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2022年度第1回福井国体記念強化記録会 2022年4月2日(土)

兼　栃木国体選手選考会 決勝一覧表
福井県営陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 １００ｍ 岩崎　浩太郎 10.55 木下　直(3) 10.67 樋下　慶祐 11.09 金林　金平(3) 11.13 吉村　笙吾(2) 11.14 川上　秀太 11.14 田村　煕一(3) 11.21 高木　稜太(2) 11.22

ユティック +1.6 福井工大 +1.6 福井大 +1.6 鯖江高 +1.5 福井工大 +1.6 アスピカ +1.6 工大福井高 +3.9 鯖江高 +2.7 

男子 ４００ｍ 中村　日琉哉(1) 53.33 内倉　大喜(4) 54.34 辰野　友紀(4) 54.34 寺島　侑世(4) 55.28 小林　漣(2) 55.74 長谷　龍昇(3) 55.95 鳥山　侑星(3) 56.24 河端　勇人(3) 56.66

敦賀高 福井工大 福井工大 福井工大 角鹿中 敦賀高 福井大 若狭高

男子 ８００ｍ 山下　直都(3)  2:02.25 青山　泰樹(2)  2:02.88 小林　漣(2)  2:03.58 松永　伸之輔(2)  2:06.48 内藤　康介(3)  2:11.09 大山口　陽(2)  2:12.12 上田　遼介(2)  2:12.23 田中　佑汰(4)  2:12.75

福井工大 高志高 角鹿中 敦賀高 福井大 工大福井高 中央中 福井大

男子 １５００ｍ 青山　泰樹(2)  4:27.04 蓑輪　達灯(2)  4:37.19 山本　竜星(2)  4:38.11 土山　卓男  4:44.07 川上　航(2)  4:48.63 野村　祐一郎(3)  4:48.73 堂脇　遥人(3)  4:51.03 片山　竜(3)  4:53.61

高志高 武生高 A-1athlete 中央中 武生高 若狭高 若狭高

男子 ３０００ｍ 野尻　大志(3)  9:05.42 井澗　洸太(3)  9:09.66 西野　寛太郎(3)  9:16.45 蓑輪　達灯(2)  9:33.63 川瀬　聖幸(3)  9:34.36 川上　航(2)  9:57.30 野村　祐一郎(3) 10:06.17 仲保　駿(2) 11:07.90

陽明中 福井工大 ＯＪＡＣ 武生高 陽明中 中央中 武生高 中央中

男子 １１０ｍＨ 飯田　圭祐(3) 15.06 田邉　晴也(4) 15.35 花田　成琉(3) 16.41

(1.067m) 福井工大 +2.2 福井工大 +2.2 敦賀高 +2.2 

男子 １１０ｍＨ 山口　安樹(2) 17.01

(0.991m) 武生高 +1.6 

男子 １１０ｍＨ 髙橋　佳大(3) 15.76 櫻井　絢陽(2) 17.44 柏崎　晴(2) 18.07 髙島　諒(2) 18.78

(0.914m) きらめきAC +2.4 中央中 +2.4 中央中 +2.4 中央中 +2.4 

男子 ４００ｍＨ （出場者なし）

(0.914m)

男子 ４×２００ｍ 敦賀高A  1:34.77 羽水高校  1:35.45 福井工大B  1:36.13 福井工大C  1:36.21 敦賀高B  1:37.88 若狭A  1:38.71 武生高  1:42.73 中央中A  1:42.86

  鳥居　流聖(2)   吉田　大翔(3)   田邉　晴也(4)   前川　幸輝(2)   石綿　颯馬(1)   藤内　俊太(3)   島田　一輝(2)   山本　悠将(2)

  花田　成琉(3)   高田　琉聖(3)   内倉　大喜(4)   寺島　侑世(4)   水嶋　颯人(3)   大谷　太暉(3)   河口　拳士(3)   山岸　琉飛(2)
  長谷　龍昇(3)   小林　蒼(2)   山下　直都(3)   飯田　圭祐(3)   松永　伸之輔(2)   谷崎　竜空(3)   山口　安樹(2)   秋山　零生(2)
  中村　日琉哉(1)   宮谷　壮人(3)   辰野　友紀(4)   杉下　健(3)   釜谷　銀(2)   河端　勇人(3)   吉田　隆真(2)   富田　尚毅(1)

