
ト ラ ッ ク 審 判 長 橋本　洋

ス タ ー ト 審 判 長 白崎　繁男

跳 躍 審 判 長 柴田　利郎

投 て き 審 判 長 柴田　利郎

記 録 主 任 上道　直哉

日付 種目

山口　凜也(3) 10.69(+5.0) 仲島　諒　 10.70(+5.0) 平野　直人　 10.85(+5.0) 田中　崇良　 10.88(+4.2) 愛宕　頼(1) 10.92(+5.0) 深町　飛太(3) 11.03(+5.0) 柏女　敦朗(3) 11.13(+5.0) 坪川　颯斗(1) 11.23(+4.2)

北陸高 ユティック ユティック ユティック 敦賀高 敦賀高 金津高 北陸高

丸山　陽生良(1) 21.95(+3.6) 愛宕　頼(1) 22.57(+3.6) 小池　真生(3) 22.60(+3.6) 森川　琉斗(2) 23.20(+3.5) 吉村　笙吾(2) 23.21(+3.5) 森川　将治 23.57(+3.2) 松山　柊斗(2) 23.76(+4.7) 岡島　京矢(1) 24.27(+3.6)

北陸高 敦賀高 勝山アスリート 足羽一中 北陸高 福井マスターズ 足羽高 北陸高

深町　飛太(3) 51.35 河井　朋哉(1) 52.74 西村　康汰(2) 53.81 青池　駿(3) 53.82 朝日　ルカス(2) 56.50 水上　裕太(3) 56.59 大家　希武(1) 56.89 前田　葵(3) 57.06

敦賀高 福井工大 敦賀高 敦賀高 足羽高 万葉中 敦賀高 中央中

西村　康汰(2) 2:06.74 山川　樹(3) 2:07.75 森下　聖(1) 2:08.28 山下　直都(3) 2:09.82 柏女　哲朗(M1) 2:10.08 小池　竣也(3) 2:14.66 山内　透哉(3) 2:14.69 吉田　圭悟(3) 2:16.83

敦賀高 北陸高 敦賀高 工大福井 福井大 勝山アスリート 粟野中 東陽中

山本　晃大(3) 4:22.65 細田　峰生(3) 4:31.23 前田　透海(2) 4:35.32 高橋　拓夢(3) 4:37.17 田中　悠翔(3) 4:38.05 森下　聖(1) 4:38.12 三好　凛斗(3) 4:40.33 籠谷　峻太郎(3) 4:41.59

武生二中 足羽一中 中央中 春江中 進明中 敦賀高 万葉中 武生二中

山本　晃大(3) 9:39.16 細田　峰生(3) 9:41.60 山内　彬徳(3) 9:46.17 加藤　蒼翔(2) 9:52.31 山下　湧太(3) 9:53.89 森　稜真(3) 9:54.92 籠谷　峻太郎(3) 9:56.15 高橋　拓夢(3) 10:18.19

武生二中 足羽一中 陽明中 中央中 工大福井 気比中 武生二中 春江中

村上　碧(3) 15.37(+6.2) 寺坂　優希(3) 15.79(+6.2) 本吉　海斗(2) 17.02(+4.9) 戸川　建太朗(2) 17.05(+4.9) 武長　玲杜(3) 17.20(+6.2) 山野　憧馬(3) 17.36(+6.2) 武田　陵雅(3) 17.79(+6.2) 河口　拳士(3) 19.49(+6.2)

粟野中 中央中 春江中 春江中 三方中 三方中 明倫中 万葉中

竹内　浩樹(3) 15.26 西端　拓海(2) 23.68

北陸高 北陸高

斉藤　颯汰(2) 15.24 田邊　晴也(1) 15.91 関　貴斗(3) 16.27 仲野　昂斗(3) 16.92

びわスポ大 福井工大 足羽高 足羽高

福井工大 42.95 北陸高 43.68 敦賀高 43.95 高志高 44.53 足羽一中 45.73 粟野中 47.12 万葉中 47.36 春江中A 47.86

山本　裕真(4) 坪川　颯斗(1) 大家　希武(1) 野原　舜太(3) 角谷　謙太(3) 佐本　侑輝(3) 玉村　健翔(3) 戸川　建太朗(2)

