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【男子の部】 (2022.12.31)

種  目 記  録 氏   名 所　  属 年 月 日 競 技 会 名 会　場

3年    11.96  上田　歩武 P-isアスリートクラブ 2022.10.09 小学生秋季記録会 敦　　賀

4年    11.47  乾　　響王 北郷小学校 2015. 7.05 交流大会県予選 三　　国

5年    12.65  濵野　陸矢 敦賀Jr. 2008. 8.30 全国交流大会 国　　立

6年    12.00  濵野　陸矢 敦賀Jr. 2009. 8.29 全国交流大会 日産スタジアム

800ｍ 4年  2:32.06  植木　大晴 福井フェニックス陸上クラブ 2009. 9.21 県ジュニア・ユース 敦　　賀

5年  4:52.60  植木　大晴 福井フェニックス陸上クラブ 2010.11.21 福井Ｆ秋季記録会 福　　井

6年  4:46.68  清水　翔太 松岡小学校 2013.10.13 小学生秋季記録会 奥　　越

5年    13.42  髙間　皐成 大石陸上 2013.10.27 坂井地区秋季記録会 三　　国

6年    12.30  山本　航大 青　郷 2009. 8.29 全国交流大会 日産スタジアム

4年    58.43
上村⇒植木⇒
田村⇒留田

県選抜 2009.11.03
浜松

カーニバル
浜　　松

4年    59.46
酒井⇒佐々木⇒

金谷⇒元山
丸岡陸上

スポｰツ少年団
2018.10.06

石川県小学校
クラブ対抗

物 見 山

5年    54.94
田中⇒飯田⇒
山下⇒平井

武生南小学校 1999.10.17 学童記録会 大　　野

6年    50.67
松岡⇒丸山⇒
岡島⇒下川

県Ｕ－12 2015.10.31
エコパトラック

ゲームズ
小 笠 山

6年    50.69
大場⇒坂野⇒
竹内⇒田中

北日野小学校 2017. 8.19 全国交流大会 日産スタジアム

5年     1.33 堀江　利治 味真野小学校 2011.10.09 小学生秋季記録会 三　　国

6年     1.51 堀江　利治 味真野小学校 2012.10.14 小学生秋季記録会 三　　国

4年     4.32 乾　　響王 北郷小学校 2015.11.01 坂井地区秋季記録会 三　　国

5年     4.75 上田　真人 加斗小学校 1992.10.10 学童記録会 福　　井

6年     5.38 井上　広野 みそみ 2006. 7.02 交流大会県予選 三　　国

3年    37.20 三原　勇紀 鯖江ランニングキッズクラブ 2020.11.08 坂井市秋季記録会 三　　国

4年    42.77 入井　煌斗 王子保小学校 2019.10.27 小学生秋季大会 三　　国

5年    50.20 吉田　翔真 武生西小学校 2020.10.18 小学生秋季大会 福　　井

6年    57.98 竹島　悠惺 北郷小学校 2018.11.04 坂井市秋季記録会 三　　国

コンバインドＡ 2303点 佐々木　空 丸岡陸上スポｰツ少年団 2020. 9.13 坂井市長距離記録会 三　　国

コンバインドＢ 2283点 元山　尚紀 丸岡陸上スポｰツ少年団 2020.10.18 小学生秋季大会 福　　井

(参考)福井県ジュニア記録

4年    55.56   御簗　龍己 松　岡 2012.10.14 小学生秋季記録会 三　　国

5年    64.82   小泉　龍之介 武生南 2012.10.14 小学生秋季記録会 三　　国

6年    80.86   小泉　龍之介 武生南 2013. 8.24 全国交流大会 日産スタジアム

【女子の部】 (2022.12.31)

