
Page:1 of 1

令和4年度 福井県高等学校春季総合体育大会 陸上競技 2022年5月28日(土)～30日(月)

第125回 若越陸上競技大会 決勝一覧表
福井県営陸上競技場

日付 種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

男子 5/29 １００ｍ 木下 直 10.48 樋下 慶祐 10.85 田邉 晴也 10.86 川上 秀太 10.92 内堀 尚斗 11.18 前川 幸輝 11.29 岡島 京矢 11.37 森 総一郎 11.96
若越 福井工大 +0.4 福井大 +0.4 福井工大 +0.4 ｱｽﾋﾟｶ +0.4 福井工大 +0.4 福井工大 +0.4 福井工大 +0.4 福井大 +0.4 

男子 5/28 ２００ｍ 木下 直 21.87 川上 秀太 22.61 河井 朋哉 22.65 樋下 慶祐 22.69 金子 将大 23.32 内倉 大喜 23.65 寺島 侑世 23.97
若越 福井工大 -3.9 ｱｽﾋﾟｶ -3.9 福井工大 -3.9 福井大 -3.9 福井工大 -3.9 福井工大 -3.9 福井工大 -3.9 

男子 5/28 ４００ｍ 杉下 健 50.26 金子 将大 50.79 辰野 友紀 51.61 舘 義和 55.86
若越 福井工大 福井工大 福井工大 福井陸協

男子 5/29 ８００ｍ （出場者なし）
若越
男子 5/28 １５００ｍ 井澗 洸太  4:09.97 山下 直都  4:13.38 白崎 佑真  4:52.76
若越 福井工大 福井工大 道守通

男子 5/28 １１０ｍＨ 田邉 晴也 15.33
若越 (1.067m_9.14m) 福井工大 +1.4 

男子 5/28 ５０００ｍＷ 中尾 勇太 21:25.38 松本 天翔 22:54.79 大谷 諒 23:38.84 薩田 悠成 24:08.41
若越 福井工大 福井工大 福井工大 福井工大

男子 5/29 ４×１００ｍ （出場チームなし）
若越

男子 5/29 棒高跳 杉﨑 直也 4m80 不破 崇士 4m00
若越 福井大 ﾀｶﾄﾐｸﾗﾌﾞ

男子 5/28 走幅跳 安部 颯斗 6m89 中谷 響平 6m41
若越 福井工大 -0.0 福井工大 -1.2 

男子 5/29 三段跳 （出場者なし）
若越
男子 5/29 砲丸投 谷崎 良樹  15m55
若越 (7.260kg) ﾌｸﾋﾞ化学

男子 5/28 円盤投 松原 継  28m27
若越 (2.000kg) 福井工大

男子 5/28 ハンマー投 中嶋 千博  35m45 渡辺 昭裕  21m30
若越 (7.260kg) 福井工大 福井陸協

男子 5/28 やり投 村山 遼  33m75
若越 (0.800kg) 福井大

女子 5/29 １００ｍ 壹岐 いちこ 11.86 大久保 有梨 12.20 佐藤 萌香 13.34 岡田 穂乃香 13.76 田中 妙 14.33
若越 ﾕﾃｨｯｸ +2.9 ﾕﾃｨｯｸ +2.9 福井大 +2.9 A-1athlete +2.9 福井大 +2.9 

女子 5/28 ２００ｍ 岡田 優菜 29.69
若越 A-1athlete -1.5 

女子 5/28 １５００ｍ 松井 陽香  6:41.51
若越 福井大

女子 5/28 １００ｍＨ 岡田 穂乃香 15.79 岡田 優菜 18.36
若越 (0.838m_8.5m) A-1athlete +2.2 A-1athlete +2.2 

女子 5/28 円盤投 貴田 歩伽  33m89
若越 (1.000kg) 道守通

女子 5/29 やり投 岡田 穂乃香  31m28
若越 (0.600kg) A-1athlete

凡例（NHR:福井県高校新記録，NGR:大会新記録，=GR:大会ﾀｲ記録）