河井　朋哉(1) 藤田　歩夢(1) 愛宕　頼(1) 北村　力丸(3) 森川　琉斗(2) 村上　碧(3) 河口　拳士(3) 上野　優利(2)

狩野　涼太(3) 岡島　京矢(1) 深町　飛太(3) 岩佐　龍成(2) 谷口　聡汰(3) 花田　成琉(3) 水上　創太(3) 柳田　寛大(2)

川上　秀太(3) 丸山　陽生良(1) 青池　駿(3) 柳田　蓮(3) 宮浦　寿明(3) 岡元　刀弥(3) 高木　稜太(2) 本吉　海斗(2)

宮原　大和 1m90 岡田　大暉(2) 1m85 岸下　直矢 1m85 須山　裕貴(2) 1m70 水嶋　颯人(3) 1m65 金山　敬祐(3) 1m65 笠原　彰紘(2) 1m65 岡元　刀弥(3) 1m65

福井陸協 敦賀高 タカトミ 工大福井 気比中 成和中 中央中 粟野中

横田　寛登(2) 2m80

金津高

竹田　圭志(2) 6m69(+3.7) 入江　直樹 6m62(+2.7) 花田　成琉(3) 6m20(+4.8) 酒井　人和(3) 6m16(+3.4) 間　洋介 6m12(+3.1) 松永　俊大(2) 5m78(+2.3) 小池　竣也(3) 5m64(+1.9) 花田　李樹(2) 5m57(+2.7)

敦賀高 公認記録なし 福井陸協 公認記録なし 粟野中 公認記録なし 至民中 公認記録なし 福井union 公認記録なし 松陵中 公認記録なし 勝山アスリート 敦賀高 公認記録なし

中澤　峻也(3) 15m07(+3.2) 池端　宏昭 13m77(+2.8) 竹田　圭志(2) 13m59(+4.3) 梶原　俊介(1) 13m14(+3.4) 入江　直樹 13m06(+4.0)

関学大 公認記録なし 福井union 公認記録なし 敦賀高 公認記録なし びわスポ大 公認記録なし 福井陸協 公認12m76(+1.6)

花田　成琉(3) 11m38 板谷　輝星(2) 10m42 横田　陸旺(2) 9m71 川端　夕翔(2) 9m46 中嶋　康太(2) 8m92 井上　朝陽(3) 8m72 荒島　創太(3) 8m63 仲嶌　孝汰(3) 7m80

粟野中 粟野中 中央中 粟野中 中央中 三方中 大東中 美浜中

花田　李樹(2) 14m19 河野　光訓(1) 11m61 松原　継(3) 10m94 山田　嘉幸(2) 10m62 中嶋　千博(1) 8m62 淺川　竜一(3) 8m45

敦賀高 足羽高 足羽高 福井商高 足羽高 金津高

桃木　楽観(3) 28m06 横田　陸旺(2) 24m57 中野　啓介(3) 22m84 仲嶌　孝汰(3) 21m32 竹口　楓賀(3) 20m93 杉田　茉州(3) 19m75 川端　夕翔(2) 19m47 中嶋　康太(2) 18m63

明道中 中央中 松陵中 美浜中 春江中 万葉中 粟野中 中央中

ゴメス　エンヒケ(2) 43m19 河野　光訓(1) 32m29 山田　嘉幸(2) 29m09 松原　継(3) 21m58 淺川　竜一(3) 20m48 吉田　陽登(2) 18m10

足羽高 足羽高 福井商高 足羽高 金津高 敦賀工業高

岡田　大暉(2) 43m36 宮﨑　新(3) 38m89

敦賀高 工大福井

山本　侑希(2) 54m80 小竹　量士(3) 42m94 仲野　昂斗(3) 40m95 山澤　篤史(1) 37m47 大町　直生(3) 31m82 服部　純弥(3) 30m66 吉田　悠真(3) 29m82 小南　京平(3) 27m20

びわスポ大 若狭東高 足羽高 福井工大 三国高 工大福井 工大福井 三国高

4月27日 高校男子円盤投(1.750kg)

4月27日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

4月27日  男子やり投(800g)

4月27日 中学男子砲丸投(5.000kg)

4月27日 高校男子砲丸投(6.000kg)

