陽依理(1) 小浜中 8 264 岡部　秋菜(1) 美方高

中学１年女子800m 中学２年女子800m 中学共通女子1500m
1組 2組 決　勝　
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀﾅｶ ｼｵﾈ ｱｻｵ ﾕﾒ ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾙｾ

1 7320 田中　しおね(1) 粟野中 1 394 麻王　夢芽(2) AWARA.T&F 1 2780 北川　奈聖(1) 社中
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ ｳｴﾀﾞ ﾘｺ ﾑﾗﾅｶ ｱﾔ

2 7545 吉田　奈央(1) 三方中 2 7309 上田　理子(2) 粟野中 2 6322 村中　彩(2) 万葉中
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ ｳｴｼﾞﾏ ﾐﾕ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ

3 7550 田辺　真央(1) 三方中 3 6317 上島　未夢(2) 万葉中 3 5165 山本　莉緒(1) 中央中
ﾆｼﾉ  ﾏｵ ﾉｼﾞ ﾊﾅ ｱﾘﾀ ﾚｲﾅ

4 6331 西野　真央(1) 万葉中 4 2773 野路　花(2) 社中 4 3511 有田　礼那(2) 春江中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ ｱﾘﾀ ﾚｲﾅ ｲｲﾎｼ ﾋﾊﾞﾘ

5 2781 小林　楓香(1) 社中 5 3511 有田　礼那(2) 春江中 5 5001 飯星　ひばり(2) 鯖江中
ﾌｸｵｶ ｺﾅﾂ ｸﾘｷ ﾕｳｱ ﾉｻﾞｷ ﾐﾘｱ

6 5012 福岡　小夏(1) 鯖江中 6 7070 栗木　結愛(2) 気比中 6 7319 野崎　実愛(1) 粟野中
ｵｸﾑﾗ ﾐｱ ｾﾝﾖ ﾐﾂﾞｷ ﾊﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾐ

7 5162 奥村　望愛(1) 中央中 7 5006 千代　美月(2) 鯖江中 7 7305 濱﨑　すず実(2) 粟野中
ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾕｷ ﾓﾘ ﾋｲﾛ ﾌｸｵｶ ｺﾅﾂ

8 2012 北川　咲幸(1) 緑中 8 3515 森　陽彩(2) 春江中 8 5012 福岡　小夏(1) 鯖江中
ｷﾀﾔﾏ ﾕｷｺ ｳﾒﾐ ｺｺﾛ ｲﾁｾ ｺﾄ

9 7651 北山　由記子(1) 美浜中 9 6013 梅見　心(2) 武生一中 9 7601 一瀬　瑚音(2) 美浜中
ｻｻｵｶ ﾓﾓﾈ ﾊﾏｻﾞｷ ｽｽﾞﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾏﾁｶ

10 5017 笹岡　桃音(1) 鯖江中 10 7305 濱﨑　すず実(2) 粟野中 10 8078 西田　舞華(2) 小浜中
ﾌｶｸｻ ﾉﾄﾞｶ ｶｻｼﾏ ｴﾘｶ ｳﾒﾐ ｺｺﾛ

11 2783 深草　和花(1) 社中 11 5153 笠島　恵里花(2) 中央中 11 6013 梅見　心(2) 武生一中
ﾀｶﾅｶ ﾊﾙﾎ ﾆｼﾀﾞ ﾏﾁｶ ﾓﾘ ﾋｲﾛ

12 7083 竹仲　陽歩(1) 気比中 12 8078 西田　舞華(2) 小浜中 12 3515 森　陽彩(2) 春江中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾐ

13 6023 小林　希愛(1) 武生一中 13 8077 谷川　朱里(2) 小浜中 13 6319 長谷川　莉未(2) 万葉中
ﾅﾒｶﾀ ﾋﾖﾘ ﾄｳﾅｲ ﾌｷ

14 8002 行方　陽依理(1) 小浜中 14 2772 藤内　ふき(2) 社中
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高校・一般女子3000m

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｵｵﾂｶ ﾕｲ

11 1131 大塚　結衣(2) 光陽中
ｵｸﾉ ﾕｲ

12 258 奥野　結衣(1) 敦賀高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ

13 300 渡辺　瑠菜 若狭高
ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ

14 296 井上　栞里 若狭高
ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ

15 253 藏元　真莉奈(2) 敦賀高

中学1年女子100mH(0.762m)
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

1 1 1
ﾏﾂﾑﾗ ﾚｱ ｼﾏﾀﾞ ｴﾚｱ ｵｼﾀﾞ ｻｸﾗ

2 8003 松村　恋空(1) 小浜中 2 6016 島田　恵怜愛(1) 武生一中 2 2779 鴛田　桜(1) 社中
ｶｸﾀﾆ ﾐﾘｱ ｻｻｶﾜ ﾋﾅｺ ｼﾐｽﾞ ｾﾅ

3 7314 角谷　美梨愛(1) 粟野中 3 6019 笹川　ひな子(1) 武生一中 3 5159 清水　千愛(1) 中央中
ﾌｼﾞﾀ ｻｷ ﾀﾅﾍﾞ ｻﾔﾉ ｵｸﾑﾗ ﾐｱ

4 399 藤田　紗季(1) AWARA.T&F 4 7544 田辺　爽乃(1) 三方中 4 5162 奥村　望愛(1) 中央中
ﾀﾆｵ ｱﾔｾ ｶﾄｳ ﾋﾅ ｶﾐﾔ ﾘﾅ

5 6015 谷尾　采星(1) 武生一中 5 5155 加藤　陽菜(1) 中央中 5 7082 神谷　里菜(1) 気比中
ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾌｸｼﾏ ｼｵﾝ ｻｶｴ ﾅﾁ

6 5015 澤田　夏海(1) 鯖江中 6 5160 福嶋　紫穏(1) 中央中 6 5163 榮　南智(1) 中央中
ﾔﾌﾞﾈ ﾕｳｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ

7 5013 籔根　優香(1) 鯖江中 7 5165 山本　莉緒(1) 中央中

中学2年女子100mH(0.762m) 高校・一般女子100mH
1組 2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
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ ﾉｻﾞｷ ﾘｻ ｳｴﾔﾏ ﾙﾅ

2 910 本田　彩乃(2) 長田中 2 901 野崎　里彩(2) 長田中 2 257 上山　瑠奈(1) 敦賀高
ｹﾞﾝﾀﾞ ﾐｻｷ ﾑﾗｵｶ ﾐﾗｲ ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾕ

3 5145 源田　実咲(2) 中央中 3 7306 村岡　未蕾(2) 粟野中 3 259 神園　弥優(1) 敦賀高
ｴｶﾞﾜ ｲﾂｷ ﾊﾏｵｶ ﾕｱ

4 3514 江川　樹(2) 春江中 4 7308 浜岡　侑愛(2) 粟野中 4
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ ｲﾅﾂﾞｶ ｷﾄ

5 7304 宮本　海咲(2) 粟野中 5 5151 稲塚　キト(2) 中央中 5
ﾀｹｳﾁ ｻﾅ ﾆｼﾑﾗ ｲﾛﾊ

6 6011 竹内　紗奈(2) 武生一中 6 7527 西村　彩羽(2) 三方中 6
ｷｼﾏﾂ ﾐｵﾝ ﾆｼｻﾞｷ ﾐｲﾅ

7 5002 岸松　美音(2) 鯖江中 7 5152 西崎　実李奈(2) 中央中 7
ｷﾑﾗ ﾕﾅ

8 5146 木村　有那(2) 中央中 8
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中学共通男子4X100mR
1組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 3527 ｽﾐﾀ ﾅｵ (  ) 5147 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ (  ) 5001 ｵｵｶﾜ ﾕｳ
(  ) 3531 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ (  ) 5152 ﾀｶﾞ ｺｳｷ (  ) 5004 ｻｻｷ ｾｲｶﾞ
(  ) 3533 ｻｻｷ ｿﾗ (  ) 5159 ﾓﾘｸﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ (  ) 5009 ﾅｶｵ ｱｷﾄ
(  ) 3536 ﾀｶﾏ ﾊﾙﾄ (  ) 5184 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾀ (  ) 5023 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ
(  ) 3539 ｺﾞﾄｳ ﾅｵ (  ) (  )
(  ) 3542 ｻﾄｳ ﾗｲﾄ (  ) (  )

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 905 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ (  ) 2755 ｼﾏｻｷ ﾘｭｳﾋ (  ) 6319 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾗ
(  ) 906 ｼﾐｽﾞ ｿﾗﾄ (  ) 2756 ﾀｶﾑﾗ ｶﾝﾀﾛｳ (  ) 6320 ﾀﾅｶ ﾊﾞﾝﾘ
(  ) 907 ﾅｶﾆｼ ｹｲ (  ) 2758 ﾂﾎﾞｶﾜ ﾀｹﾙ (  ) 6316 ﾂｼﾞｶﾜ ｱｻﾋ
(  ) 910 ﾌﾀｸﾁ ｹﾝｼﾝ (  ) 2760 ﾋﾛｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ (  ) 6334 ﾏｽﾅｶﾞ   ｶｲﾄ
(  ) 916 ﾅﾀﾐ ｴｲﾄ
(  ) 929 ｺﾝ ﾊﾙｷ

2組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 7305 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ (  ) 7026 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾄ (  ) 7145 ｽﾐﾔ ﾈﾙ
(  ) 7301 ｸﾄﾞｳ ﾘｸ (  ) 7027 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ (  ) 7146 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ
(  ) 7308 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ (  ) 7030 ﾓﾓｲ ｱｵ (  ) 7147 ﾉｻﾞｷ ｴｲﾀ
(  ) 7310 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ (  ) 7032 ﾀｹｺﾞｼ ｲﾂｷ (  ) 7148 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮｻｲｱ

(  ) 7311 ｸﾘﾓﾄ ｹｲﾀ (  )
(  ) 7312 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ (  )

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 7523 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾂ (  ) 8012 ｺﾆｼ ﾅｺﾞﾑ (  ) 6008 ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｽｹ
(  ) 7530 ｲｶﾘ ﾅｵｷ (  ) 8015 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ (  ) 6012 ｾﾘｶﾜ ﾊﾔﾄ
(  ) 7531 ｲﾜｻｷ ｼｭﾝ (  ) 8052 ﾆｼﾜｷ ﾀｸﾐ (  ) 6013 ﾀｲﾗ ﾘﾂﾔ
(  ) 7541 ｶﾈﾏﾂ ﾘｮｳﾀ (  ) 8057 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾂｷ (  ) 6014 ﾃｶﾞ ﾅﾂﾐ
(  ) 7543 ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ (  ) (  ) 6015 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｷ

3組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 7134 ﾆｼﾉ ﾀｲｷ (  ) 8011 ｵｵｴ ｼｭｳﾍｲ (  ) 7130 ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ
(  ) 7141 ﾜﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ (  ) 8013 ﾀﾍﾞ ｿｳｼ (  ) 7131 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ
(  ) 7142 ｼﾝｶｲ ｱﾔﾄ (  ) 8014 ﾄﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ (  ) 7144 ｶﾜｶﾂ ｻﾈﾋﾄ
(  ) 7149 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮﾌｪﾙ (  ) 8002 ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ (  ) 7140 ｴﾄﾞ ﾘｵ
(  ) (  ) 8003 ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ (  )
(  ) (  ) 8005 ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ (  )

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 6330 ｸﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ (  ) 7643 ｵｵﾉ ﾊﾙﾔ (  ) 2766 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ
(  ) 6331 ｵｶﾍﾞ  ｺｳﾀ (  ) 7644 ﾎﾘｳﾁ ｾｲ (  ) 2767 ｱﾗｷ ｹﾝｺﾞ
(  ) 6332 ﾔﾏｼﾀ  ｺｳｷ (  ) 7650 ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ (  ) 2768 ｻｶｼﾀ ｺｳｾｲ
(  ) 6333 ｶﾜﾓﾄ  ｽｽﾞﾄ (  ) 7651 ｵｵｼｵ ｱｽｸ (  ) 2769 ﾀﾍﾞ ﾕｳｾｲ
(  ) 6335 ｲﾜﾊﾗ  ﾚｲ (  ) 7605 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ (  )

(  ) 7606 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾄ (  )

