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第1回　Athlete Night Games in FUKUI 2019年8月17日(土)

-FUKUI 9.98CUP- 決勝一覧表
福井県営陸上競技場／Fukui prefectural track and field studium

日付 種目

男子9.98CUP 8/17 １００ｍ 桐生 祥秀(95) 10.05 多田 修平(96) 10.20 白石 黄良々(96) 10.29 岩崎 浩太郎(96) 10.31 竹田 一平(97) 10.37 犬塚 渉(97) 10.44 長田 拓也(94) 10.45 遠藤 泰司(97) 10.61

日本生命 +0.9 住友電工 +0.9 セレスポ +0.9 ユティック +0.9 スズキ浜松ＡＣ +0.9 順天堂大 +0.9 富士通 +0.9 立命館大 +0.9 

女子9.98CUP 8/17 １００ｍ 御家瀬 緑(01) 11.69 和田 麻希(86) 11.75 島田 雪菜(98) 11.93 加藤 杏奈(02) 11.96 亀山 雛子(96) 12.24 久貝 瞳(93) 12.27 横山 恵理菜(04) 12.59

恵庭北高 +0.6 ミズノ +0.6 ﾊｲﾃｸAC +0.6 敦賀高 +0.6 秋田大学 +0.6 ユティック +0.6 武生一中 +0.6 

男子9.98CUP 8/17 １１０ｍＨ 高山 峻野(94) 13.25 金井 大旺(95) 13.53 泉谷 駿介(00) 13.53 矢澤 航(91) 13.55 栗城 アンソニー(96) 13.60 石川 周平(95) 13.65 尾形 晃広(93) 13.91 乾 大輔(95) 14.33

(1.067m) ゼンリン +1.1 NNR ミズノ +1.1 順天堂大 +1.1 ﾃﾞｻﾝﾄTC +1.1 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC +1.1 富士通 +1.1 アサヒ +1.1 ＥＣＣ +1.1 

女子9.98CUP 8/17 １００ｍＨ 寺田 明日香(90) 13.00 福部 真子(95) 13.16 田中 佑美(98) 13.18 紫村 仁美(90) 13.42 大久保 有梨(97) 13.55 佐々木 天(97) 13.57 武部 真央(95) 13.67 川島 卯未(99) 14.25

(0.838m) パソナグループ +1.4 =NR 日本建設工業 +1.4 立命館大 +1.4 東邦銀行 +1.4 ユティック +1.4 筑波大 +1.4 ツエーゲンＲＣ +1.4 中央大 +1.4 

男子9.98CUP 8/17 ８００ｍ ｸﾚｲｱｰﾛﾝ 竜波(02) 1:46.63 川元 奨(93)  1:48.23 林 貴裕(97)  1:48.83 松本 純弥(00)  1:53.23 梅谷 健太(96)  1:55.97

相洋高 スズキ浜松ＡＣ 順天堂大 法政大 サンベルクス

男子ﾅｼｮﾅﾙﾚｺｰﾄﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ 8/17 ２００ｍ 白石 黄良々(96) 20.27 飯塚 翔太(91) 20.39 山下 潤(97) 20.40 原 翔太(92) 20.72 飯塚 拓巳(98) 20.98 髙瀬 慧(88) 21.12

セレスポ +0.8 ミズノ +0.8 筑波大 +0.8 スズキ浜松ＡＣ +0.8 中央大 +0.8 富士通 +0.8 

男子ﾅｼｮﾅﾙﾚｺｰﾄﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ 8/17 走幅跳 城山 正太郎(95) 8m40 橋岡 優輝(99) 8m32 津波 響樹(98) 8m23 小田 大樹(96) 8m03 嶺村 鴻汰(92) 7m94 手平 裕士(92) 7m90 山川 夏輝(95) 7m88 下野 伸一郎(90) 7m78

ゼンリン +1.5 NNR 日本大 +1.6 NNR 東洋大 +0.6 ヤマダ電機 +1.6 富士通 +2.0 オークワ +1.0 東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ +1.9 九電工 +1.9 

