
トラック審判長 小林弥寿夫
跳 躍 審 判 長 辻崎　正則
投てき審判長 山下　正明
記 録 主 任 中村　勝則

種目
横山　慶晟(1) 12.37(-2.2) 小池　真生(1) 12.64(-2.2) 角谷　謙太(1) 12.82(-0.7) 竹内　獅覚(1) 12.85(-2.2) 角谷　洸翔(1) 12.94(-2.2) 坂下　一斗(1) 12.94(-2.2) 森下　智貴(1) 12.97(-2.2) 宇随　健大郎(1) 13.00(-2.2)

至民 勝山南部 足羽第一 三国 粟野 TK 中央 TK 小浜第二 進明

渡辺航志郎　(2) 11.59(+0.7) 坪川　颯斗(2) 11.71(+0.1) 岡島　京矢(2) 11.82(+0.7) 宇佐見　暦(2) 11.90(+0.7) 松嶌　一樹(2) 11.98(+0.1) 愛宕　頼(2) 11.98(+0.1) 岸本　竜弥(2) 12.10(+0.1) 工藤　和莞(2) 12.10(+0.7)

春江 金津 成和 勝山中部 灯明寺 松陵 万葉 粟野

渡辺航志郎　(2) 23.70(+0.4) 藤田　歩夢(2) 23.75(+0.5) 坪川　颯斗(2) 23.79(+0.4) 吉村　優真(2) 24.30(+0.4) 瀧口　勇人(2) 24.54(+0.4) 大家　希武(2) 24.56(+0.4) 岡島　京矢(2) 24.57(+0.5) 宇佐見　暦(2) 24.60(+0.4)

春江 灯明寺 金津 中央 至民 粟野 成和 勝山中部

藤田　歩夢(2) 55.61 大家　希武(2) 58.73 伏見　匡祐(2) 59.02 岡部　恵大(2) 1:00.12 西村　優騎(2) 1:00.35 田嶋　将伍(2) 1:01.71 武盛　瑛二(2) 1:01.74 吉田　瑞生(2) 1:02.11

灯明寺 粟野 春江 上志比 松陵 三国 明倫 成和

上杉　一(2) 2:08.87 宇野　誠純(2) 2:10.03 森下　聖(2) 2:11.00 岡部　恵大(2) 2:13.90 竹村　侑己(2) 2:17.37 伏見　匡祐(2) 2:17.54 中村　柊介(2) 2:17.89 福田　真也(2) 2:19.80

勝山中部 足羽 美浜 上志比 上中 春江 進明 灯明寺

森　　和翔(1) 4:49.45 前田　葵(1) 4:50.03 山本　晃大(1) 4:50.89 田中　悠翔(1) 4:55.30 吉田　圭悟(1) 4:57.69 大同　陸斗(1) 4:58.74 中川　陽(1) 5:00.56 籠谷　峻太郎(1) 5:00.63

足羽 中央 武生第二 進明 東陽 美浜 武生第一 武生第二

山口　真聖(2) 4:34.07 水上　流輝亜(2) 4:34.95 上杉　一(2) 4:35.92 吉田　敬祐(2) 4:36.90 森下　聖(2) 4:42.76 奥山　晃成(2) 4:51.20 宇野　誠純(2) 4:55.15 宮下　大和(2) 4:55.73

武生第二 武生第二 勝山中部 中央 美浜 武生第一 足羽 大東

山口　真聖(2) 9:33.80 水上　流輝亜(2) 9:34.67 斎藤　将也(2) 9:38.59 吉田　敬祐(2) 9:41.89 東　晃成(2) 9:57.52 籠谷　峻太郎(1) 10:02.95 山本　晃大(1) 10:05.76 角原　望(2) 10:16.72

武生第二 武生第二 陽明 中央 小浜第二 武生第二 武生第二 気比

角谷　洸翔(1) 16.14(+1.1) 寺坂　優希(1) 16.23(+1.1) 赤松　奈生(1) 16.86(+2.5) 谷口　聡汰(1) 17.17(+2.4) 村島　恭矢(1) 17.40(+1.1) 武長　玲杜(1) 17.41(+2.4) 村上　碧(1) 17.55(+1.1) 古市　凌(1) 17.75(+1.1)

粟野 中央 武生第二 足羽第一 中央 三方 粟野 至民

丸山　陽生良(2) 15.16(+4.7) 渡辺　周(2) 16.02(+4.7) 八十嶋　玲央(2) 16.13(+4.7) 工藤　和莞(2) 16.28(+4.7) 向川　紘平(2) 17.06(+4.7) 加藤　優弥(2) 17.69(+3.1) 増田　悠雅(2) 17.74(+3.1) 五十嵐　陸斗(2) 18.12(+4.7)