中学共通女子4X100mR

1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 6010 ｷﾀﾑﾗ ﾕｲｺ (  ) 5147 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾘ (  ) 905 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾙ
(  ) 6011 ﾀｹｳﾁ ｻﾅ (  ) 5150 ﾜﾀﾘ ﾁｶﾉ (  ) 912 ｵｵｼﾏ ﾕﾅ
(  ) 6012 ｶﾄｳ ﾐｻ (  ) 5151 ｲﾅﾂﾞｶ ｷﾄ (  ) 914 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾒﾅ
(  ) 6015 ﾀﾆｵ ｱﾔｾ (  ) 5152 ﾆｼｻﾞｷ ﾐｲﾅ (  ) 915 ｲｼﾓﾘ ﾊﾅ
(  ) (  ) (  ) 921 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲｷ
(  ) (  ) (  )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7302 ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ (  ) 3510 ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ (  ) 7070 ｸﾘｷ ﾕｳｱ
(  ) 7304 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｻｷ (  ) 3513 ﾐﾀﾆ ﾕｳﾅ (  ) 7071 ﾀｶﾏﾂ ｱｽﾐ
(  ) 7307 ﾋｺｾ ｱｲｶ (  ) 3514 ｴｶﾞﾜ ｲﾂｷ (  ) 7074 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ
(  ) 7308 ﾊﾏｵｶ ﾕｱ (  ) 3516 ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ (  ) 7083 ﾀｶﾅｶ ﾊﾙﾎ
(  ) 7311 ﾄﾓｻ ｻｸﾗ (  ) 3517 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲｶ (  )
(  ) 7314 ｶｸﾀﾆ ﾐﾘｱ (  ) 3520 ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾘ (  )

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 5003 ｶﾝﾍﾞ ﾘﾅ (  ) 2779 ｵｼﾀﾞ ｻｸﾗ
(  ) 5010 ﾅｶﾔ ﾎﾉｶ (  ) 2782 ｻｻｷ ﾐﾕ
(  ) 5013 ﾔﾌﾞﾈ ﾕｳｶ (  ) 2784 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾅ
(  ) 5016 ﾂｼﾞ ｱｵｲ (  ) 2785 ﾖｼﾀﾞ ﾐｶ

山下　晃輝(1)

岩本　彪雅(1) 江戸　俐王(1)

川元 　涼音(1)

小浜中B 松陵中C

万葉中B

大江　修平(2) 田原　遼也(2)

栗田　淳太郎(1)

多辺　蒼志(2) 近藤　琥太朗(2)

岡部　洸太(1)

土井　陽仁(2) 川勝　心人(1)

佐々木　聖我(2)

清水　空跳(2)

佐々木　空(2)
高間　陽斗(2)

中央中A 鯖江中

長田中

屶網　瑛人(2)
今　遥輝(1)

春江中
住田　成大(2)
苑田　裕也(2)

後藤　直歩(2)
佐藤　來斗(1)

富田　尚毅(2) 大川　佑(2)

渋谷　悠翔(2)

多賀　航己(2)
森国　凛太郎(1) 中尾　章人(2)

中西　慶(2)

水野　圭尭(1) 高田　一輝(1)

二口　憲紳(2)

山本　惇生(1)
松原　卓也(1)

社中A 万葉中A
嶋﨑　瑠優(2) 竹内　清良(2)
高村　貫太郎(2) 田中　万稟(2)
坪川　彪流(2) 辻川　朝陽(2)
広川　亮次(2) 増永　海斗(1)

気比中 松陵中A

三方中

中川　拓海(1)

河村　賢之(2)
工藤　李孔(2)

岩﨑　駿(1)

竹越　一絆(1) ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1)

粟野中

兼松　凌汰(1)
山中　滉平(1)

川本　直人(2) 角谷　音流(1)

山田　律(2)

橋本　多聞(2) 武田　澪次(1)

五十里　直起(1)

中央中A 長田中

松陵中B
西野　太樹(2)
和多田　悠人(1)

新海　綾人(1)
ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮﾌｪﾙ(1)

岩原　零(1)

小浜中A 武生第一中
小西　和(2) 宮下　涼祐(2)

百井　蒼桜(1) 野﨑　瑛太(1)

田部　優晴(1)

栗本　啓汰(1)

田邊　陽翔(1)
中川　詠翔(1)

美浜中 社中B
大野　晴弥(2) 荒川　凌駕(1)
堀内　星(2) 荒木　健伍(1)
木下　弘稀(2) 坂下　煌晴(1)
大塩　飛玖(2)

中島　悠揚(2) 芹川　颯翔(1)
西脇　匠己(2) 平等　律哉(1)
堀口　夏樹(2) 手賀　夏海(1)

津田　康介(1)
林　壮輔(1)

宮川　幸輝(1)

稲塚　キト(2) 吉田　夢奈(2)
西崎　実李奈(2) 石森　花(2)

粟野中 春江中 気比中

山本　莉里(2) 竹田　実晴(2)
亘　慶乃(2) 大島　佑菜(2)

彦瀬　娃果(2) 江川　樹(2) 宮本　愛加(2)
浜岡　侑愛(2) 森下　萌生(2) 竹仲　陽歩(1)

友延　明日香(2) 吉田　梓沙(2) 栗木　結愛(2)
宮本　海咲(2) 見谷　優奈(2) 髙松　明日美(2)

神戸　理那(2) 鴛田　桜(1)
中屋　穂香(2) 佐々木　美柚(1)

籔根　優香(1) 前田　結凪(1)

友佐　咲来(2) 中山　舞香(2)
角谷　美梨愛(1)

鯖江中 社中

辻　葵(1) 吉田　望花(1)

武生第一中A
北村　由伊子(2)

竹内　紗奈(2)
加藤　未紗(2)
谷尾　采星(1)

山口　彩妃(1)

清水　ひかり(1)
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中学共通女子4X100mR
2組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) 5145 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾐｻｷ (  ) 400 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓ (  ) 5155 ｶﾄｳ ﾋﾅ
(  ) 5148 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｺｳﾒ (  ) 399 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ (  ) 5156 ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ
(  ) 5153 ｶｻｼﾏ ｴﾘｶ (  ) 402 ﾖｼﾉ ｺｺﾛ (  ) 5162 ｵｸﾑﾗ ﾐｱ
(  ) 5157 ｶｻﾊﾗ ﾅﾂｷ (  ) 398 ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ (  ) 5163 ｻｶｴ ﾅﾁ
(  ) (  ) 394 ｱｻｵ ﾕﾒ (  )
(  ) (  ) 395 ｶﾜｻｷ ﾉﾉｶ (  )