男子記録会一般 8/17 １００ｍ 岩崎 浩太郎(96) 10.35 竹田 一平(97) 10.45 大久保 公彦(97) 10.47 村田 和哉(89) 10.61 川端 公人(92) 10.65 平野 直人(92) 10.72 高橋 隆晟(00) 10.85 服部 匡恭(00) 10.97

ユティック -0.2 スズキ浜松ＡＣ -0.2 中大 -0.2 ユティック -0.1 runway -0.2 ユティック -0.2 中京大学 -0.1 中京大学 -0.1 

男子記録会高校 8/17 １００ｍ 小坂 竜廣(01) 11.30 豊嶋 真叶(02) 11.33 山岸 由昂(02) 11.62 松下 莉久(01) 11.68 左近 翔生(02) 11.78 真溪 祐輝(03) 11.83 八十嶋 玲央(03) 11.85 島田 幹太(02) 11.86

鯖江高 -1.9 敦賀気比高 -1.9 敦賀高 -1.9 三国高 +0.2 武生東高 +0.2 敦賀気比高 +0.6 高志高 +0.2 敦賀気比高 +0.6 

男子記録会中学 8/17 １００ｍ 瀧波 和大(04) 11.36 中道 相翔(05) 11.48 村上 碧(05) 11.52 西村 匠(04) 11.54 吉田 悠真(04) 11.64 金 平(04) 11.90 花田 成琉(05) 11.91 木村 昂稔(05) 12.02

中央中 +3.0 陽明中 +3.0 粟野中 +3.0 布水中学校 +3.0 社中 +3.0 中央中 +3.0 粟野中 +0.5 武生一中 +0.5 

男子記録会小学 8/17 １００ｍ 和田 憲知(6) 12.75 松木 陽達(6) 13.26 藤澤 祐太(6) 13.85 林 悠人(6) 13.88 北野 峻英(6) 13.96 山本 龍輝(6) 14.02 田中 隆之介(6) 14.02 高野 智弘(5) 14.04

武生西小 +1.3 敦賀Ｊｒ． +1.3 UTICT&FJr +1.3 丸岡陸上スポ少 +1.3 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾙﾃ +1.3 丸岡陸上スポ少 +1.1 敦賀Ｊｒ． +1.3 味真野小 +1.1 

女子記録会一般 8/17 １００ｍ 亀山 雛子(96) 12.20 久貝 瞳(93) 12.36

秋田大学 +1.2 ユティック +1.2 

女子記録会高校 8/17 １００ｍ 加藤 杏奈(02) 12.15 島田 有彩(01) 12.61 源 紫苑(02) 12.67 中野 さらさ(04) 13.07 山岸 沙也加(03) 13.34 片山 るい(03) 13.45 中川 華夢(03) 13.58 森 美琴(02) 13.81

敦賀高 -0.7 敦賀高 -0.7 小松商高 -0.7 工大福井高 +0.1 敦賀高 -0.7 敦賀気比高 +0.1 敦賀気比高 +0.1 敦賀気比高 -0.7 

女子記録会中学 8/17 １００ｍ 横山 恵理菜(04) 12.54 鈴木 初菜(06) 13.15 石田 奈瑞菜(05) 13.31 大塚 美希(05) 13.48 田中 巴那(06) 13.51 須方 海咲(04) 13.78 坂本 愛佳(06) 13.79 酒井 明日花(05) 13.92

武生一中 +0.8 成和中 +0.8 成和中 +0.8 武生一中 +0.8 高志中 +0.8 社中 +1.9 開成中 +1.9 武生一中 +1.9 

女子記録会小学 8/17 １００ｍ 田野 一愛(6) 13.67 南 陽菜(6) 13.83 今井 美莉亜(6) 14.07 佐藤 愛(6) 14.21 吉田 早希(5) 14.38 小林 由奈(6) 14.46 佐本 奈穂(6) 14.52 森 百花(6) 14.62