男子 走高跳 澁谷　己太朗(2) 1m90 永田　哲也 1m90 岸下　直矢 1m85 大塚　理功(2) 1m85 高見　涼平(2) 1m75 宮川　大知(2) 1m75 水嶋　颯人(3) 1m65 髙橋　奏人(3) 1m60

敦賀高 タカトミ タカトミ 敦賀高 中央中 鯖江高 敦賀高 灯明寺中

男子 棒高跳 宮川　泰明 4m80 杉﨑　直也 4m70 不破　崇士 3m80

タカトミ 福井大 タカトミ

男子 走幅跳 花田　成琉(3) 6m44 中谷　響平(4) 6m41 矢口　賢(3) 6m20 青池　翼(3) 6m00 中村　太政(3) 5m96 岡元　刀弥(3) 5m92 石綿　颯馬(1) 5m87 藤内　俊太(3) 5m85

敦賀高 +0.5 福井工大 -0.1 藤島高 -2.0 敦賀高 +0.5 若狭高 +0.7 敦賀工業高 +1.1 敦賀高 +0.2 若狭高 -0.7 

男子 三段跳 中谷　靖宏 14m90 小坂　竜廣(3) 14m88 安部　颯斗(4) 14m60 竹生　晴彦(3) 12m65 西尾　和記(2) 12m61 中村　太政(3) 12m19 玉村　健翔(3) 11m88 平口　凛空(3) 11m52

A-1athlete +3.5 福井工大 +2.7 福井工大 +3.2 藤島高 +1.6 福井工大 +2.6 若狭高 +1.7 鯖江高 +3.0 敦賀工業高 +5.4 

男子 砲丸投 谷崎　良樹  15m22 松原　継(3)  10m08

(7.260kg) フクビ化学 福井工大

男子 砲丸投 宇都宮　諒平(3)  13m75 花田　成琉(3)  13m30 横田　陸旺(2)  10m87 中嶋　康太(2)  10m80 中嶋　恭冴(3)  10m67 井上　朝陽(3)   9m16 新谷　駿遥(3)   8m81 戸川　建太朗(2)   8m42

(6.000kg) 敦賀高 敦賀高 武生高 足羽高 坂井高 敦賀工業高 若狭高 鯖江高

男子 砲丸投 菊池　平(3)  10m28 宮本　源二郎(3)   9m35 落合　翔大(2)   8m24

(5.000kg) Cynthia Cynthia 中央中

男子 円盤投 宮島　卓哉  26m49

(2.000kg) 福井陸協

男子 円盤投 宇都宮　諒平(3)  36m41 横田　陸旺(2)  33m63 山田　峻士(2)  32m62 中野　啓介(3)  31m40 研谷　叶都(3)  29m94 見城　利紀(3)  28m18

(1.750kg) 敦賀高 武生高 鯖江高(定) 敦賀工業高 若狭高 若狭高

男子 円盤投 山本　倖希(1)  33m30 菊池　平(3)  26m95 大谷　倫太郎(3)  22m23

(1.500kg) 敦賀高 Cynthia ＯＪＡＣ

男子 ハンマー投 中内　浩貴  42m06 西脇　博之  23m31 渡辺　昭裕  20m02

(7.260kg) 福井陸協 とのめ内装近江草津 福井陸協

男子 やり投 安田　亘佑(3)  45m15 北野　利久希(2)  44m82 中村　仁哉(3)  38m28 角野　煌季(2)  37m25 中野　啓介(3)  35m48 古市　凌(3)  33m29 齊藤　周汰(3)  32m99 岩佐　律輝(2)  31m56

(0.800kg) 若狭高 鯖江高 工大福井高 若狭東高 敦賀工業高 工大福井高 鯖江高 若狭高
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2022年度第1回福井国体記念強化記録会 2022年4月2日(土)

兼　栃木国体選手選考会 決勝一覧表
福井県営陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女子 １００ｍ 壹岐　いちこ 11.99 宮松　志希(3) 12.38 大久保　有梨 12.46 友佐　優来(3) 12.84 川﨑　乃愛(3) 13.03 西出　結香(1) 13.09 笹原　愛理(2) 13.14 深町　美翔(3) 13.19

ユティック +1.0 敦賀高 +1.0 ユティック +1.0 敦賀高 +1.0 鯖江高 +1.0 A-1athlete +0.1 中央中 +0.1 敦賀高 +1.0 