足羽第一 三方 坂井 粟野 進明 鯖江 武生第一 中央

粟野 47.62 足羽第一 47.80 春江 47.93 松陵 48.15 中央 48.26 成和 48.55 至民 48.84 灯明寺 49.07

角谷　洸翔(1) 佐々木　亮侑(2) 内田　隆信(2) 石田　伶至(2) 坂下　一斗(1) 河　正志(2) 朝倉　凌(2) 田中　一総(2)

工藤　和莞(2) 丸山　陽生良(2) 坪田　悟志(2) 真溪　祐輝(2) 吉村　優真(2) 大田　海翔(2) 瀧口　勇人(2) 藤田　歩夢(2)

大家　希武(2) 角谷　謙太(1) 伏見　匡祐(2) 西村　優騎(2) 五十嵐　陸斗(2) 岡島　京矢(2) 酒井　人和(1) 五十嵐　仁(2)

上田　拓未(2) 谷口　聡汰(1) 渡辺航志郎　(2) 愛宕　頼(2) 田中　来樹(2) 吉田　瑞生(2) 横山　慶晟(1) 橋本　奈知(2)

水嶋　颯人(1) 1m45 宇野　千翔(1) 1m45 古市　凌(1) 1m35 金山　敬祐(1) 1m30 岡元　刀弥(1) 1m30 竹嶋　樹生(1) 1m30

気比 明倫 至民 成和 粟野 東陽

西岡　勇翔(2) 1m60 宮本　康生(2) 1m60 斎藤　大夢(2) 1m55 大塚　晴貴(2) 1m50 酒井　駿介(2) 1m45 吉田　翔太(2) 1m45 石田　開人(2) 1m45

武生第一 小浜第二 至民 松陵 丸岡南 鯖江 足羽第一

竜田　　充　(2) 1m45

春江

池田　一晴(2) 2m40 上田　蒼偉(2) 2m40 吉田　零(2) 2m30 山本　童夢(1) 2m20 野阪　純生(2) 1m80 金子　侑司(2) 1m70 笹井　陽太(1) 1m60

美浜 坂井 武生第三 武生第三 進明 武生第三 美浜

丸山　陽生良(2) 6m37(+1.5) 下川　玲布(2) 6m03(+1.0) 上田　拓未(2) 5m64(+0.2) 森永　祥太(2) 5m59(-0.4) 五十嵐　陸斗(2) 5m52(-0.5) 安田　裕貴(2) 5m20(-0.1) 前田　絃貴(2) 5m17(+0.1) 水野　楓岳(2) 5m14(0.0)

足羽第一 GR 丸岡 粟野 明倫 中央 三国 陽明 社

酒井　人和(1) 5m24(+1.6) 瀧波　和大(1) 5m16(+2.1) 小池　竣也(1) 5m06(+0.9) 矢口　賢(1) 5m05(+0.5) 青池　翼(1) 4m83(+0.6) 落谷　寧生(1) 4m80(+3.9) 野路　恭佑(1) 4m75(+0.8) 寺坂　優希(1) 4m72(+0.6)

至民 中央 公認5m05(+1.7) 勝山南部 成和 三方 三方 公認4m56(+0.9) 進明 中央

酒井　人和(1) 9m09 花田　成琉(1) 8m64 谷口　聡汰(1) 8m62 金　平(1) 8m56 井上　朝陽(1) 8m44 向川　真(1) 7m69 牧野　海(1) 7m61 宮浦　寿明(1) 7m59

至民 粟野 足羽第一 中央 三方 尚徳 坂井 足羽第一

河野　光訓(2) 10m16 加藤　丈一郎(2) 8m95 斎藤　大夢(2) 8m91 小畑　舶(2) 8m43 吉田　宇良(2) 8m28 中嶋　千博(2) 7m82 吉野　流生(2) 7m77 友佐　全(2) 7m72

武生第一 武生第一 至民 小浜 三方 中央 気比 粟野

河野　光訓(2) 27m31 加藤　丈一郎(2) 27m11 友佐　全(2) 20m98 吉田　宇良(2) 20m18 小林　泰羅(2) 18m37 大橋　黎恭(2) 18m30 中嶋　千博(2) 17m97 金谷　甚太(2) 17m82

武生第一 武生第一 粟野 三方 中央 大東 中央 松陵

中村　颯太(3) 9:44.60 山内　友翔(3) 9:58.93 尾崎　拓真(2) 10:27.22 鶴﨑　陸太(3) 10:46.48 田中　悠大(2) 10:53.16

