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第２１回福井県春季陸上競技記録会 2022年4月9日(土)
決勝一覧表

敦賀市総合運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 4/9 １００ｍ 花田 成琉(3) 11.76 中村 日琉哉(1) 11.79 鳥居 流聖(2) 11.94 青池 翼(3) 11.95 松木 陽達(3) 12.05 釜谷 銀(2) 12.26 石綿 颯馬(1) 12.31 堅田 剛生(3) 12.40
敦賀高 -0.4 敦賀高 -0.4 敦賀高 -0.4 敦賀高 -0.4 粟野中 -0.4 敦賀高 -0.4 敦賀高 -0.4 気比中 -1.8 

男子 4/9 ８００ｍ 小林 漣(3)  2:03.14 堅田 剛生(3)  2:19.29 佐々木 統也(3)  2:20.58 岸本 康平(3)  2:25.53 西村 寛汰(2)  2:33.75 林 穂澄(3)  2:35.17 河村 賢之(2)  2:36.97 落合 咲太(2)  2:39.26
角鹿中 気比中 気比中 気比中 気比中 気比中 粟野中 気比中

男子 4/9 １５００ｍ 松永 伸之輔(2)  4:35.31 土山 卓男  4:36.43 田中 悠(3)  5:02.34 刀根 貫太朗(3)  5:15.08 泉 直希(3)  5:19.53 近藤 琥太朗(2)  5:24.59 茶木 将太(2)  5:31.41 髙松 涼雅(2)  5:44.94
敦賀高 福井陸協 粟野中 松陵中 粟野中 松陵中 敦賀工高 粟野中

男子 4/9 ３０００ｍ （出場者なし）

男子 4/9 ５０００ｍ 森 稜真(3) 14:55.17 上山 詩樹(3) 15:24.31 籠谷 峻太郎(3) 15:33.18 田川 琉久(3) 15:36.36 筑紫 昂太(3) 15:42.50 山本 晃大(3) 15:52.40 松原 陽之(2) 15:56.01 山口 了生(3) 16:00.21
敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高

男子 4/9 走幅跳 花田 成琉(3) 6m56 石綿 颯馬(1) 6m14 大塚 理功(2) 5m93 青池 翼(3) 5m91 鈴木 惺仁(1) 5m65 水嶋 颯人(3) 5m37 工藤 李孔(2) 5m01 川端 龍斗(3) 4m82
敦賀高 +3.3 敦賀高 +1.7 敦賀高 +0.5 敦賀高 -0.2 きらめきAC +3.2 敦賀高 -0.5 粟野中 +2.3 粟野中 +1.8 

男子 4/9 砲丸投 宇都宮 諒平(3)  14m03 花田 成琉(3)  12m36 山本 倖希(1)   8m90 井上 朝陽(3)   8m88

(6.000kg) 敦賀高 敦賀高 敦賀高 敦賀工高

男子 4/9 砲丸投 宮本 源二郎(3)   9m53 野田 洋希(3)   8m39 西村 一希(3)   7m98 平川 竣大(2)   6m64

(5.000kg) 粟野中 粟野中 粟野中 気比中

女子 4/9 １００ｍ 宮松 志希(3) 12.79 深町 美翔(3) 13.51 山田 笑梨(3) 13.59 藏元 真莉奈(2) 13.71 和田 絢柚子(3) 13.76 神園 弥優(1) 13.85 宮本 夢羽(3) 14.07 上山 瑠奈(1) 14.42
敦賀高 -2.5 敦賀高 -2.5 気比中 -2.5 敦賀高 -2.5 敦賀高 -3.7 敦賀高 -2.5 気比中 -1.9 敦賀高 -3.7 

女子 4/9 ８００ｍ 藏元 真莉奈(2)  2:30.13 吉澤 真結子(3)  2:36.47 森 愛華(3)  2:38.17 栗木 結愛(2)  2:39.49 宮本 愛加(2)  2:41.53 山田 笑梨(3)  2:44.60 宮本 夢羽(3)  2:46.04 辻 真悠(3)  2:59.40
敦賀高 気比中 気比中 気比中 気比中 気比中 気比中 気比中

女子 4/9 １５００ｍ 奥野 結衣(1)  5:13.31 山岸 彩生(3)  5:40.72 濱﨑 すず実(2)  6:20.84
敦賀高 粟野中 粟野中

女子 4/9 ３０００ｍ 松本 実咲(3) 10:31.12 堀田 友碧(2) 11:10.34 竹中 穂花(3) 11:16.27 水原 愛依(3) 11:40.83
敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高 敦賀気比高

女子 ５０００ｍ （エントリーなし）

女子 4/9 走幅跳 宮松 志希(3) 5m32 和田 絢柚子(3) 5m29 上山 瑠奈(1) 4m81 橋本 紫暖(2) 4m09 礒道 梨吏(2) 3m37
敦賀高 +0.5 敦賀高 +2.0 敦賀高 -1.4 気比中 -0.3 松陵中 +0.4 

女子 4/9 砲丸投 三村 啓恵(3)  10m99 山本 晏(3)  10m01 松尾 菜那(2)   9m97
(4.000kg) 敦賀高 敦賀高 敦賀高

女子 4/9 砲丸投 友延 明日香(2)   7m31 貞本 愛琉(2)   7m17 寺地 美羽(2)   6m44 髙松 明日美(2)   6m41 川畑 美結(2)   6m36

(2.721kg) 粟野中 気比中 粟野中 気比中 気比中