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 7135 ｼﾏﾀﾞ ｺｺﾅ (  ) 6016 ｼﾏﾀﾞ ｴﾚｱ (  ) 7527 ﾆｼﾑﾗ ｲﾛﾊ
(  ) 7136 ｱﾍﾞ ｺﾊﾅ (  ) 6017 ｺｳﾉ ｼﾞｭｼﾞｭ (  ) 7544 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾔﾉ
(  ) 7137 ｲｿﾐﾁ ﾘﾘ (  ) 6018 ｺﾔﾏ ｷｵﾘ (  ) 7546 ｾﾝﾀﾞ ｱﾐ
(  ) 7141 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄｱ (  ) 6020 ﾅｵｴ ﾘｺ (  ) 7548 ﾓﾓﾀ ｾﾅ
(  ) 7140 ﾀｶﾊｼ ｻﾕ (  ) (  ) 7549 ｼﾐｽﾞ ﾄﾜﾅ

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 6320 ﾀｹｳﾁ ﾕﾂﾞｷ (  ) 8076 ｳｽﾉ ﾊﾙｶ
(  ) 6321 ﾀﾏﾑﾗ ｻｱﾔ (  ) 8077 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾘ
(  ) 6322 ﾑﾗﾅｶ ｱﾔ (  ) 8078 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾁｶ
(  ) 6330 ﾀｹｳﾁ  ﾏﾘﾝ (  ) 8001 ｶﾀｵｶ ｻｴ
(  ) 6340 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾊ (  ) 8002 ﾅﾒｶﾀ ﾋﾖﾘ
(  ) (  ) 8003 ﾏﾂﾑﾗ ﾚｱ

高校・一般男子4X200mR
1組
1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 336 ﾊｾ ﾘｭｳｼｮｳ (  ) 405 ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ
(  ) (  ) 338 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ (  ) 407 ﾅｲﾄｳ ｺｳｽｹ
(  ) (  ) 339 ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ (  ) 409 ｶﾄｳ ﾊﾔｵ
(  ) (  ) 342 ｵｵﾂｶ ﾘｸ (  ) 425 ｶﾐﾔ ｷｮｳｺﾞ

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) 230 ｱｶﾂｶ ﾕﾒﾄ (  ) 191 ﾅｶﾐﾁ ｱｲﾄ (  ) 80 ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｷ
(  ) 233 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｺﾞ (  ) 189 ﾄﾓｶﾈ ﾏﾋﾛ (  ) 639 ﾀｹﾓﾘ ｴｲｼﾞ
(  ) 234 ﾅｶﾆｼ ﾈｵ (  ) 193 ﾁｭｳｺﾞ ｶｲﾄ (  ) 483 ﾏﾂｼﾏ ｲﾂｷ
(  ) 237 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ (  ) 195 ｼｮｳﾂ ｹｲｺﾞ (  ) 484 ﾉｻｶ ﾀｲｾｲ
(  ) 238 ﾖｺｻﾞﾜ ﾀｸﾐ (  ) (  )
(  ) 602 ﾏﾂｸﾗ ｼｮｳﾀ (  ) (  )

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 425 ｶﾄｳ ｲｿﾗ (  ) 113 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
(  ) 426 ｶﾄﾞﾉ ｶﾂﾐ (  ) 121 ｳｴｻｶ ｵｳﾀﾛｳ
(  ) 419 ｶﾐｷﾀ ｴｲ (  ) 122 ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ
(  ) 431 ﾏｴﾓﾄ ｺｳｷ (  ) 125 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｷ
(  ) (  ) 127 ｽｽﾞｷ ﾘｸｼ
(  ) (  ) 129 ﾔﾌﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

2組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 343 ｶﾏﾔ ｷﾞﾝ (  ) 400 ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾅｵ (  ) 417 ｲﾜｻ ﾘﾂｷ
(  ) 344 ｼﾌﾞﾀﾆ ｺﾀﾛｳ (  ) 402 ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ (  ) 408 ﾀﾆｻﾞｷ ﾘｭｳｸ
(  ) 345 ﾄﾘｲ ﾘｭｳｾｲ (  ) 404 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ (  ) 413 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ
(  ) 346 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ (  ) 689 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋﾄ (  ) 421 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
(  ) (  ) (  )

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 168 ｸﾏﾉ ﾕｳﾄ (  ) 347 ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ (  ) 550 ｵﾏﾀ ﾋﾛﾄ
(  ) 169 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ (  ) 348 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾔ (  ) 551 ﾄﾖｼﾏ ﾏｿﾗ
(  ) 170 ｼｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ (  ) 349 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ (  ) 552 ﾅｺﾞ ﾄﾗｽｹ
(  ) 177 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ (  ) 350 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ (  ) 549 ﾎﾘﾀ ｶﾅﾒ
(  ) (  ) (  )

高校・一般女子4X200mR
1組
3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ
(  ) 296 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ (  ) 246 ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ (  ) 119 ｵｶﾀﾞ ﾅﾐ
(  ) 298 ｽｷﾞｻｷ ｱﾘ (  ) 247 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ (  ) 114 ｵｶﾓﾄ ﾚﾐｲ
(  ) 299 ﾊﾀ ﾘﾅ (  ) 250 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ (  ) 116 ﾅｶﾔ ﾐｺﾄ
(  ) 300 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ (  ) 252 ﾜﾀﾞ ｱﾕｺ (  ) 117 ﾏｴﾀﾞ ｶﾘﾝ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )

6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ
(  ) 128 ｲｲﾀﾞ ﾐｷ (  ) 253 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾘﾅ (  ) 297 ｶﾅﾒ ｺｺﾛ
(  ) 129 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ (  ) 254 ﾏﾂｵ ﾅﾅ (  ) 293 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ
(  ) 131 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ (  ) 256 ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳｶ (  ) 294 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ
(  ) 133 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ (  ) 257 ｳｴﾔﾏ ﾙﾅ (  ) 295 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾊﾈ

藤田　萌々(2) 加藤　陽菜(1)
藤田　紗季(1) 吉田　聖夏(1)
吉野　心(2) 奥村　望愛(1)

AWARA.T&FA 中央中B

島田　心奈(2) 島田　恵怜愛(1) 西村　彩羽(2)
阿部　小花(2) 河野　樹々(1) 田辺　爽乃(1)

藤岡　葵彩(2) 榮　南智(1)
麻王　夢芽(2)

松陵中 武生第一中B 三方中

清水　十和那(1)

万葉中 小浜中
竹内　優月(2) 臼野　はるか(2)

礒道　梨吏(2) 小山　姫織(1) 千田　愛実(1)
谷口　琴彩(1) 直江　莉瑚(1) 百田　星愛(1)

行方　陽依理(1)

敦賀高A 福井大A
長谷　龍昇(3) 清田　渉矢(2)

玉村　桜彩(2) 谷川　朱里(2)
村中　彩(2) 西田　舞華(2)
竹内　真鈴(1) 片岡　紗依(1)