惜陰小 +0.5 UTICT&FJr +0.5 AC一宮kids +0.5 丸岡陸上スポ少 +0.5 福井ﾌｪﾆｯｸｽ +0.8 惜陰小 +0.5 敦賀Ｊｒ． +0.5 UTICT&FJr +0.8 

男子記録会一般 8/17 走幅跳 尾石 利広(92) 7m59 伊藤 陸(01) 7m58 伊藤 渉(02) 6m87 牧田 友博(00) 6m69 池端 宏昭(85) 6m57 吉田 隆哉(02) 6m55 熊野 宏祐(97) 6m42 加藤 諒太(99) 6m36

B&KAC +1.7 近大高専 +1.0 近大高専 +2.9 福井工大 +1.0 福井union +2.2 近大高専 +0.5 龍谷大 +1.4 福大 +1.5 

男子記録会高校 8/17 走幅跳 小坂 竜廣(01) 6m76 竹田 圭志(02) 6m76 仲野 昂斗(01) 6m37 森永 祥太(03) 6m26 清水 翔暉(01) 6m07 塩塚 遼空(03) 6m06 西尾 和記(02) 5m96 上杉 純(02) 5m62

鯖江高 +2.0 敦賀高 +1.5 足羽高 +1.8 高志高 +0.9 敦賀気比高 -0.4 敦賀気比高 +0.5 科学技術高 +1.7 鯖江高 +1.6 

2nd:6m69(+1.4) 2nd:5m02(-1.9)

男子記録会中学 8/17 走幅跳 吉田 悠真(04) 6m36 細萱 颯生(05) 5m89 矢口 賢(04) 5m59 佐々木 浩希(06) 5m38 西口 裕朗(05) 5m25 土田 快侑(06) 5m08 小田 翔太(05) 4m58 谷口 翔星(06) 4m31

社中 -0.4 桐朋中 -0.9 成和中 -0.5 明倫中 -0.9 社中 -0.2 芦原中 +0.9 成和中 -0.1 成和中 +0.3 

男子記録会小学 8/17 走幅跳 高橋 佳大(6) 4m32 元山 尚紀(5) 4m18 今村 虎太郎(6) 4m16 林 悠人(6) 4m13 小林 良輔(5) 4m00 上田 恵梧(5) 4m00 西端 蒼史(6) 3m82 米岡 寛鎮(6) 3m77

きらめきAC -1.6 丸岡陸上スポ少 +0.3 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ +2.1 丸岡陸上スポ少 +0.3 UTICT&FJr -2.2 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.8 UTICT&FJr +1.7 みのり陸上 -1.6 

女子記録会高校 8/17 走幅跳 森 美琴(02) 4m98 中川 華夢(03) 4m52 片山 るい(03) 3m84

敦賀気比高 -1.4 敦賀気比高 +2.8 敦賀気比高 -0.4 

女子記録会中学 8/17 走幅跳 水野 愛梨(04) 4m92 加藤 沙弥(05) 4m66 和田 絢柚子(04) 4m64 吉長 望(04) 4m59 尾武 華蓮(06) 4m58 加藤 鈴(06) 4m53 森川 晴菜(05) 4m23 岡部 真季(04) 4m02

中央中 +1.4 武生一中 +0.8 中央中 -0.5 成和中 -0.1 中央中 +2.6 森田中 -0.8 金津中 +1.8 高志中 -1.3 

女子記録会小学 8/17 走幅跳 佐藤 愛(6) 4m32 小林 由奈(6) 4m13 松浦 伶奈(6) 3m84 藤田 紗季(4) 3m53 伊東 佑夏(5) 3m51 佐々木 優愛(5) 3m43 菅原 菜々美(6) 3m32 嶋田 珠季(5) 3m18

丸岡陸上スポ少 +0.5 惜陰小 -1.7 丸岡陸上スポ少 -1.7 AWARA陸上Jr. -1.4 丸岡陸上スポ少 -0.9 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ -1.2 UTICT&FJr -0.8 UTICT&FJr +2.2 

（NNR:日本新記録/ =NR:日本ﾀｲ記録）
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