
ト ラ ッ ク 審 判 長 橋本　洋
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記 録 主 任 中村　勝則

種目

樋下　慶祐(6) 11.16(-1.8) 水上　創太(3) 11.30(-1.8) 吉村　笙吾(2) 11.35(-1.8) 川上　秀太 11.42(-1.8) 前川　幸輝(2) 11.60(-1.8) 野坂　泰誠(1) 11.62(-2.1) 長谷　龍昇(3) 11.65(-0.8) 高木　稜太(2) 11.66(-1.8)
福井大 鯖江高 福井工大 アスピカ 福井工大 福井工大 敦賀高 鯖江高
水上　創太(3) 50.18 長谷　龍昇(3) 51.31 中村　日琉哉(1) 51.93 宮川　大知(2) 52.55 内倉　大喜(4) 52.65 橋本　大希 52.86 戸川　建太朗(2) 52.92 内藤　康介(3) 53.55
鯖江高 敦賀高 敦賀高 鯖江高 福井工大 若狭高 鯖江高 福井大
松永　伸之輔(2) 2:01.15 見谷　玲音(3) 2:02.05 熊野　雄斗(2) 2:13.25 松倉　翔汰(2) 2:14.23 中村　太祐(1) 2:24.29
敦賀高 社中 羽水高 科学技術高校 羽水高
田中　完汰(2) 8:50.30 西木　浩司 8:57.71 小寺　空駕(1) 9:01.81 小林　漣(3) 9:11.21 内堀　翼(1) 9:14.96 奥村　侑哉(1) 9:18.19 道木　宏明 9:20.43 高橋　一伍(1) 9:35.40
敦賀気比高 nrc 敦賀気比高 Cynthia 敦賀気比高 敦賀気比高 nrc 敦賀気比高
戸川　建太朗(2) 16.73(-1.0) 中後　海斗(1) 17.49(-1.0)
鯖江高 足羽高
福井工大 1:32.53 若狭高A 1:35.07 足羽高 1:35.37 敦賀高B 1:35.46 福井大B 1:37.24 藤島高 1:38.44 福井大A 1:39.25 敦賀高C 1:40.34
前川　幸輝(2) 門野　克海 中後　海斗(1) 鳥居　流聖(2) 島林　奈生(2) 片山　透也(1) 加藤　駿(2) 石綿　颯馬(1)
松嶌　一樹(1) 上北　瑛 中道　相翔(2) 松永　伸之輔(2) 富田　将仁(1) 中井　駿佑(1) 内藤　康介(3) 川上　昊太郎(1)
武盛　瑛二(1) 加藤　壱宙 正津　慶伍(2) 大塚　理功(2) 鳥山　侑星(3) 嶋田　康希(1) 清田　渉矢(2) 山本　倖希(1)
野坂　泰誠(1) 前本　航希 友兼　真優(2) 釜谷　銀(2) 田中　佑汰(4) 北島　悠翔(2) 神谷　京吾(4) 中村　日琉哉(1)
永田　哲也 1m95 澁谷　己太朗(2) 1m95 岸下　直矢 1m80 花田　成琉(3) 1m80 福島　瑶周(1) 1m70 大塚　理功(2) 1m70
タカトミ 敦賀高 タカトミ 敦賀高 鯖江高 敦賀高
髙橋　佳大(3) 6m67(+1.9) 入江　直樹 6m26(-0.2) 萩原　昂汰(1) 6m18(+0.8) 北野　利久希(2) 6m17(-1.2) 西尾　和記(2) 6m14(-0.3) 片山　透也(1) 6m14(-0.4) 中村　太政 6m08(0.0) 清田　渉矢(2) 6m07(+2.0)
きらめき 福井陸協 鯖江高 鯖江高 福井工大 藤島高 若狭高 福井大
岩崎　匠海(M1) 15m05(+1.2) 西尾　和記(2) 13m42(+1.2) 荒木　琉空(1) 12m71(+1.2) 髙島　玄多(1) 12m64(+1.6) 松田　幸大(2) 12m52(+2.6) 鈴木　陸史(1) 12m28(+1.7) 宮西　博見 11m44(+1.2) 高橋　俊丞(2) 11m38(+2.6)
順天堂大 福井工大 鯖江高 鯖江高 科学技術高校 公認記録なし 藤島高 福井東マスターズ 三国高 公認記録なし