4月27日 中学男子円盤投(1.500kg)

4月27日  男子棒高跳

4月27日  男子走幅跳

4月27日  男子三段跳

4月27日
ｼﾞｭﾆｱ男子110mH(0.991m)

風：+2.5

4月27日
 男子110mH(1.067m)

風：+3.3

4月27日  男子走高跳

4月27日  男子4X100mR

4月27日  男子800m

4月27日  男子3000m

4月27日 中学男子110mH(0.914m)

4月27日  男子1500m

8位

4月27日  男子100m

4月27日  男子200m

4月27日  男子400m
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ト ラ ッ ク 審 判 長 橋本　洋

ス タ ー ト 審 判 長 白崎　繁男

跳 躍 審 判 長 柴田　利郎

投 て き 審 判 長 柴田　利郎

記 録 主 任 上道　直哉

日付 種目

加藤　杏奈(3) 12.28(+2.7) 久貝　瞳　 12.44(+2.7) 加畑　美湖(3) 12.71(+2.7) 友佐　優来(3) 12.84(+2.7) 宮本　さくら(2) 12.85(+2.7) 塩谷　芹(3) 12.99(+3.9) 宮松　志希(3) 13.03(+3.7) 土山　彩音(3) 13.05(+5.3)

敦賀高 ユティック 敦賀高 粟野中 敦賀高 春江中 粟野中 陽明中

柴田　知春(4) 25.24(+4.0) 加畑　美湖(3) 25.99(+4.0) 友佐　優来(3) 26.53(+4.0) 鈴木　初菜(2) 26.59(+4.0) 小林　菜月(3) 26.78(+4.0) 塩谷　芹(3) 27.10(+4.9) 森川　芽衣(2) 27.14(+4.0) 中山　結香(3) 27.25(+4.9)

立命館大 敦賀高 粟野中 成和中 春江中 春江中 上中中 春江中

加畑　美湖(3) 1:01.83 藏元　真莉奈(2) 1:06.02 橋本　さくら(2) 1:07.00 野村　美桜(3) 1:09.63 小林　侑楽(2) 1:17.14 岡田　優菜 1:19.14

敦賀高 中央中 敦賀高 敦賀高 明倫中 福井陸協

野村　美桜(3) 2:26.70 原田　桃羽(2) 2:29.23 山口　愛玲菜(2) 2:30.39 江見　聖姫(3) 2:32.86 山口　晏音衣(3) 2:34.96 桶野　想乃(3) 2:35.14 孫田　かれん(2) 2:36.67 大山　和奏(2) 2:39.29

敦賀高 粟野中 万葉中 灯明寺中 足羽一中 美浜中 至民中 気比中

原田　桃羽(2) 5:10.15 桶野　想乃(3) 5:13.41 松本　実咲(3) 5:15.51 藤田　沙葵(1) 5:16.08 堀　結葉(2) 5:16.47 堀　瑠海(2) 5:18.33 井上　祐佳(2) 5:19.90 遠野　琴菜(3) 5:24.01

粟野中 美浜中 粟野中 ＦＪＡＣ 鯖江中 鯖江中 東陽中 鯖江中

徳橋　美咲(3) 15.17(+3.9) 宮松　志希(3) 15.34(+3.9) 田中　優花(3) 15.60(+6.3) 彦瀬　媛里(2) 16.26(+5.8) 竹内　心(3) 16.30(+3.9) 竹中　萌栞(3) 16.63(+3.9) 高棹　はなの(2) 16.66(+5.8) 菊川　悠杏(3) 16.79(+5.8)

鯖江中 粟野中 勝山アスリート 粟野中 明倫中 気比中 鯖江中 灯明寺中

村山　小夏(1) 17.44

北陸高

島田　有彩(3) 15.18 牧野　彩花(2) 17.63 見奈美　杏那(2) 19.11

敦賀高 足羽高 三国高

宮本　さくら(2) 1:10.77

敦賀高

敦賀高 50.47 春江中 51.96 成和中A 52.72 粟野中 52.91 中央中 53.13 足羽一中 53.25 成和中B 53.53 鯖江中 54.07

加畑　美湖(3) 手塚　理央(2) 鈴木　初菜(2) 彦瀬　媛里(2) 水野　愛梨(3) 酒井　天音(3) 前川　楓(3) 清水　真菜実(2)