大塚　理功(2) 神谷　京吾(4)

科学技術高 足羽高 福井工大

宇都宮　諒平(3) 内藤　康介(3)
花田　成琉(3) 加藤　駿(2)

門野　克海
上北　瑛
前本　航希

中西　寧音(2)

赤塚　夢斗(2) 中道　相翔(2) 前川　幸輝(2)
都築　侑悟(2) 友兼　真優(2) 武盛　瑛二(1)

島林　奈生(2) 岩佐　律輝

熊野　雄斗(2)

鳥居　流聖(2)
松永　伸之輔(2) 富田　将仁(1) 橋本　大希

林　大貴(1)

中後　海斗(1) 松嶌　一樹(1)
松田　幸大(2) 正津　慶伍(2) 野坂　泰誠(1)

嶋田　康希(1)
鈴木　陸史(1)
藪　晋太朗(1)

福井大B 若狭高B敦賀高B
釜谷　銀(2)
澁谷　己太朗(2)

若狭高A
加藤　壱宙

鳥山　侑星(3) 谷崎　竜空

小林　蒼(2)

田中　佑汰(4) 中村　太政

重山　和輝(2) 山本　倖希(1) 名子　虎助(1)
川上　昊太郎(1) 堀田　叶夢(1)

羽水高

若狭高B

敦賀高C 敦賀気比高
石綿　颯馬(1) 小俣　尋人(1)
中村　日琉哉(1) 豊嶋　真空(1)

秦　梨那

羽水高
岡田　奈己(1)
岡本　玲美(2)

渡辺　瑠菜

井上　栞里
杉崎　杏里

足羽高
飯田　美樹(2)
田辺　雪乃(2)
髙橋　優香(2)
吉村　夢月(1)

敦賀高A
宮松　志希(3)
岡田　彩音(3)

敦賀高B

上山　瑠奈(1)

藏元　真莉奈(2) 要　こころ
松尾　菜那(2) 竹田　彩夏
岩本　京香(1) 藤田　咲希

三村　啓恵(3) 中谷　光琴(2)
和田　絢柚子(3) 前田　かりん(2)

藤原　心羽

中央中C
源田　実咲(2)
椿原　幸芽(2)
笠島　恵里花(2)

笠原　夏葵(1)

川﨑　野乃華(2)

髙橋　咲結(1)

木村　潤春(1)
松村　恋空(1)

横澤　拓海(2)
松倉　翔汰(2)

藤島高
北島　悠翔(2)
上坂　旺太郎(1)

片山　透也(1)

若狭高A
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中学１年男子走高跳 中学２年男子走高跳 高校・一般男子走高跳

ﾀｹｳﾁ ﾃﾝﾀ ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ

1 3545 竹内　典汰(1) 春江中 1 7025 足立　旬(2) 気比中 1 122 片山　透也(1) 藤島高
ｱｻﾋ ｺｳｼﾛｳ ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾗ ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾁｶ

2 7535 旭　晃士郎(1) 三方中 2 6319 竹内　清良(2) 万葉中 2 285 福島　瑶周(1) 鯖江高
ﾃｶﾞ ﾅﾂﾐ ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ ﾊﾅﾀﾞ ﾅﾙ

3 6014 手賀　夏海(1) 武生一中 3 905 渋谷　悠翔(2) 長田中 3 339 花田　成琉(3) 敦賀高
ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ ﾄﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ ｵｵﾂｶ ﾘｸ

4 5165 竹内　蒼馬(1) 中央中 4 8014 土井　陽仁(2) 小浜中 4 342 大塚　理功(2) 敦賀高
ﾀﾀﾞ ﾀｹﾏﾙ ﾅｶﾆｼ ｹｲ ｼﾌﾞﾀﾆ ｺﾀﾛｳ

5 5174 多田　武丸(1) 中央中 5 907 中西　慶(2) 長田中 5 344 澁谷　己太朗(2) 敦賀高
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵｶﾜ ﾕｳ ｷｼｼﾀ ﾅｵﾔ

6 5018 松下　龍之介(1) 鯖江中 6 5001 大川　佑(2) 鯖江中 6 703 岸下　直矢 タカトミ
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ

7 5175 橋爪　悠人(1) 中央中 7 706 永田　哲也 タカトミ
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ

8 3543 小林　孝太朗(1) 春江中 高校・一般男子走幅跳
ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ

9 7603 田中　健斗(1) 美浜中 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ﾓﾘｸﾆ ﾘﾝﾀﾛｳ ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾔ

10 5159 森国　凛太郎(1) 中央中 1 122 片山　透也(1) 藤島高
ｺﾐﾁ ｿｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾘｸｼ

11 5014 小道　蒼太(1) 鯖江中 2 127 鈴木　陸史(1) 藤島高
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ

12 5168 坪井　勇惺(1) 中央中 3 7 中村　凌麻(2) 三国高
ﾀｹﾅｶ ｸｳ

4 365 武中　空(1) 敦賀工業高

中学１年男子走幅跳 中学2年男子走幅跳 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 5 175 川端　航世(1) 羽水高
ﾅｶﾉ ｺﾀﾛｳ ｶｴﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ ｵｵﾎﾞｳ ｿｱﾗ

1 8004 中野　琥汰朗(1) 小浜中 1 6315 帰山　和敏(2) 万葉中 6 362 大坊　蒼星(1) 敦賀工業高
ｶﾜﾓﾄ  ｽｽﾞﾄ ﾎｿｶﾜ ｺｳｾｲ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾘ

2 6333 川元 　涼音(1) 万葉中 2 6312 細川　煌生(2) 万葉中 7 438 橋詰　悠里(2) 若狭東高
ｺﾓﾘ ﾕｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾂ ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ

3 7705 小森　雄星(1) 気比付属中 3 7523 山田　律(2) 三方中 8 4 佐々木　奏(2) 三国高
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾝ ﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾔ ｶｸﾀﾆ ﾊﾔﾄ

4 7704 石橋　優心(1) 気比付属中 4 7130 田原　遼也(2) 松陵中 9 363 角谷　颯飛(1) 敦賀工業高
ｲﾜﾊﾗ  ﾚｲ ｶﾜｲ ﾕｳﾔ ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｷ

5 6335 岩原　零(1) 万葉中 5 3524 河合　佑哉(2) 春江中 10 241 瀧口　孝規(1) 科学技術高校

ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾀﾏﾑﾗ ﾚﾝﾔ ｲﾄｳ ｱｻﾋ

6 8003 津田　康介(1) 小浜中 6 2757 玉村　漣也(2) 社中 11 08-844 伊藤　朝陽 茨城マスターズ

ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾀﾅｶ ﾚｵ ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｾｲ

7 8002 岩本　彪雅(1) 小浜中 7 3525 田中　怜旺(2) 春江中 12 402 鳥山　侑星(3) 福井大
ﾃﾞｼﾞﾏ ｿｳﾀ ｵｵｼｵ ｱｽｸ ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ

8 2018 出島　創太(1) 緑中 8 7651 大塩　飛玖(2) 美浜中 13 364 川端　光希(1) 敦賀工業高
ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾄ ｸﾄﾞｳ ﾘｸ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ

9 927 中川　詠斗(1) 長田中 9 7301 工藤　李孔(2) 粟野中 14 6 高橋　俊丞(2) 三国高
ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｱｷ ﾏｴﾓﾄ ｺｳｷ

10 7605 田邊　陽翔(1) 美浜中 10 8015 中島　悠揚(2) 小浜中 15 431 前本　航希 若狭高
ﾄｵﾉ ﾊﾙﾋｺ ｵｵｶﾜ ﾕｳ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

11 5015 遠野　晴彦(1) 鯖江中 11 5001 大川　佑(2) 鯖江中 16 194 吉田　光佑(1) 足羽高
ﾓﾓｲ ｱｵ ｺﾆｼ ﾅｺﾞﾑ ｷﾖﾀ ｼｮｳﾔ

12 7030 百井　蒼桜(1) 気比中 12 8012 小西　和(2) 小浜中 17 405 清田　渉矢(2) 福井大
ｵｶﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ｻｻｷ ｾｲｶﾞ ｷﾀﾉ ﾘｸｷ

13 922 岡田　虎汰郎(1) 長田中 13 5004 佐々木　聖我(2) 鯖江中 18 265 北野　利久希(2) 鯖江高
ﾔﾏｼﾀ  ｺｳｷ ﾗﾝﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ

14 6332 山下　晃輝(1) 万葉中 19 708 覧塔　新之介(2) 福井県立大
ﾓﾘｶﾜ ｲｻﾑ ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ

15 8201 森川　勇(1) 上中中 20 78 西尾　和記(2) 福井工大
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌｳﾜ ｲｼﾜﾀ ｿｳﾏ

16 2019 宮島　楓羽(1) 緑中 21 347 石綿　颯馬(1) 敦賀高
ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｼﾞｮｻｲｱ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ

17 7148 ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ　ｼﾞｮｻｲｱ(1) 松陵中 22 413 中村　太政 若狭高
ｲｶﾘ ﾅｵｷ ｷﾑﾗ ﾀｶﾄｼ

18 7530 五十里　直起(1) 三方中 23 266 木村　昂稔(2) 鯖江高
ｻﾄｳ ﾗｲﾄ ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ

19 3542 佐藤　來斗(1) 春江中 24 277 萩原　昂汰(1) 鯖江高
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ ｲﾘｴ ﾅｵｷ

20 7308 山本　惇生(1) 粟野中 25 697 入江　直樹 福井陸協
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ

21 7146 武田　澪次(1) 松陵中 26 630 髙橋　佳大(3) きらめき
ｵｵﾊｼ  ﾕｳｺﾞ ｶﾐｷﾀ ｴｲ

22 701 大橋　由剛(1) 高岡中 27 419 上北　瑛 若狭高
ｽｽﾞｷ ｾｲﾄ

23 628 鈴木　惺仁(1) きらめき

所属試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
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高校・一般男子三段跳 高校男子円盤投(1.750kg) 高校・一般男子やり投

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｽﾞｷ ﾘｸｼ ｵﾄｻｶ ﾘｭｳﾀ ｳｴｻｶ ｵｳﾀﾛｳ

1 127 鈴木　陸史(1) 藤島高 1 111 乙坂　琉太(2) 藤島高 1 121 上坂　旺太郎(1) 藤島高
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ｽｽﾞｷ ｿﾗ ｺｳﾉ ﾏｻﾔ

2 6 高橋　俊丞(2) 三国高 2 126 鈴木　天空(1) 藤島高 2 192 河野　将也(1) 足羽高
ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ

3 241 瀧口　孝規(1) 科学技術高校 3 397 吉田　匠吾(1) 美方高 3 398 和田　真也(1) 美方高
ﾐﾔﾆｼ ﾋﾛﾐ ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾀ ﾃﾗｼﾏ ﾂﾊﾞｻ

4 510 宮西　博見 福井東マスターズ 4 430 福田　爽太 若狭高 4 11 寺嶋　翼(1) 三国高
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾄ ｶﾐﾔ ｷｮｳｺﾞ

5 233 都築　侑悟(2) 科学技術高校 5 273 山田　峻士(2) 鯖江(定) 5 425 神谷　京吾(4) 福井大
ｱﾗｷ ｿﾗ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ ｷﾀﾉ ﾘｸｷ

6 282 荒木　琉空(1) 鯖江高 6 349 山本　倖希(1) 敦賀高 6 265 北野　利久希(2) 鯖江高
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｳｴｷ ﾀｶﾕｷ

7 413 中村　太政 若狭高 7 649 上木　隆幸 福井陸協
ﾀｶｼﾏ ｹﾞﾝﾀ ﾊﾅﾀﾞ ﾘｷ

8 275 髙島　玄多(1) 鯖江高 8 5-418 花田　李樹(2) 中京大
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾞｲ

9 630 髙橋　佳大(3) きらめき

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 一般男子円盤投(2.000kg)
10 237 松田　幸大(2) 科学技術高校 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ ｺﾏﾉ ｶｽﾞﾅﾘ

11 78 西尾　和記(2) 福井工大 1 815 駒野　一斎 福井陸協

ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

12 1066 岩崎　匠海(M1) 順天堂大 2 603 渡辺　昭裕 福井陸協

中学１年男子砲丸投(4kg) 中学2年男子砲丸投(5kg) 高校男子砲丸投(6kg)

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｻﾋ ｺｳｼﾛｳ ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ

1 7535 旭　晃士郎(1) 三方中 1 7650 木下　弘稀(2) 美浜中 1 190 中嶋　康太(2) 足羽高
ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾆｼﾜｷ ﾀｸﾐ ｵﾄｻｶ ﾘｭｳﾀ

2 8001 池田　隆寛(1) 小浜中 2 8052 西脇　匠己(2) 小浜中 2 111 乙坂　琉太(2) 藤島高
ｲﾜｵ ﾀｸﾏ ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ ｽｽﾞｷ ｿﾗ

