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Athlete Night Games in FUKUI 2021　-FUKUI 9.98CUP- 2021年8月27日(金)～28日(土)

主催：福井陸上競技協会　特別協力：福井県　特別協賛：株式会社福井新聞社 決勝一覧表
福井県営陸上競技場／Fukui prefectural track and field studium

日付 種目

8/28 １００ｍ 桐生 祥秀(95) 10.18 坂井 隆一郎(98) 10.24 鈴木 涼太(99) 10.31 矢橋 寛明(96) 10.33 桒原 拓也(98) 10.36 竹田 一平(97) 10.42 マデロ ケンジ(02) 10.44 梶川 颯太(99) 10.50

日本生命･東京 -0.0 大阪ガス･大阪 -0.0 城西大･静岡 -0.0 ヴィアティン･三重 -0.0 関学大･兵庫 -0.0 スズキ･静岡 -0.0 城西大･栃木 -0.0 立命館大･福井 -0.0 

8/28 ２００ｍ 小池 祐貴(95) 20.62 東田 旺洋(95) 20.87 染谷 佳大(98) 20.90 佐藤 拳太郎(94) 20.93 水久保 漱至(99) 21.01 植本 尚輝(98) 21.02 三浦 励央奈(00) 21.20 上山 紘輝(99) 21.38

住友電工･大阪 -0.7 栃木スポ協･栃木 -0.7 大和ハウス･東京 -0.7 富士通･埼玉 -0.7 第一酒造･栃木 -0.7 京産大･大阪 -0.7 早稲田大学･神奈川 -0.7 近大･三重 -0.7 

8/28 １１０ｍＨ 高山 峻野(94) 13.57 藤井 亮汰(96) 13.59 石川 周平(95) 13.60 高橋 佑輔(96) 13.70 村竹 ラシッド(02) 13.70 野本 周成(95) 13.71 豊田 兼(02) 13.88 石田 トーマス東(97) 14.07

(1.067m) ゼンリン･東京 -0.8 三重県スポ協･三重 -0.8 富士通･東京 -0.8 DAC･北海道 -0.8 順大･千葉 -0.8 愛媛陸協･愛媛 -0.8 慶大･東京 -0.8 勝浦ゴルフ･千葉 -0.8 

8/28 走幅跳 手平 裕士(92) 7m97 吉田 弘道(01) 7m87 外川 天寿(97) 7m80 嶺村 鴻汰(92) 7m60 鳥海 勇斗(01) 7m54 髙野 恭平(93) 7m45 津藤 広夢(00) 7m42 村上 霞茉(99) 7m31

オークワ･和歌山 +1.8 立命館大･兵庫 +1.5 ｼﾞｬﾝﾌﾟﾗｲｽﾞAC･千葉 +1.5 富士通･東京 +0.4 日本大･千葉 +1.5 愛知陸協･愛知 +1.6 順大･群馬 +1.7 岐協大･岐阜 +1.9 

8/28 １００ｍ 青山 華依(02) 11.57 壹岐 あいこ(00) 11.58 君嶋 愛梨沙(95) 11.68 石川 優(02) 11.76 鶴田 玲美(97) 11.76 齋藤 愛美(99) 11.85 名倉 千晃(93) 11.85 高橋 明日香(91) 11.89

甲南大･大阪 -0.4 立命館大･滋賀 -0.4 土木管理総合･長野 -0.4 青学大･神奈川 -0.4 南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ･鹿児島 -0.4 大阪成蹊大学･岡山 -0.4 ＮＴＮ･三重 -0.4 ｱｽﾚﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ･神奈川 -0.4 

8/28 １００ｍＨ 清山 ちさと(91) 13.31 鈴木 美帆(96) 13.32 福部 真子(95) 13.46 玉置 菜々子(00) 13.48 大久保 有梨(97) 13.50 鎌田 咲季(97) 13.51 竹内 真弥(98) 13.65 青木 益未(94) 18.37

(0.838m) いちご･宮崎 -0.8 長谷川体育施設･神奈川 -0.8 日本建設･東京 -0.8 国士舘大･北海道 -0.8 ユティック･福井 -0.8 ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽ･福岡 -0.8 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ･大阪 -0.8 七十七銀行･宮城 -0.8 

男子 8/28 １００ｍ 木下 直(01) 10.88 原 聡志(95) 10.92 倉部 勇哉(92) 11.03 井口 義人(98) 11.07 高野 克哉() 11.08 石井 司(91) 11.09 新城 健斗() 11.10 吉田 開(90) 11.28

一般 福井工大･福井 -0.4 OSAKA.T.C･大阪 -0.4 ユティック･福井 -0.7 京都府立医大･京都 -0.7 トヨタ自動車･愛知 -0.7 神戸市消防局･兵庫 -0.3 トヨタ自動車･愛知 -0.4 A-1athlete･福井 -0.3 

男子 8/28 １００ｍ 林 大貴(3) 12.26 廣辻 伊吹(3) 12.28 野坂 圭(1) 12.61 坂又 陸斗(2) 12.62 酒井 淳之介(1) 12.89 高田 煌聖(2) 12.93 振川 晏果(1) 13.18 岩佐 遼真(1) 13.39

中学 足羽第一中･福井 +2.1 社中･福井 +2.1 足羽中･福井 +2.1 Luxe･富山 +2.3 坂井中･福井 +2.1 足羽第一中･福井 +2.1 坂井中･福井 +2.3 足羽第一中･福井 +2.3 