女子 ４００ｍ 友佐　優来(3)  1:01.19 酒井　優良(3)  1:03.40 藏元　真莉奈(2)  1:05.42 田中　奈菜(3)  1:06.54 髙縄　七生(2)  1:08.02 吉村　美絵子(2)  1:08.15 小林　日向(3)  1:08.56 森川　芽衣(2)  1:08.57

敦賀高 鯖江高 敦賀高 武生高 鯖江高 仁愛女子高 武生高 敦賀高

女子 ８００ｍ 藏元　真莉奈(2)  2:28.24 谷川　育実(3)  2:30.29 山口　愛玲菜(2)  2:30.31 酒井　優良(3)  2:32.51 小林　日向(3)  2:38.74 岡本　玲美(2)  2:42.31 吉澤　真結子(3)  2:43.18 栗木　結愛(2)  2:44.54

敦賀高 金津高 鯖江高 鯖江高 武生高 羽水高 気比中 気比中

女子 １５００ｍ 奥野　結衣(1)  5:17.56 中西　智早希(3)  5:19.18 山岸　彩生(3)  5:31.65 荻野　珠琳(2)  5:35.78 前田　優花(3)  5:38.47 前田　かりん(2)  5:41.07 五十子　怜杏(3)  5:55.78 加藤　みるく(3)  6:02.92

敦賀高 武生高 Cynthia 東陽中 武生高 羽水高 東陽中 武生高

女子 ３０００ｍ 名里　奏夢(3) 10:39.65 中西　智早希(3) 11:18.03

高浜中 武生高

女子 １００ｍＨ 宮松　志希(3) 14.62 深町　美翔(3) 15.77 藤田　咲希(2) 20.50

(0.838m) 敦賀高 +2.1 敦賀高 +2.1 若狭高 +2.1 

女子 １００ｍＨ 増田　悠乃(2) 16.41 宮本　夢羽(3) 16.61 森　愛華(3) 17.03

(0.762/8m) 中央中 +3.6 気比中 +3.6 気比中 +3.6 

女子 ４×２００ｍ 敦賀高A  1:48.13 A-1athlete  1:52.33 若狭A  1:53.01 中央中A  1:53.09 金津高  1:55.42 藤島高  1:58.33 武生高  2:00.38 若狭B  2:03.56

  深町　美翔(3)   西出　結香(1)   武野　天音(3)   芳野　晴香(2)   森川　晴菜(2)   山川　京香(2)   野坂　茉名(3)   堀尾　侑来(3)

  宮松　志希(3)   畑　絢奈(1)   杉山　寧々佳(3)   笹原　愛理(2)   小林　菜月(3)   出村　心祐(2)   田中　奈菜(3)   藤田　咲希(2)

  和田　絢柚子(3)   岩堀　寧々花(1)   赤崎　凛花(3)   増田　悠乃(2)   佐藤　乃野(2)   竹内　迦世子(2)   川端　真央(2)   藤原　心羽(2)

  友佐　優来(3)   榮　南智(1)   森　唯夏(3)   源田　実咲(1)   谷川　育実(3)   仲谷　有生(2)   越野　瑠琉(2)   竹田　彩夏(2)

女子 走高跳 中田　和那(2) 1m64 苅谷　真奈(3) 1m64 赤崎　凛花(3) 1m61 増田　悠乃(2) 1m45 加藤　未悠(2) 1m35 芳野　晴香(2) 1m30

鯖江高 鯖江高 若狭高 中央中 中央中 中央中

岩本　京香(1) 1m45

敦賀高

女子 走幅跳 和田　絢柚子(3) 5m24 上山　瑠奈(1) 4m86 三谷　まい(1) 4m64 南部　柚希(3) 4m41 竹田　彩夏(2) 4m40 川端　真央(2) 4m34 金本　奈々(2) 4m21 奈良　彩央(2) 4m19

敦賀高 +4.2 敦賀高 +4.2 A-1athlete +3.1 灯明寺中 +3.5 若狭高 +1.9 武生高 +2.5 中央中 +3.0 中央中 +2.8 

女子 砲丸投 貞本　愛琉(2)   7m87 髙松　明日美(2)   6m46 川畑　美結(2)   5m85

(2.721kg) 気比中 気比中 気比中

女子 円盤投 山本　晏(3)  34m31

(1.000kg) 敦賀高

女子 やり投 宮西　陽菜(3)  38m39 村上　夏菜(3)  13m20

(0.600kg) 藤島高 高志高