3 5021 岩尾　拓真(1) 鯖江中 3 2754 木村　大弥(2) 社中 3 126 鈴木　天空(1) 藤島高
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾄ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ ｺｳﾉ ﾏｻﾔ

4 926 河村　遙人(1) 長田中 4 2762 村田　涼(2) 社中 4 192 河野　将也(1) 足羽高
ﾀｲﾗ ﾘﾂﾔ ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝﾀﾞｲ ﾏｴｶﾞﾜ ｼｭﾝ

5 6013 平等　律哉(1) 武生一中 5 7023 平川　竣大(2) 気比中 5 8 前川　駿(2) 三国高
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ

6 5177 山本　湊介(1) 中央中 6 5023 高田　一輝(1) 鯖江中 6 349 山本　倖希(1) 敦賀高
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ

7 924 山本　笙太郎(1) 長田中 7 7313 岡田　大和(2) 粟野中 7 338 宇都宮　諒平(3) 敦賀高
ｸﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ ﾅｶｵ ﾏｻﾄ

8 6330 栗田　淳太郎(1) 万葉中 8 5010 中尾　理人(2) 鯖江中
ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｶﾘ

9 5161 井上　絢仁(1) 中央中 9 3530 山岸　煌(2) 春江中
ｽﾐﾀ ﾅｵ

10 3527 住田　成大(2) 春江中
ﾕﾌ ｱｵｲ

11 5149 油布　蒼生(2) 中央中

一般男子砲丸投(7.26kg) 高校男子ハンマー投(6kg） 一般男子ハンマー投(7.26kg)

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｺﾏﾉ ｶｽﾞﾅﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｻｶｼﾀ ﾕｳｽｹ

1 815 駒野　一斎 福井陸協 1 190 中嶋　康太(2) 足羽高 1 773 坂下　裕介 福井陸協
ｱｼﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ ｺｲｽﾞﾐ ｲｵﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

2 710 安食　壱平(3) 福井県立大 2 367 小泉　伊織(1) 敦賀工業高 2 603 渡辺　昭裕 福井陸協
ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ

3 350 川上　昊太郎(1) 敦賀高 3 3011 西脇　博之 とのめ内装近江草津

ﾅｶｳﾁ ﾋﾛｷ

4 647 中内　浩貴 福井陸協
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中学１年女子走高跳 中学2年女子走高跳 高校・一般女子走高跳

ｶﾄｳ ﾏｲ ﾉｻﾞｷ ﾘｻ ﾊﾀ ﾘﾅ

1 6021 加藤　舞(1) 武生一中 1 901 野崎　里彩(2) 長田中 1 299 秦　梨那 若狭高
ｺｳﾉ ｼﾞｭｼﾞｭ ﾆｼｻﾞｷ ﾐｲﾅ ﾉｻﾞｷ ｱﾘｱ

2 6017 河野　樹々(1) 武生一中 2 5152 西崎　実李奈(2) 中央中 2 380 野崎　明愛(3) Cynthia
ｶｻﾊﾗ ﾅﾂｷ ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾙ ｲﾜﾓﾄ ｷｮｳｶ

3 5157 笠原　夏葵(1) 中央中 3 905 竹田　実晴(2) 長田中 3 256 岩本　京香(1) 敦賀高
ｼﾐｽﾞ ｾﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ ｱｵｲｹ ｶﾅ

4 5159 清水　千愛(1) 中央中 4 2776 藤田　陽和(2) 社中 4 411 青池　佳菜(3) Cynthia
ﾀｶﾏﾂ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞ ﾐｷ

5 3512 高松　亜依里(2) 春江中 5 128 飯田　美樹(2) 足羽高
ｳｽﾉ ﾊﾙｶ ﾅｶﾀ ﾜｶﾅ

6 8076 臼野　はるか(2) 小浜中 6 184 中田　和那(2) 鯖江高
ｶﾘﾔ ﾏﾅ

高校・一般女子三段跳 7 177 苅谷　真奈(3) 鯖江高

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ

1 3 清水　美咲(2) 三国高
ﾜﾀﾞ ｱﾕｺ

2 252 和田　絢柚子(3) 敦賀高

中学１年女子走幅跳 中学２年女子走幅跳 高校・一般女子走幅跳

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾆｼﾓﾄ ﾏﾘｴ ｷﾉｼﾀ ﾅﾉﾊ ｽｷﾞｻｷ ｱﾘ

1 7707 西本　麻里絵(1) 気比付属中 1 7528 木下　菜乃葉(2) 三方中 1 298 杉崎　杏里 若狭高
ｻｶｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ﾖｼﾉ ｺｺﾛ ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ

2 6022 坂口　杏奈(1) 武生一中 2 402 吉野　心(2) AWARA.T&F 2 3 清水　美咲(2) 三国高
ﾀｶ ｽﾐﾚ ｲｿﾐﾁ ﾘﾘ ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｶ

3 922 高　すみれ(1) 長田中 3 7137 礒道　梨吏(2) 松陵中 3 293 竹田　彩夏 若狭高
ﾆｼﾉ  ﾏｵ ﾐﾀﾆ ﾕｳﾅ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ

4 6331 西野　真央(1) 万葉中 4 3513 見谷　優奈(2) 春江中 4 129 田辺　雪乃(2) 足羽高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄｱ ﾀｹﾓﾘ ﾘｱﾗ ﾜﾀﾞ ｱﾕｺ

5 7141 谷口　琴彩(1) 松陵中 5 7602 竹森　莉彩良(2) 美浜中 5 252 和田　絢柚子(3) 敦賀高
ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾐｶ ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ ｳｴﾔﾏ ﾙﾅ

6 7708 藤本　笑嘉(1) 気比付属中 6 398 藤岡　葵彩(2) AWARA.T&F 6 257 上山　瑠奈(1) 敦賀高
ｶﾐﾔ ﾘﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓ ｵﾀｹ ｶﾚﾝ

7 7082 神谷　里菜(1) 気比中 7 400 藤田　萌々(2) AWARA.T&F 7 182 尾武　華蓮(2) 鯖江高
ｻｻｶﾜ ﾋﾅｺ ｷｼﾏﾂ ﾐｵﾝ ﾐﾔﾏﾂ ｼｷ

8 6019 笹川　ひな子(1) 武生一中 8 5002 岸松　美音(2) 鯖江中 8 246 宮松　志希(3) 敦賀高
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾘ ﾋﾛﾂｼﾞ ﾅﾅｶ ﾃﾗﾓﾄ ｶﾝﾅ