種  目 記  録 氏   名 所　  属 年 月 日 競 技 会 名 会　場

3年    12.30 山村　彩乃 Ａ－１Ｊｒ 2021. 8.28 Athlete Night Games 福　　井

4年    11.99 加藤　杏奈 みのり陸上スポーツ少年団 2011.10.09 小学生秋季記録会 三　　国

4年    11.99 山村　彩乃 Ａ－１Ｊｒ 2022.10.29 福井市記録会 福　　井

5年    13.89 齋藤　由奈 Ａ－１Ｊｒ 2022.10.30 坂井市秋季記録会 三　　国

6年    13.10 加藤　杏奈 みのり陸上スポーツ少年団 2013.11.09 小松市陸上 小　　松

800ｍ 4年  2:39.80 笠松　真仲 勝山ＲＣ 2021.11.06 福井市記録会 福　　井

福井県ジュニア記録
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5年  5:06.75 前川　莉々香 御陵小学校 2013.10.13 小学生秋季記録会 奥　　越

6年  4:56.93 前川　莉々香 御陵小学校 2014.10.12 小学生秋季記録会 三　　国

5年    14.23 山木　和恵 立待小学校 1999.10.17 学童記録会 大　　野

6年    13.23 坂野　心柊 越前陸協ＡＣ 2016.10.30 坂井市ドリームフェスタ 三　　国

4年  1:00.70
嶋田⇒梨木⇒
友高⇒稲田

県選抜 2009.11.03 浜松 カーニバル 浜　　松

4年  1:01.40
荒本⇒岩堀⇒
中野⇒山村

Ａ－１Ｊｒ 2022. 7.31 坂井市夏季記録会 三　　国

5年    55.75
山岸⇒山田⇒
河野⇒長友

県選抜 2014.11.08
エコパトラック

ゲームズ
小 笠 山

5年    56.69
岩堀⇒三谷⇒畑

⇒西出
ユティックT＆F・Jr 2020.10.18 小学生秋季大会 福　　井

6年    52.77
河野⇒山田⇒
山岸⇒木下

県Ｕ－12 2015.10.31
エコパトラック

ゲームズ
小 笠 山

6年    54.21
山田⇒橋本⇒
永岡⇒宮本

ＭＡＣ 2014.10.13
石川県小学校
クラブ対抗

物 見 山

5年     1.27 為永　みずき 服間クラブ 2013.10.13 小学生秋季記録会 奥　　越

松成　由貴 よしの 2007. 7.28 全国交流大会 長　　居

藤村　優紀 成器南小学校 2008.11.03 坂井地区秋季記録会 三　　国

4年     4.07 間　　遥花 福井フェニックス陸上クラブ 2021.10.31 小学生秋季大会 福　　井

5年     4.41 寺谷　晶子 萩野小学校 1984.10.10 学童記録会 福　　井

6年     5.04 小林　美由紀 春山小学校 1983.10.10 学童記録会 福　　井

3年    33.30 村岡　咲来 ユティックT＆F・Jr 2021.10.31 小学生秋季大会 福　　井

4年    40.50 村岡　咲来 ユティックT＆F・Jr 2022. 6.12 小学生春季大会 奥　　越

5年    40.28 笈田　穂花 大石陸上 2017. 4.30 坂井市春季記録会 三　　国

6年    48.16 野坂　侑李 武生イースト 2018. 6.24 交流大会県予選 三　　国

コンバインドＡ 1973点 源田　実咲 ユティックT＆F・Jr 2020.10.18 小学生秋季大会 福　　井

コンバインドＢ 1810点 藤田　紗季 AWARA陸上クラブ 2021.07.04 交流大会県予選 三　　国

(参考)福井県ジュニア記録

4年    45.33   酒井　穂梨花 上志比 2008.10.12 小学生秋季記録会 三　　国

5年    52.74   酒井　穂梨花 上志比 2009.10.11 小学生秋季記録会 三　　国

6年    57.63   酒井　穂梨花 上志比 2010.10.10 小学生秋季記録会 三　　国

【混合の部】 (2022.12.31)

種  目 記  録 氏   名 所　  属 年 月 日 競 技 会 名 会　場

混合4×100ｍR        53.34
齋藤⇒市村⇒
野川⇒芹川

Ａ－１Ｊｒ 2022.10.30 坂井市秋季記録会 三　　国

6年     1.38
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