加藤　杏奈(3) 中山　結香(3) 石田　奈瑞菜(2) 友佐　優来(3) 齋藤　可恋(2) 山口　晏音衣(3) 五十嵐　瑠音(3) 徳橋　美咲(3)

宮本　さくら(2) 塩谷　芹(3) 梶岡　咲智(3) 深町　美翔(3) 和田　絢柚子(3) 齊藤　真子(2) 吉長　望(3) 高橋　優香(2)

橋本　さくら(2) 小林　菜月(3) 谷口　葵梨(3) 宮松　志希(3) 田中　奈菜(3) 杉本　歌恋(3) 石村　日彩(3) 丸田　琴音(3)

大﨑　真奈(3) 1m55 小林　菜月(3) 1m50 赤﨑　凜花(3) 1m50 中田　和那(2) 1m45 竹内　梨乃(1) 1m45 飯田　美樹(2) 1m45 中島　琉星(3) 1m40 柴田　実侑(2) 1m35

春江中 春江中 小浜二中 明道中 工大福井 鯖江中 鯖江中 中央中

伊藤　綾希子(3) 2m40

金津高

岸口　輝美(2) 5m39(+8.1) 徳橋　美咲(3) 5m10(+3.1) 宮松　志希(3) 5m09(+5.7) 齊藤　真子(2) 5m02(+5.8) 水野　愛梨(3) 4m90(+5.0) 菊川　悠杏(3) 4m86(+3.6) 清水　綾美(1) 4m80(+3.2) 中原　由葵(1) 4m68(+5.3)

京都教育大 公認記録なし 鯖江中 公認記録なし 粟野中 公認4m90(+2.0) 足羽一中 公認4m80(+1.7) 中央中 公認4m82(+2.0) 灯明寺中 公認記録なし 北陸高 公認記録なし 北陸高 公認記録なし

岸口　輝美(2) 10m89(+5.5) 西端　葵(3) 10m29(+4.8) 菊川　郁琳(2) 10m07(+4.1)

京都教育大 公認記録なし 三国高 公認記録なし 福井商高 公認記録なし

岡田　彩音(3) 12m63 手塚　理央(2) 9m80 木村　詩朱玖(3) 9m76 貴田　結子(2) 9m70 岡田　琉那(2) 9m62 瀧波　奈々(3) 9m30 松尾　菜那(2) 9m24 田中　里璃(3) 9m18

足羽一中 春江中 明道中 中央中 春江中 鯖江中 明道中 中央中

中嶋　美羽(3) 10m68 朝倉　沙織(1) 10m57 貴田　歩伽(1) 10m50 前川　愛里(1) 10m13 山本　真白(2) 9m04

敦賀高 敦賀高 敦賀高 敦賀高 北陸高

長嶋　うらら(3) 37m25 法水　美苑(3) 34m37 寺崎　みゆ(1) 29m21 田中　里璃(3) 24m64 旭　颯季(3) 21m89 山本　真白(2) 21m39 貴田　結子(2) 20m69 西村　緋那理(3) 19m80

足羽高 足羽高 足羽高 中央中 鯖江中 北陸高 中央中 中央中

中嶋　美羽(3) 45m94 辻　知奈未(3) 33m39

敦賀高 工大福井

前川　愛里(1) 37m73 清水　千賀子(2) 32m52 見奈美　杏那(2) 21m68

敦賀高 敦賀高 三国高

凡例 

4月27日  女子円盤投(1.000kg)

4月27日  女子ハンマー投(4.000kg)

4月27日  女子やり投(600g)

4月27日  女子三段跳

4月27日 中学女子砲丸投(2.721kg)

4月27日  女子砲丸投(4.000kg)

4月27日  女子走高跳

4月27日  女子棒高跳

4月27日  女子走幅跳

4月27日
 女子100mH(0.838m)

風：+3.6

4月27日  女子400mH(0.762m)

4月27日  女子4X100mR

4月27日  女子800m

4月27日 中学女子100mH(0.762m)

4月27日
ユース女子100mH(0.762m)

風：+4.6

4月27日  女子1500m

4月27日  女子100m

4月27日  女子200m

4月27日  女子400m

8位
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