
トラック審判長 海道　静香

跳 躍 審 判 長 岩崎　一男

投 て き 審 判 長 岩崎　一男

記 録 主 任 中村　勝則

種目

長戸　楽心(3) 11.14 安野　天翔(3) 11.21 髙橋　知紘(3) 12.09

光陽中 成和中 丸岡中

栃木　源次郎(3) 1m85 高見　涼平(3) 1m75 小山　遥(3) 1m70

勝山南部中 中央中 中央中

髙橋　知紘(3) 6m06(+1.3) 櫻井　絢陽(3) 6m06(-0.6) 元山　尚紀(2) 5m82(+0.6) 田口　哲平(3) 5m46(-0.3)

丸岡中 セカンド　5m98㎝（+0.2） 中央中 セカンド　5m79㎝（+0.6） 丸岡中 足羽中

廣瀬　賢志朗(3) 13m13 住田　成大(2) 10m24

春江中 春江中

家光　応輔(3) 2:33.02 西野　寛太郎(3) 2:33.60 小林　漣(3) 2:34.47 野尻　大志(3) 2:38.01 川瀬　聖幸(3) 2:43.26 川端　大道(3) 2:52.78

美浜中 小浜中 Cynthia 陽明中 陽明中 勝山中部中

北野　峻英(3) 15.89 髙島　諒(3) 16.80

三国中 中央中

髙橋　佳大(3) 13m32(+0.8) 櫻井　絢陽(3) 11m71(+0.4) 鈴木　惺仁(1) 11m26(-0.7) 吉村　尚悟(3) 10m31(+1.2)

きらめき 中央中 きらめき Cynthia

酒井　康輔(3) 32m86 菊池　平(3) 30m89 宮本　源二郎(3) 27m73 廣瀬　賢志朗(3) 25m08 嶋田　好輔(3) 24m85 落合　翔大(3) 19m98 大谷　倫太郎(3) 17m09

武生二中 Cynthia Cynthia 春江中 美浜中 中央中 小浜中

長戸　楽心(3) 16.17 安野　天翔(3) 16.49 松木　陽達(3) 16.53 木村　晄(3) 16.55 柴田　悠仁(3) 17.41

光陽中 成和中 Cynthia 三国中 芦原中

山本　晴輝(3) 53m43 菊池　平(3) 49m53 吉村　尚悟(3) 34m80

武生二中 Cynthia Cynthia

西出　結香(1) 12.95 寺本　栞那(3) 13.19 中山　舞香(2) 13.25 河野　ゆら(3) 13.32

A-1athlete 小浜二中 春江中 坂井中

増田　悠乃(3) 1m55 木下　栞乙(3) 1m45 加藤　未悠(3) 1m45 青池　佳菜(3) 1m45 八木　こうめ(3) 1m40

中央中 大東中 中央中 Cynthia 金津中

藤田　紗季(1) 4m88(-0.2) 三谷　まい(1) 4m63(+0.2) 奈良　彩央(3) 4m56(+0.7)

金津中 池田中 中央中

筧　湖乃栞(3) 10m77 髙砂　愛衣(3) 9m58 佐藤　瑚々美(2) 9m34 藤井　香里(3) 9m14 古屋　咲希(3) 8m47 河野　ゆら(3) 7m04

春江中 高志中 足羽一中 坂井中 粟野中 坂井中

名里　奏夢(3) 3:00.68 大塚　結衣(2) 3:02.31 黒原　さつき(3) 3:02.81 荻野　珠琳(2) 3:10.28 上島　円羅(3) 3:10.45 徳本　芙優(3) 3:22.84 山岸　彩生(3) 3:32.84

高浜中 光陽中 勝山中部中 東陽中 武生一中 Cynthia 粟野中

源田　実咲(2) 15.65 宮本　夢羽(3) 15.66 森　愛華(3) 15.85 大友　由奈(3) 16.24 江川　樹(2) 17.96

中央中 Cynthia Cynthia 武生一中 春江中

川越　春花(3) 10m65(-0.4) 江戸　唯愛(3) 10m59(+1.1) 古市　菜々子(3) 10m07(+0.5) 椿原　幸芽(2) 9m35(+1.3) 奈良　彩央(3) 9m21(+0.6)

Cynthia Cynthia 坂井中 中央中 中央中

筧　湖乃栞(3) 24m55 福塚　知優(3) 21m40 古屋　咲希(3) 20m02 藤井　香里(3) 17m88

春江中 武生二中 粟野中 坂井中

笹原　愛理(3) 18.84 西出　結香(1) 18.90 山田　笑梨(3) 19.09 神園　弥優(1) 19.50 中山　舞香(2) 19.59 河野　ゆら(3) 19.97

中央中 A-1athlete Cynthia 敦賀高 春江中 坂井中

金谷　美由姫(3) 36m07 片村　日咲(1) 22m85 應﨑　唯香(2) 22m26

三国中 勝山中部中 丸岡中

山口　翼(3) 9:09.81 吉田　陽向(3) 9:34.88 水上　翔生良(3) 9:35.57 大同　悠生(2) 9:40.53 小林　奏來(3) 9:49.96 瀨戸　陽斗(3) 9:50.61 吉田　朝陽(3) 9:59.93 飯田　鉄平(3) 10:00.31

武生二中 武生一中 武生二中 美浜中 武生二中 武生一中 武生一中 武生二中

南山　明日佳(3) 11:18.77 仲村　日和(2) 11:35.88 有田　礼那(2) 11:46.66

武生二中 小浜二中 春江中

山川　琴子(1) 7:19.54(0.0) 中村　咲良(3) 7:20.51(0.0) 相田　麗心(2) 7:25.59(0.0) 下村　夢瑠(3) 7:31.23(0.0) 橋本　紗夏(3) 7:33.01(0.0) 渡邉　桃菜(1) 7:37.68(0.0) 居関　結愛(1) 7:38.72(0.0) 高鳥　実玖(1) 7:38.77(0.0)

武生二中 小浜二中 武生一中 武生二中 小浜二中 武生二中 小浜二中 小浜二中
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

種目A男子走幅跳

種目A男子砲丸投(5.000kg)

種目B男子1000m

8位

長距離記録会　男子3000m

種目A男子100m 
風：+1.4

種目A男子走高跳

種目B男子145ｍ 
風：-0.4

種目B男子ジャベリックスロー

長距離記録会　女子3000m

種目B男子110mH(0.991m/9.14ｍ) 
風：-1.2

種目B男子三段跳

種目B男子円盤投(1.500kg)

種目A女子走幅跳

種目A女子砲丸投(2.721kg)

種目B女子1000m

 長距離記録会　女子2000ｍ

種目A女子100m 
風：-1.1

種目A女子走高跳

種目B女子145ｍ 
風：-0.9

種目B女子ジャベリックスロー

種目B女子100mH(0.762m/8.5ｍ) 
風：-1.2

種目B女子三段跳

種目B女子円盤投(1.000kg)