武生第二 中央 武生第二 中央 武生第二
凡例  TK:着差あり GR:大会記録

8位

中学１年男子100m

中学２年男子100m

中学１・２年男子200m

第60回福井県中学校陸上競技大会 【17203003】
越前市東運動公園陸上競技場 【203050】
2017/11/04

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

中学２年男子1500m

中学１・２年男子3000m

オープン男子3000m

中学１・２年男子400m

中学１・２年男子800m

中学１年男子1500m

中学１年男子走高跳

中学２年男子走高跳

中学１年男子100mH

中学２年男子110mH

中学１・２年男子4X100mR

中学１年男子砲丸投(4.0kg)

中学２年男子砲丸投(5.000kg)

中学１・２年男子円盤投

中学１・２年男子棒高跳

中学２年男子走幅跳

中学１年男子走幅跳



種目
横山　恵理菜(1) 13.32(-1.3) 坂野　心柊(1) 13.45(-1.3) 佐藤　凜(1) 13.61(-1.3) 吉田　千夏(1) 13.71(-1.3) 中山　結香(1) 13.79(-1.3) 友佐　優来(1) 13.82(-1.3) 城川　凜(1) 13.91(+0.3) 徳橋　美咲(1) 13.96(-0.6)

武生第一 万葉 至民 足羽第一 春江 粟野 灯明寺 鯖江

山岸　沙也加(2) 13.12(-1.0) 谷　風花(2) 13.48(-1.0) 松原　由芽(2) 13.62(-1.0) 柿谷　沙弥(2) 13.63(-1.0) 南部　優来(2) 13.74(-0.1) 桑原　望(2) 13.80(+0.3) 木下　桜(2) 13.84(-0.1) 中西　真悠(2) 13.96(-0.9)

勝山中部 勝山南部 粟野 成和 明倫 足羽第一 明道 明道

横山　恵理菜(1) 26.73(+2.6) 吉田　千夏(1) 27.83(+3.5) 藤本　七海(2) 27.85(+2.6) 中野　さらさ(2) 27.96(+2.6) 遊亀　莉子(2) 28.13(+2.6) 山田　奈津実(2) 28.16(+3.5) 友佐　優来(1) 28.17(+2.6) 佐藤　凜(1) 28.23(+3.5)

武生第一 足羽第一 中央 成和 武生第一 三国 粟野 至民

菅　凛(1) 2:29.95 谷川　育実(1) 2:30.22 山口　晏音衣(1) 2:30.29 辻内　良夢(1) 2:31.85 酒井　心希(1) 2:32.31 佐々木　由良(1) 2:33.25 田中　琴嶺(1) 2:34.31 笠松　青夏(1) 2:34.57

小浜 金津 足羽第一 開成 東陽 鯖江 松岡 勝山北部

野村　いちご(2) 2:22.14 中村　愛莉(2) 2:27.03 森山　和奏(2) 2:27.33 佐藤　楓(2) 2:30.19 黒田　さくら(2) 2:30.39 中山　寧々(2) 2:31.58 揚原　優花(2) 2:32.08 西山　理子(2) 2:32.28

角鹿 丸岡 松岡 社 勝山南部 中央 鯖江 武生第一

野村　いちご(2) 4:55.91 黒田　さくら(2) 5:09.65 西山　理子(2) 5:12.28 佐々木　由良(1) 5:13.34 酒井　心希(1) 5:14.12 中村　愛莉(2) 5:15.42 相馬　佑妃(2) 5:16.11 山　菜々子(2) 5:16.87

角鹿 勝山南部 武生第一 鯖江 東陽 丸岡 鯖江 開成

徳橋　美咲(1) 15.82(+1.3) 坂野　心柊(1) 16.25(+1.3) 谷口　心優(1) 17.02(+1.3) 小林　菜月(1) 17.59(+1.3) 杉本　歌恋(1) 18.09(+2.4) 望月　心晴(1) 18.31(+0.7) 竹内　心(1) 18.70(+1.3) 竹中　萌栞(1) 18.85(+1.8)

鯖江 GR 万葉 武生第一 春江 足羽第一 鯖江 明倫 気比

松原　由芽(2) 15.94(+2.2) 中野　さらさ(2) 16.11(+2.2) 清水　空(2) 17.10(+2.2) 宮澤　萌愛花(2) 17.42(+0.6) 奥村　未萌那(2) 17.74(+2.2) 竹間　結菜(2) 17.94(+2.2) 桑原　望(2) 18.16(+1.4) 竹内　梨乃(2) 18.75(+0.4)

粟野 成和 中央 東陽 三方 中央 足羽第一 光陽

成和 52.29 粟野 53.24 明道 53.73 中央 53.73 万葉 54.11 足羽第一 54.35 至民 54.39 武生第一 54.53

冨田　藍梨(2) 村中　睦乃(2) ﾀﾞﾄｩ ﾗｼﾞｪﾘﾝ ｱﾙｶﾝﾀｰﾗ　(2) 西村　栞(1) 川﨑　乃愛(1) 杉本　彩音(2) 近江　香春(2) 小原　彩(2)

