
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

山口　佳暖(4) 12.48(-0.1) 山口　心華(4) 13.07(+0.1) 林 　詩唯(4) 13.11(-0.1) 澤辺　美日(4) 13.16(+0.1) 山口　朋芭(4) 13.65(+0.1) 塚崎　希光(4) 13.83(-0.1) 吉村　日向(4) 14.07(+0.1)
越前ＡＣ GR 敦賀Jr. 敦賀Jr. OJAC 敦賀Jr. 越前ＡＣ 越前ＡＣ

今村　心々(4) 14.07(-0.1)
美浜Jr．AC

山口　佳暖(4) 2:49.91 林 　詩唯(4) 3:03.63 塚崎　希光(4) 3:05.41 山口　朋芭(4) 3:07.18 山口　心華(4) 3:07.68 今村　心々(4) 3:08.54 吉村　日向(4) 3:14.34
越前ＡＣ 敦賀Jr. 越前ＡＣ 敦賀Jr. 敦賀Jr. 美浜Jr．AC 越前ＡＣ
澤辺　美日(4) 3m32(+2.9) 大塚　美結(4) 2m50(+2.9) 幸　咲綾(4) 2m32(+2.7)
OJAC 公認3m24(+1.8) 敦賀Jr. 公認2m41(+1.4) 敦賀Jr. 公認記録なし

幸　咲綾(4) 15m90 大塚　美結(4) 15m69
敦賀Jr. 敦賀Jr.
仲野　結衣(5) 14.37(-0.5) 吉村　瑠愛(6) 14.45(-0.5) 宮崎　月衣(6) 14.49(-0.5) 佐々木　蒼泉(5) 14.89(-0.5) 栗原　杏奈(6) 15.08(-0.4) 板垣　恵奈(6) 15.64(-0.5) 尾形　侑子(6) 16.24(-0.5) 輿水　友杏(6) 16.36(-0.4)
敦賀Jr. 越前ＡＣ アスリュゥトＡＣ 敦賀Jr. OJAC 越前ＡＣ アスリュゥトＡＣ 敦賀Jr.
吉村　瑠愛(6) 5:57.74 宮本　和心(5) 6:02.84 板垣　恵奈(6) 6:03.89 栗原　杏奈(6) 6:17.14 松永　芽依(5) 6:30.24
越前ＡＣ 敦賀Jr. 越前ＡＣ OJAC 敦賀Jr.
佐々木　蒼泉(5) 3m61(+2.2) 仲野　結衣(5) 3m48(+2.2) 輿水　友杏(6) 3m33(+1.9) 寺本　侑希葉(5) 3m30(+2.8) 尾形　侑子(6) 3m20(+2.5) 西山　麗奈(5) 3m09(+1.4)
敦賀Jr. 公認3m50(+1.1) 敦賀Jr. 公認3m04(+1.9) 敦賀Jr. OJAC 公認3m28(+1.5) アスリュゥトＡＣ 公認3m05(+1.9) アスリュゥトＡＣ
今村　彩華(6) 35m92 松永　芽依(5) 20m25
美浜Jr．AC GR 敦賀Jr.
百田　星愛(1) 13.39(-1.3) 榮　南智(1) 13.44(-1.3) 清水　ひかり(1) 13.72(-1.3) 佐々木　美柚(1) 14.11(-1.3) 山口　彩妃(1) 14.36(-0.4) 竹仲　陽歩(1) 14.48(-1.3) 角谷　美梨愛(1) 14.50(-1.3) 前田　結凪(1) 14.54(-1.3)
三方中 中央中 春江中 社中 長田中 気比中 粟野中 社中
奥村　望愛(1) 2:35.66 竹仲　陽歩(1) 2:38.58 深草　和花(1) 2:39.52 北川　咲幸(1) 2:39.56 福岡　小夏(1) 2:39.67 笹岡　桃音(1) 2:43.39 行方　陽依理(1) 2:46.31 小林　希愛(1) 2:47.96
中央中 気比中 社中 緑中 鯖江中 鯖江中 小浜中 武生一中
藤田　紗季(1) 15.34(+2.6) 鴛田　桜(1) 17.50(+2.3) 角谷　美梨愛(1) 17.61(+2.6) 奥村　望愛(1) 17.86(+2.3) 谷尾　采星(1) 18.46(+2.6) 福嶋　紫穏(1) 18.78(+2.7) 籔根　優香(1) 19.50(+2.6) 田辺　爽乃(1) 20.26(+2.7)
AWARA.T&F 社中 粟野中 中央中 武生一中 中央中 鯖江中 三方中
笠原　夏葵(1) 1m25 清水　千愛(1) 1m20 加藤　舞(1) 1m15 河野　樹々(1) 1m00
中央中 中央中 武生一中 武生一中
藤田　紗季(1) 4m85(+1.6) 辻　葵(1) 4m33(+1.3) 吉田　望花(1) 4m20(+0.9) 清水　十和那(1) 4m01(+0.6) 竹内　真鈴(1) 3m93(+1.3) 笠原　夏葵(1) 3m84(-1.3) 小山　姫織(1) 3m77(+0.4) 山口　彩妃(1) 3m74(+0.5)
AWARA.T&F 鯖江中 社中 三方中 万葉中 中央中 武生一中 長田中
辻本　凪乃(1) 7m74 谷尾　采星(1) 7m55 林　千晴(1) 6m84 髙見　明里(1) 6m56 片岡　紗依(1) 6m46 吉田　彩葉(1) 6m25 小山　姫織(1) 6m23 佐藤　友香(1) 6m20
三方中 武生一中 長田中 中央中 小浜中 鯖江中 武生一中 粟野中
中山　舞香(2) 13.35(-1.2) 椿原　幸芽(2) 13.49(-1.2) 源田　実咲(2) 13.53(-1.2) 友佐　咲来(2) 13.77(-1.2) 宮本　愛加(2) 13.90(-1.2) 竹内　優月(2) 14.01(-1.8) 川﨑　野乃華(2) 14.03(-1.8)
春江中 中央中 中央中 粟野中 気比中 万葉中 AWARA.T&F

