
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

谷口　蒼介(4) 12.46 山本　真広(4) 13.00 岡本　太陽(4) 13.30 山本　來樹(4) 13.62 山本　泰地(4) 13.83 渡邉　陽翔(4) 15.21
敦賀Jr. 美浜Jr．AC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr. 美浜Jr．AC
宇野　奎舟(4) 2:36.37 髙橋　春瀬(4) 2:46.39 石橋　英之助(4) 2:58.70 和多田　壮真(4) 3:07.99
勝山RC GR O/NズRC 敦賀Jr. 美浜Jr．AC
山本　真広(4) 3m71(+1.8) 山本　泰地(4) 3m28(+1.5) 谷口　蒼介(4) 3m20(+1.7) 岡本　太陽(4) 3m10(+3.1) 南部　真仁(4) 2m83(+1.5) 石橋　英之助(4) 2m75(+2.2)
美浜Jr．AC 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr. 公認記録なし 敦賀Jr. 敦賀Jr. 公認2m68(+1.8)

南部　真仁(4) 32m43 渡邉　陽翔(4) 32m21 山本　來樹(4) 30m43 和多田　壮真(4) 23m93
敦賀Jr. 美浜Jr．AC 敦賀Jr. 美浜Jr．AC
武田　礼汰(6) 14.39(+0.3) 加藤　海人(6) 14.52(+0.3) 武吉　智紀(5) 14.97(+0.3) 松井　智暉(6) 15.13(+0.3) 松吉　遼太(6) 15.79(-0.5) 加藤　皓大(5) 16.14(+0.3) 大坊　輝星(5) 16.31(+0.3) 市来　柊多郎(6) 16.49(+0.3)
敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr. 鯖江ランキッズ OJAC AWARA.T&F 敦賀Jr. 敦賀Jr.
田中　大輝(6) 5:09.80 松本　康誠(6) 5:09.86 正津　琥大(5) 5:25.76 中野　稀公(6) 5:25.83 宮田　晃伸(6) 5:52.96 松吉　遼太(6) 6:11.00
敦賀Jr. 大飯郡陸上教室 大飯郡陸上教室 越前ＡＣ 敦賀Jr. OJAC
武田　礼汰(6) 3m84(+1.6) 澤辺　千輝(6) 3m69(+2.5) 武吉　智紀(5) 3m56(+1.8) 正津　琥大(5) 3m55(+2.4) 松井　理(5) 3m42(+1.1) 加藤　皓大(5) 3m41(+2.3) 大坊　輝星(5) 3m34(+2.0) 小林　隼(5) 3m02(+2.3)
敦賀Jr. OJAC 公認記録なし 敦賀Jr. 大飯郡陸上教室 公認記録なし OJAC AWARA.T&F 公認記録なし 敦賀Jr. AWARA.T&F 公認3m00(+1.9)

土田　煌希(5) 32m47 小林　隼(5) 31m85 緋田　瑛太朗(6) 31m44 中川　智哉(5) 26m43 市来　柊多郎(6) 25m02 田辺　月唯(6) 20m27 木下　幹士(5) 19m91
AWARA.T&F AWARA.T&F 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr. 敦賀Jr.
高田　一輝(1) 12.43(-2.0) 大橋　由剛(1) 12.52(-2.0) 山中　滉平(1) 12.76(-2.0) 山本　惇生(1) 12.81(-2.0) 水野　圭尭(1) 12.85(-2.0) 佐藤　來斗(1) 12.85(-2.0) 兼松　凌汰(1) 13.03(-2.0) 増永　海斗(1) 13.05(-2.0)
鯖江中 高岡中 三方中 粟野中 中央中 春江中 三方中 万葉中
中川　拓海(1) 4:50.37 伊藤　槍太(1) 4:50.71 川勝　心人(1) 4:54.22 佐久間　慶人(1) 5:06.22 田上　勇成(1) 5:17.40 前田　春輝(1) 5:19.76 宮越　行侍(1) 5:23.28 中野　琥汰朗(1) 5:31.16
粟野中 中央中 松陵中 春江中 粟野中 緑中 中央中 小浜中
鈴木　惺仁(1) 15.71(+0.8) 坪井　勇惺(1) 16.60(+0.8) 荒木　健伍(1) 16.67(+2.3) 宮島　楓羽(1) 17.13(+0.8) 奥村　晟椰(1) 17.70(+2.3) 竹越　一絆(1) 17.81(+0.8) 松原　卓也(1) 18.14(+0.8) 田中　隼(1) 18.75(+0.8)
きらめき 中央中 社中 緑中 中央中 気比中 粟野中 鯖江中
坪井　勇惺(1) 1m63 小道　蒼太(1) 1m50 森国　凛太郎(1) 1m40 松下　龍之介(1) 1m40 手賀　夏海(1) 1m35 橋爪　悠人(1) 1m30
中央中 鯖江中 中央中 鯖江中 武生一中 中央中

小林　孝太朗(1) 1m35 田中　健斗(1) 1m30
春江中 美浜中

大橋　由剛(1) 5m81(-1.1) 鈴木　惺仁(1) 5m68(-1.1) 武田　澪次(1) 5m04(+0.8) 山本　惇生(1) 4m97(+1.6) 五十里　直起(1) 4m61(-0.1) 佐藤　來斗(1) 4m51(-0.2) 森川　勇(1) 4m48(+1.3) 遠野　晴彦(1) 4m47(+2.2)
高岡中 きらめき 松陵中 粟野中 三方中 春江中 上中中 鯖江中 公認4m41(0.0)