乙坂　琉太(2) 11m45 中嶋　康太(2) 10m83 河野　将也(1) 10m55 山本　倖希(1) 9m27 鈴木　天空(1) 7m68
藤島高 足羽高 足羽高 敦賀高 藤島高
安食　壱平(3) 11m62 駒野　一斎 10m33
福井県立大 福井陸協
中嶋　康太(2) 34m60 川上　昊太郎(1) 34m50 小泉　伊織(1) 30m70
足羽高 敦賀高 敦賀工業高
中内　浩貴 45m54 坂下　裕介 42m80 渡辺　昭裕 21m91 西脇　博之 19m40
福井陸協 福井陸協 福井陸協 とのめ内装近江草津
山本　倖希(1) 32m21 山田　峻士(2) 32m16 鈴木　天空(1) 20m99 乙坂　琉太(2) 20m63 吉田　匠吾(1) 18m98 福田　爽太 17m03
敦賀高 鯖江(定) 藤島高 藤島高 美方高 若狭高
駒野　一斎 32m07 渡辺　昭裕 18m27
福井陸協 福井陸協
花田　李樹(2) 71m30 上木　隆幸 59m17 北野　利久希(2) 53m95 河野　将也(1) 41m39 神谷　京吾(4) 39m66 寺嶋　翼(1) 34m21 和田　真也(1) 28m57
中京大 福井陸協 鯖江高 足羽高 福井大 三国高 美方高
宮松　志希(3) 12.78(-1.2) 小尾　麻菜 12.88(-1.2) 神園　弥優(1) 13.49(-1.2) 田辺　雪乃(2) 13.55(-2.4) 尾武　華蓮(2) 13.57(-2.4) 髙橋　優香(2) 13.66(-2.4) 林　愛美香(2) 13.80(-1.2)
敦賀高 マミーズエーシー 敦賀高 足羽高 鯖江高 足羽高 鯖江高

山田　笑梨(3) 13.49(-1.2)
Cynthia

竹内　迦世子(2) 1:01.88 吉田　名瑠(2) 1:02.00 藤田　咲希 1:04.95 吉村　夢月(1) 1:06.51 渡邉　望友(1) 1:07.32 藤原　心羽 1:07.82 岡部　秋菜(1) 1:09.03 渡邉　椿(1) 1:09.67
藤島高 鯖江高 若狭高 足羽高 羽水高 若狭高 美方高 美方高
大塚　結衣(2) 10:16.75 藏元　真莉奈(2) 10:46.07 井上　栞里 11:28.83 渡辺　瑠菜 12:27.14
光陽中 敦賀高 若狭高 若狭高
神園　弥優(1) 19.41(+1.7)
敦賀高
敦賀高A 1:47.31 足羽高 1:51.29 敦賀高B 1:55.34 若狭高A 1:57.35 若狭高B 2:00.20
宮松　志希(3) 吉村　夢月(1) 神園　弥優(1) 藤原　心羽 杉崎　杏里
和田　絢柚子(3) 髙橋　優香(2) 藏元　真莉奈(2) 要　こころ 渡辺　瑠菜
岡田　彩音(3) 清水　真菜実(2) 岩本　京香(1) 竹田　彩夏 井上　栞里
三村　啓恵(3) 田辺　雪乃(2) 松尾　菜那(2) 藤田　咲希 秦　梨那
寺本　栞那(3) 5m66(+1.5) 宮松　志希(3) 5m28(+2.4) 尾武　華蓮(2) 5m27(+1.6) 田辺　雪乃(2) 4m96(+1.6) 和田　絢柚子(3) 4m96(+2.0) 清水　美咲(2) 4m66(+1.5) 竹田　彩夏 4m48(+2.2) 杉崎　杏里 4m30(+1.8)
ＯＪＡＣ 敦賀高 公認4m99(+0.9) 鯖江高 足羽高 敦賀高 三国高 若狭高 公認4m28(+1.4) 若狭高
和田　絢柚子(3) 10m76(+1.2) 清水　美咲(2) 9m37(+1.2)
敦賀高 三国高
三村　啓恵(3) 51m08 岡田　彩音(3) 45m01 松尾　菜那(2) 44m23
敦賀高 敦賀高 敦賀高
山形　香心(1) 25m73 坂川　愛佳(2) 25m28 友延　明日香(2) 19m05 宮下　愛依(1) 17m39 吉田　梓沙(2) 16m51 坂下　詩音(1) 15m71 前田　かりん(2) 13m28 寺地　美羽(2) 13m25
足羽高 羽水高 粟野中 三国高 春江中 三国高 羽水高 粟野中
山形　香心(1) 28m76 坂川　愛佳(2) 20m66 坂下　詩音(1) 19m83 宮下　愛依(1) 18m67
足羽高 羽水高 三国高 三国高

凡例  GR:大会記録

高校・一般女子やり投(600g)

高校・一般男子4X200mR

高校・一般女子三段跳

高校・一般男子三段跳

5位

高校男子ハンマー投(6kg）

高校・一般男子走幅跳

高校男子砲丸投(6.000kg)

高校・一般女子
100mH(0.838m) 

高校・一般女子4X200mR

高校・一般女子走幅跳

高校・一般女子ハンマー投

高校・一般女子円盤投
(1.000kg)

高校・一般男子800m

高校・一般男子3000m

一般男子ハンマー投(7.26kg)

高校・一般男子100m

高校・一般男子やり投(800g)

高校男子円盤投(1.750kg)

一般男子円盤投(2.000kg)

高校・一般男子400m

一般男子砲丸投(7.260kg)

高校・一般女子100m

高校・一般女子400m

高校・一般女子3000m

高校・一般男子
110mH(1.067m) 

高校・一般男子走高跳

8位
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