9 3522 吉田　光里(1) 春江中 9 2774 廣辻　七花(2) 社中 9 365 寺本　栞那(3) ＯＪＡＣ
ﾅｵｴ ﾘｺ ﾜﾀﾘ ﾁｶﾉ

10 6020 直江　莉瑚(1) 武生一中 10 5150 亘　慶乃(2) 中央中
ｺｳﾉ ｼﾞｭｼﾞｭ ｵｵｼﾏ ﾕﾅ

11 6017 河野　樹々(1) 武生一中 11 912 大島　佑菜(2) 長田中
ｲﾁﾉﾐﾔ ﾒｲ ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ

12 7316 一ノ宮　愛苺(1) 粟野中 12 3516 森下　萌生(2) 春江中
ｺﾔﾏ ｷｵﾘ ﾊｼﾓﾄ ｼﾉﾝ

13 6018 小山　姫織(1) 武生一中 13 7072 橋本　紫暖(2) 気比中
ｼﾐｽﾞ ﾄﾜﾅ ﾖｼﾀﾞ ﾕﾒﾅ

14 7549 清水　十和那(1) 三方中 14 914 吉田　夢奈(2) 長田中
ﾀｶﾐ ｱｶﾘ ｶﾝﾍﾞ ﾘﾅ

15 5164 髙見　明里(1) 中央中 15 5003 神戸　理那(2) 鯖江中
ﾀｹｸﾞﾁ ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｺｳﾒ

16 3521 竹口　福陽(1) 春江中 16 5148 椿原　幸芽(2) 中央中
ﾔﾏﾀﾞ ｲｵ

17 5154 山田　祈穂(1) 中央中
ﾖｼﾀﾞ ﾐｶ

18 2785 吉田　望花(1) 社中
ﾀｹｳﾁ  ﾏﾘﾝ

19 6330 竹内　真鈴(1) 万葉中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲｷ

20 921 山口　彩妃(1) 長田中
ｶｻﾊﾗ ﾅﾂｷ

21 5157 笠原　夏葵(1) 中央中
ﾏﾂﾑﾗ ﾚｱ

22 8003 松村　恋空(1) 小浜中
ﾂｼﾞ ｱｵｲ

23 5016 辻　葵(1) 鯖江中
ﾌｼﾞﾀ ｻｷ

24 399 藤田　紗季(1) AWARA.T&F

所属試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
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中学1年女子砲丸投 中学2年女子砲丸投

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾋﾛｾ ｱﾐ ｽｷﾞﾀ ｱｽﾞﾐ

1 5166 廣瀬　愛実(1) 中央中 1 5005 杉田　愛純(2) 鯖江中
ﾀｶﾐ ｱｶﾘ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕ

2 5164 髙見　明里(1) 中央中 2 7075 川畑　美結(2) 気比中
ｵｵﾂｶ ﾘｲﾅ ﾀｶﾏﾂ ｱｽﾐ

3 5158 大塚　花愛(1) 中央中 3 7071 髙松　明日美(2) 気比中
ｷﾉｼﾀ ｱﾐ ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ

4 5019 木下　亜美(1) 鯖江中 4 3510 吉田　梓沙(2) 春江中
ﾐﾁｼﾀ ｺｺｱ ﾎﾘ ﾕｳﾘ

5 923 道下　心暖(1) 長田中 5 906 堀　祐凛(2) 長田中
ｾﾝﾀﾞ ｱﾐ ﾆｼﾀﾞ ｻﾕﾅ

6 7546 千田　愛実(1) 三方中 6 909 西田　紗友那(2) 長田中
ﾖｼﾀﾞ ｾﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾘ

7 5156 吉田　聖夏(1) 中央中 7 5147 山本　莉里(2) 中央中
ｶﾄｳ ﾏｲ ﾃﾗﾁ ﾐｳ

8 6021 加藤　舞(1) 武生一中 8 7301 寺地　美羽(2) 粟野中
ｲｼﾜﾀ ﾅｷﾞｻ ｻﾀﾞﾓﾄ ｱｲﾙ

9 7081 石綿　凪沙(1) 気比中 9 7073 貞本　愛琉(2) 気比中
ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ

10 5014 吉田　彩葉(1) 鯖江中 10 7302 友延　明日香(2) 粟野中
ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ

11 925 林　千晴(1) 長田中
ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ

12 5015 澤田　夏海(1) 鯖江中
ｶﾀｵｶ ｻｴ

13 8001 片岡　紗依(1) 小浜中
ｺﾔﾏ ｷｵﾘ

14 6018 小山　姫織(1) 武生一中
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

15 7315 佐藤　友香(1) 粟野中
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ

16 6023 小林　希愛(1) 武生一中
ﾀﾆｵ ｱﾔｾ

17 6015 谷尾　采星(1) 武生一中
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅﾉ

18 7547 辻本　凪乃(1) 三方中

高校・一般女子ハンマー投 高校・一般女子円盤投(1kg) 高校・一般女子やり投

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂｵ ﾅﾅ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｺﾛ ｻｶｶﾞﾜ ｱｲｶ

1 254 松尾　菜那(2) 敦賀高 1 134 山形　香心(1) 足羽高 1 115 坂川　愛佳(2) 羽水高
ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ ｻｶｶﾞﾜ ｱｲｶ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｺﾛ

2 247 岡田　彩音(3) 敦賀高 2 115 坂川　愛佳(2) 羽水高 2 134 山形　香心(1) 足羽高
ﾐﾑﾗ ﾋﾛｴ ﾏｴﾀﾞ ｶﾘﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾒｲ

3 250 三村　啓恵(3) 敦賀高 3 117 前田　かりん(2) 羽水高 3 4 宮下　愛依(1) 三国高
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅﾉ ｻｶｼﾀ ｼｵﾝ

4 7547 辻本　凪乃(1) 三方中 4 5 坂下　詩音(1) 三国高
ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ

5 3510 吉田　梓沙(2) 春江中
ｻｶｼﾀ ｼｵﾝ

6 5 坂下　詩音(1) 三国高
ﾐﾔｼﾀ ﾒｲ

7 4 宮下　愛依(1) 三国高
ﾃﾗﾁ ﾐｳ

8 7301 寺地　美羽(2) 粟野中
ﾄﾓﾉﾌﾞ ｱｽｶ

9 7302 友延　明日香(2) 粟野中
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