山本　湊介(1) 8m35 井上　絢仁(1) 8m15 山本　笙太郎(1) 8m07 栗田　淳太郎(1) 7m99 平等　律哉(1) 6m53 池田　隆寛(1) 6m45 河村　遙人(1) 6m44
中央中 中央中 長田中 万葉中 武生一中 小浜中 長田中

高田　一輝(1) 8m07
鯖江中

清水　空跳(2) 11.40(-0.2) 佐々木　空(2) 11.84(-0.2) 後藤　直歩(2) 12.06(-0.2) 工藤　李孔(2) 12.44(-0.2) 坪川　彪流(2) 12.56(-0.2) 二口　憲紳(2) 12.65(-0.2) 佐々木　聖我(2) 12.66(-0.5)
長田中 春江中 春江中 粟野中 社中 長田中 鯖江中

高間　陽斗(2) 11.84(-0.2)
春江中

森川　哲行(2) 4:49.63 多辺　蒼志(2) 4:53.98 今川　知冴(2) 4:54.22 寺下　來翔(2) 4:55.99 増田　健吾(2) 4:56.36 大野　晴弥(2) 4:58.80 河村　賢之(2) 5:03.64 大久保　結晴(2) 5:09.31
中央中 小浜中 三方中 鯖江中 春江中 美浜中 粟野中 春江中
佐々木　空(2) 15.42 中尾　章人(2) 17.40 大西　克弥(2) 18.60 橋本　多聞(2) 18.75 高嶋　陽翔(2) 18.92 丹尾　直照(2) 19.78 福田　康太朗(2) 20.27

春江中 GR 鯖江中 中央中 気比中 鯖江中 中央中 春江中
大川　佑(2) 1m70 中西　慶(2) 1m65 竹内　清良(2) 1m50
鯖江中 長田中 万葉中
佐々木　聖我(2) 5m84(+2.0) 小西　和(2) 5m40(-0.2) 工藤　李孔(2) 5m31(0.0) 中島　悠揚(2) 5m21(-0.3) 大塩　飛玖(2) 4m65(+0.9) 田中　怜旺(2) 4m60(+2.0) 山田　律(2) 4m46(0.0) 玉村　漣也(2) 4m43(-0.1)
鯖江中 小浜中 粟野中 小浜中 美浜中 春江中 三方中 社中
油布　蒼生(2) 11m34 住田　成大(2) 10m87 木下　弘稀(2) 8m49 岡田　大和(2) 7m91 村田　涼(2) 7m87 中尾　理人(2) 7m46 木村　大弥(2) 7m39 西脇　匠己(2) 6m69
中央中 春江中 美浜中 粟野中 社中 鯖江中 社中 小浜中
清水　空跳(2) 23.00(-0.8) 後藤　直歩(2) 24.02(-0.4) 富田　尚毅(2) 24.37(-0.8) 高間　陽斗(2) 24.47(-0.8) 多賀　航己(2) 24.54(-0.8) 中尾　章人(2) 25.77(-0.4) 山中　滉平(1) 25.92(+2.4) 辻川　朝陽(2) 26.11(-0.4)
長田中 GR 春江中 中央中 春江中 中央中 鯖江中 三方中 万葉中
富田　尚毅(2) 54.80 堀口　夏樹(2) 59.38 大江　修平(2) 59.54 宮下　涼祐(2) 1:00.53 橋本　多聞(2) 1:00.87 丹尾　直照(2) 1:01.91 水上　心暖(1) 1:02.85 川本　直人(2) 1:03.40
中央中 小浜中 小浜中 武生一中 気比中 中央中 緑中 気比中
三田　翔矢(2) 2:15.85 原　鉄生(2) 2:19.60 大野　晴弥(2) 2:19.61 今川　知冴(2) 2:22.27 水上　心暖(1) 2:27.11 東　悠真(2) 2:27.43 髙橋　央祐(1) 2:29.21 林　壮輔(1) 2:29.74
春江中 鯖江中 美浜中 三方中 緑中 中央中 O/NズRC 小浜中
伊藤　槍太(1) 10:43.83 森川　哲行(2) 10:48.12 多辺　蒼志(2) 10:50.08 大久保　結晴(2) 10:51.32 山口　綾人(2) 10:56.49 宮越　行侍(1) 11:38.22 竹内　和雅(1) 13:10.63
中央中 中央中 小浜中 春江中 万葉中 中央中 中央中
春江中 45.17 中央中A 46.54 長田中 46.81 鯖江中 47.17 粟野中 49.03 小浜中A 49.43 気比中 49.57 万葉中A 49.74
高間　陽斗(2) GR 水野　圭尭(1) GR 屶網　瑛人(2) GR 高田　一輝(1) 山本　惇生(1) 西脇　匠己(2) 百井　蒼桜(1) 辻川　朝陽(2)
佐々木　空(2) 多賀　航己(2) 清水　空跳(2) 大川　佑(2) 工藤　李孔(2) 堀口　夏樹(2) 川本　直人(2) 竹内　清良(2)
佐藤　來斗(1) 森国　凛太郎(1) 中西　慶(2) 中尾　章人(2) 松原　卓也(1) 小西　和(2) 橋本　多聞(2) 栗田　淳太郎(1)
後藤　直歩(2) 富田　尚毅(2) 二口　憲紳(2) 佐々木　聖我(2) 栗本　啓汰(1) 中島　悠揚(2) 竹越　一絆(1) 増永　海斗(1)
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