女子 8/28 １００ｍ 甲斐 好美(93) 12.36 中西 楓夏(03) 12.53 吉澤 ひまり(01) 12.54 大城 莉夢(03) 12.92 田島 七里香(05) 13.13 松井 美樹(91) 13.15 竹下 悠香(97) 14.24 野村 祥花(92) 14.67

一般 浦安陸協･千葉 -1.1 至学館高･愛知 -1.1 至学館大･埼玉 -1.1 至学館高･愛知 -1.1 至学館高･愛知 -1.1 Gerbera･京都 -1.1 ＡＧＸ･愛知 -1.1 Gerbera･京都 -1.1 

女子 8/28 １００ｍ 野原 朱莉(3) 13.25 坂本 愛佳(3) 13.53 山川 皐月(2) 14.20 田村 秀美(1) 14.24 谷口 茉子(3) 14.28 髙田 唯未(1) 14.39 吉田 早希(1) 14.41 梶 絢香(2) 14.63

中学 Luxe･富山 -0.0 開成中･福井 +0.7 足羽第一中･福井 +0.7 社中･福井 +0.7 足羽中･福井 +0.7 武生三中･福井 +1.3 灯明寺中･福井 +0.7 足羽第一中･福井 +1.3 

8/28 １００ｍ 吉田 晴翔(6) 13.10 杉坂 瞭太朗(6) 13.46 水野 圭尭(6) 13.61 小林 湊(6) 13.63 矢野 温人(6) 13.75 伊藤 隆之助(12) 13.97 田中 一茶(6) 14.07 木村 稜良(6) 14.11

ユティック･福井 +1.1 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･福井 +1.1 ｱｽﾘｭｳﾄAC･福井 +1.1 敦賀Jr.･福井 +1.1 ＷｅＣａｎ･福井 +1.2 Luxe･富山 +2.5 A-1Jr･福井 +1.1 A-1Jr･福井 +1.1 

8/28 ８０ｍ 澤田 和來(4) 12.11 藤本 晟輔(4) 12.53 魚見 龍之介(3) 12.54 吉田 駿人(4) 12.70 野川 颯太(4) 12.72 根谷 陸叶(4) 12.83 武吉 智紀(4) 12.86 芹川 壽都(3) 12.92

A-1Jr･福井 +0.9 ユティック･福井 +2.4 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･福井 +2.4 ユティック･福井 +1.1 A-1Jr･福井 +0.9 ユティック･福井 +1.1 敦賀Jr.･福井 +0.9 ユティック･福井 +1.1 

8/28 ５０ｍ 上田 歩武(2) 8.55 藤田 奈央(2) 8.93 西出 仁智(2) 9.01 小山田 桜介(2) 9.05 中川 誠士(2) 9.07 野尻 蓮正(1) 9.12 寺地 昴(2) 9.14 早川 駿太郎(1) 9.16

ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･福井 -0.0 福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上･福井 -0.5 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 -0.1 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 -0.5 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 -0.0 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 -0.5 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 -0.0 ユティック･福井 -0.0 

8/28 １００ｍ 西出 結香(6) 13.38 三谷 まい(6) 13.78 藤田 紗季(6) 13.94 畑 絢奈(6) 13.95 榮 南智(6) 13.98 石川 夕乃(6) 14.04 岩堀 寧々花(6) 14.33 石川 悠空(6) 15.06

A-1Jr･福井 +0.8 A-1Jr･福井 +2.1 AWARAT&F･福井 +0.8 A-1Jr･福井 +0.8 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･福井 +0.8 丸岡陸上･福井 +0.8 A-1Jr･福井 +0.8 丸岡陸上･福井 +2.1 

8/28 ８０ｍ 間 遥花(4) 12.26 山村 彩乃(3) 12.30 竹澤 瑠夏(4) 12.71 水野 紗羽(4) 12.74 仲野 結衣(4) 12.88 上田 真優(4) 12.99 齋 美咲登(10) 13.07 大木 彩莉(3) 13.10

福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上･福井 +1.2 A-1Jr･福井 +1.2 A-1Jr･福井 +0.9 ｱｽﾘｭｳﾄAC･福井 +1.2 敦賀Jr.･福井 +1.2 ユティック･福井 -0.2 Luxe･富山 +0.6 丸岡陸上･福井 +1.2 

8/28 ５０ｍ 間 楓花(2) 8.92 竹内 茉尋(2) 9.22 西出 晴香(2) 9.29 伊藤 光来(2) 9.34 中川 栞那(2) 9.57 水野 結衣(2) 9.63 酒谷 心菜(2) 9.94 引野 陽彩(2) 10.12

福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上･福井 +0.3 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 +0.3 福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上･福井 +0.4 ユティック･福井 +0.3 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･福井 +0.4 ｱｽﾘｭｳﾄAC･福井 +0.4 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 +0.4 9.98ｽﾎﾟｰﾂ教室･福井 +0.3 

8/28 ５０ｍ 桐生 祥秀 5.87 吉田 晴翔 7.16 西出 結香 7.33 澤田 和來 8.19 間 遥花 8.39 上田 歩武 8.73 間 楓花 9.80

日本生命･東京 -1.4 ユティック･福井 -1.4 A-1Jr･福井 -1.4 A-1Jr･福井 -1.4 福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上･福井 -1.4 ﾋﾟｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ･福井 -1.4 福井ﾌｪﾆｯｸｽ陸上･福井 -1.4 
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