宮本　海咲(2) 13.53(-1.8)
粟野中

千代　美月(2) 2:37.26 森　陽彩(2) 2:38.49 笠島　恵里花(2) 2:38.52 谷川　朱里(2) 2:39.57 梅見　心(2) 2:39.89 麻王　夢芽(2) 2:45.28 上田　理子(2) 2:45.71 西田　舞華(2) 2:47.25
鯖江中 春江中 中央中 小浜中 武生一中 AWARA.T&F 粟野中 小浜中
源田　実咲(2) 15.11(+1.8) 宮本　海咲(2) 15.73(+1.8) 江川　樹(2) 15.88(+1.8) 竹内　紗奈(2) 17.44(+1.8) 村岡　未蕾(2) 17.82(+3.9) 本田　彩乃(2) 17.86(+1.8) 浜岡　侑愛(2) 18.38(+3.9) 岸松　美音(2) 18.50(+1.8)
中央中 GR 粟野中 春江中 武生一中 粟野中 長田中 粟野中 鯖江中
臼野　はるか(2) 1m40 藤田　陽和(2) 1m30 野崎　里彩(2) 1m20 竹田　実晴(2) 1m15 西崎　実李奈(2) 1m10
小浜中 社中 長田中 長田中 中央中
橋本　紫暖(2) 4m60(+1.9) 椿原　幸芽(2) 4m50(+0.6) 森下　萌生(2) 4m41(+2.8) 神戸　理那(2) 4m37(-0.1) 大島　佑菜(2) 4m30(+1.6) 藤田　萌々(2) 4m30(+1.6) 廣辻　七花(2) 4m16(+1.8) 吉田　夢奈(2) 4m05(+2.8)
気比中 中央中 春江中 公認4m36(+1.4) 鯖江中 長田中 AWARA.T&F 社中 長田中 公認3m96(+1.5)

山本　莉里(2) 9m26 貞本　愛琉(2) 9m18 寺地　美羽(2) 8m92 西田　紗友那(2) 8m22 川畑　美結(2) 8m09 髙松　明日美(2) 7m87 杉田　愛純(2) 7m24
中央中 気比中 粟野中 長田中 気比中 気比中 鯖江中

友延　明日香(2) 9m18
粟野中

中山　舞香(2) 27.16(-0.7) 百田　星愛(1) 27.79(-0.7) 宮本　愛加(2) 27.87(-0.7) 清水　ひかり(1) 28.08(-0.7) 川﨑　野乃華(2) 28.65(+0.1) 佐々木　美柚(1) 28.79(+0.1) 小川　倖叶(1) 29.41(-0.7) 石森　花(2) 29.71(-0.7)
春江中 三方中 気比中 春江中 AWARA.T&F 社中 緑中 長田中
北川　奈聖(1) 5:14.16 有田　礼那(2) 5:22.46 森　陽彩(2) 5:30.19 福岡　小夏(1) 5:31.13 西田　舞華(2) 5:39.70 藤内　ふき(2) 5:41.83 飯星　ひばり(2) 5:45.22 梅見　心(2) 5:48.82
社中 春江中 春江中 鯖江中 小浜中 社中 鯖江中 武生一中
粟野中 51.84 春江中 54.07 中央中C 54.35 気比中 54.76 鯖江中 55.00 長田中 55.01 社中 55.08 AWARA.T&FA 55.08
浜岡　侑愛(2) 森下　萌生(2) 笠原　夏葵(1) 竹仲　陽歩(1) 籔根　優香(1) 石森　花(2) 岩本　唯(1) 麻王　夢芽(2)
友佐　咲来(2) 中山　舞香(2) 源田　実咲(2) 宮本　愛加(2) 神戸　理那(2) 吉田　夢奈(2) 佐々木　美柚(1) 藤田　紗季(1)
彦瀬　娃果(2) 清水　ひかり(1) 椿原　幸芽(2) 貞本　愛琉(2) 中屋　穂香(2) 竹田　実晴(2) 吉田　望花(1) 藤田　萌々(2)
宮本　海咲(2) 江川　樹(2) 笠島　恵里花(2) 髙松　明日美(2) 辻　葵(1) 山口　彩妃(1) 鴛田　桜(1) 川﨑　野乃華(2)
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