柿谷　沙弥(2) 友佐　優来(1) 木下　桜(2) 藤本　七海(2) 大久保　春香(2) 吉田　千夏(1) 佐藤　凜(1) 横山　恵理菜(1)

若杉　乙佳(2) 松原　由芽(2) 中西　真悠(2) 田中　奈菜(1) 坂　瑠美奈(2) 桑原　望(2) 市村　みなみ(2) 谷口　心優(1)

中野　さらさ(2) 東　真帆(2) 幅岸　小桃(2) 小倉　美咲(2) 坂野　心柊(1) 杉本　歌恋(1) 中原　由葵(2) 遊亀　莉子(2)

大﨑　真奈(1) 1m40 小林　菜月(1) 1m35 赤﨑　凜花(1) 1m30 和田　絢柚子(1) 1m25 田川　咲穂(1) 1m20 近江　陽和(1) 1m20

春江 春江 小浜第二 中央 金津 至民

小林　みゅう(1) 1m20

中央

江戸　愛華(1) 1m20

三方

清水　空(2) 1m45 竹内　梨乃(2) 1m40 渡辺　志映(2) 1m35 若林　美帆(2) 1m35 杉本　詩夏(2) 1m35 田中　花(2) 1m30 吉村　美星(2) 1m30

中央 光陽 明倫 鯖江 至民 灯明寺 足羽

竹内　夏未(2) 1m40 若杉　乙佳(2) 1m30

中央 成和

松川　弥怜(2) 1m30

足羽第一

菊川　悠杏(1) 4m69(0.0) 中西　友那(1) 4m46(0.0) 吉田　結名(1) 4m43(0.0) 山口　耀(1) 4m42(+0.3) 和田　絢柚子(1) 4m36(+0.2) 水野　愛梨(1) 4m33(0.0) 原　綾伽(1) 4m29(+0.2) 稲葉　綾里(1) 4m18(+0.3)

灯明寺 大東 足羽 明道 中央 中央 陽明 丸岡

南部　優来(2) 4m83(+1.6) 中川　華夢(2) 4m62(+1.1) 若杉　乙佳(2) 4m62(+0.3) 東　真帆(2) 4m56(+0.9) 高島　みなみ(2) 4m52(+0.4) 河野　優衣(2) 4m48(+0.7) 山岸　香乃(2) 4m44(+1.9) ﾀﾞﾄｩ ﾗｼﾞｪﾘﾝ ｱﾙｶﾝﾀｰﾗ　(2) 4m35(+1.1)

明倫 気比 成和 粟野 光陽 丸岡 鯖江 明道

岡田　彩音(1) 9m94 中村　香里(1) 9m77 竹原　璃々花(1) 8m78 長岡　野乃子(1) 7m94 東　紗穂(1) 7m78 柳澤　玲来(1) 7m77 木村　詩朱玖(1) 7m51 林　真央(1) 6m93

足羽第一 美浜 松岡 春江 大東 灯明寺 明道 高志

貴田　歩伽(2) 11m54 朝倉　沙織(2) 10m84 黒川　怜美奈(2) 10m13 星谷　心咲(2) 9m76 板垣　紗知(2) 9m51 馬野　彩加(2) 9m47 野坂　妃那(2) 9m40 寺﨑　みゆ(2) 9m25

中央 中央 足羽第一 成和 三国 美浜 春江 中央

貴田　歩伽(2) 25m66 寺﨑　みゆ(2) 25m65 朝倉　沙織(2) 20m97 星谷　心咲(2) 20m62 竹原　璃々花(1) 20m39 加藤　弓月(2) 19m99 馬野　彩加(2) 18m97

中央 中央 中央 成和 松岡 万葉 美浜

向川　元乃(2) 19m99

明道

松井　咲来(2) 11:36.62 小田　明日花(2) 12:20.27 今西　希(1) 12:31.20 伊藤　千華(1) 14:22.43

武生第二 武生第二 中央 中央

飯岡　小春(2) 2m30 平井　明日香(2) 2m10

丸岡南 武生第二
凡例  TK:着差あり GR:大会記録

6位 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位

中学１年女子800m

中学２年女子800m

中学１・２年女子1500m

中学１年女子100m

中学２年女子100m

中学１・２年女子200m

中学２年女子走高跳

中学１・２年女子4X100mR

中学１年女子走高跳

オープン女子3000m

中学１年女子100mH

中学２年女子100mH

中学１年女子砲丸投

中学２年女子砲丸投

中学１・２年女子円盤投

オープン中学１・２年女子棒高跳

中学１年女子走幅跳

中学２年女子走幅跳


