
100ｍ
1) 11.25(+2.0) 髙間  大晟 02 ( 春江・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
2) 11.29(+2.0) 山岸　由昂 02 ( 勝山中部・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
3) 11.40(+1.5) 渡辺　航志郎 03 ( 春江・２ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
4) 11.41(+0.7) 丸山　陽生良 03 ( 足羽一・２ ) 7.23 国体選考会 越前東
5) 11.46(+1.1) 田中　秀哉 02 ( 社・３ ) 7.16 通信陸上 福井
6) 11.48(+2.0) 松田　和希 02 ( 坂井・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
7) 11.55(+2.0) 中村　健人 02 ( 社・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
8) 11.60(+0.4) 花田　李樹 02 ( 粟野・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
9) 11.64(-2.6) 髙間  皐成 02 ( 春江・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井

10) 11.65(+2.0) 竹田　圭志 02 ( 丸岡・３ ) 5.20 県中学記録会 福井

200ｍ
1) 22.75(+1.2) 髙間  皐成 02 ( 春江・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
2) 22.87(+1.1) 髙間  大晟 02 ( 春江・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
3) 23.20(+1.4) 山岸　由昂 02 ( 勝山中部・３ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東
4) 23.32(+1.3) 松田　和希 02 ( 坂井・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
5) 23.65(+0.9) 渡辺　航志郎 03 ( 春江・２ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
6) 23.67(+1.2) 田中　秀哉 02 ( 社・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
7) 23.75(+0.5) 藤田　歩夢 03 ( 灯明寺・２ ) 11.05 坂井地区秋季 三国
8) 23.79(+0.4) 坪川  颯斗 03 ( 金津・２ ) 11.04 県中学陸上 越前東
9) 23.84(+1.1) 荒川　  凜 02 ( 明道・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井

10) 23.99(+1.1) 西澤　　薫 02 ( 開成・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井

400ｍ
1) 53.04 乾    雄凱 02 ( 勝山北部・３ ) 7.16 通信陸上 福井
2) 53.63 南東　　岳 02 ( 至民・３ ) 7.16 通信陸上 福井
3) 53.69 古森　則輝 02 ( 小浜二・３ ) 7.16 通信陸上 福井
4) 53.91 鈴木　涼平 02 ( 鯖江・３ ) 7.16 通信陸上 福井
5) 54.19 岡田　拓馬 02 ( 三方・３ ) 7.16 通信陸上 福井
6) 54.27 辺見　俊輝 02 ( 武生一・３ ) 6.18 県中学春季 福井
7) 54.34 中村　琉心 02 ( 松岡・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
8) 55.38 石黒　竜聖 02 ( 開成・３ ) 7.16 通信陸上 福井
9) 55.53 藤田　歩夢 03 ( 灯明寺・２ ) 7.16 通信陸上 福井

10) 55.55 江口  李樹 02 ( 中央・３ ) 6.18 県中学春季 福井

800ｍ
1) 2:02.80 石田　達大 01 ( 美浜・３ ) 3.25 順大記録会 順大
2) 2:03.59 田鳥　創太 02 ( 勝山南部・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
3) 2:03.64 鈴木　涼平 02 ( 鯖江・３ ) 6.18 県中学春季 福井
4) 2:07.14 木村　琢人 02 ( 武生一・３ ) 7.16 通信陸上 福井
5) 2:07.63 木原　  駿 02 ( 粟野・３ ) 7.16 通信陸上 福井
6) 2:08.55 松尾　  潤 02 ( 明道・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井
7) 2:08.56 廣瀬　啓伍 02 ( 三国・３ ) 9.16 国体強化記録会 福井
8) 2:08.87 上杉　　一 03 ( 勝山中部・２ ) 7.01 国体強化記録会 福井
9) 2:10.03 宇野　誠純 02 ( 足羽・２ ) 11.04 県中学陸上 越前東

10) 2:10.53 山岸　悠真 02 ( 成和・３ ) 7.16 通信陸上 福井

1500ｍ
1) 4:15.35 田鳥　創太 02 ( 勝山南部・３ ) 11.03 国体強化記録会 福井
2) 4:15.96 廣瀬　啓伍 02 ( 三国・３ ) 8.04 北信越中学 佐久総合
3) 4:19.97 山口　真聖 03 ( 武生二・２ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
4) 4:21.48 松尾　  潤 02 ( 明道・３ ) 7.15 通信陸上 福井
5) 4:23.05 蓑輪　行太朗 02 ( 東陽・３ ) 7.23 国体選考会 越前東
6) 4:24.02 中村　颯太 02 ( 武生二・３ ) 5.07 県選手権 福井
7) 4:24.93 吉田  敬祐 03 ( 中央・２ ) 7.15 通信陸上 福井
8) 4:25.11 木原　  駿 02 ( 粟野・３ ) 7.15 通信陸上 福井
9) 4:26.26 木村　琢人 02 ( 武生一・３ ) 7.15 通信陸上 福井

10) 4:26.43 江戸　健祐 02 ( 三方・３ ) 7.15 通信陸上 福井

男　子　の　部

日本中学記録　10.56  　                  県中学記録　10.89  

日本中学記録　21.18　　　　              県中学記録　22.20　

日本中学記録　48.18　　　　              県中学記録　50.14

日本中学記録　1:52.43　　　　            県中学記録　1:53.27

日本中学記録　3:53.54　　　　            県中学記録　3:58.90



3000ｍ
1) 8:56.51 廣瀬　啓伍 02 ( 三国・３ ) 9.02 富山中長距離記録会 富山総合
2) 8:56.66 田中　悠登 02 ( 武生二・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
3) 8:58.66 田鳥　創太 02 ( 勝山南部・３ ) 9.02 富山中長距離記録会 富山総合
4) 9:18.43 山口　真聖 03 ( 武生二・２ ) 10.14 富山中長距離記録会 富山五福
5) 9:20.57 中村　颯太 02 ( 武生二・３ ) 10.14 富山中長距離記録会 富山五福
6) 9:27.10 水上　流輝亜 03 ( 武生二・２ ) 11.25 長距離記録会 鯖江
7) 9:29.24 木村　琢人 02 ( 武生一・３ ) 10.14 富山中長距離記録会 富山五福
8) 9:29.88 山内  友翔 02 ( 中央・３ ) 7.16 通信陸上 福井
9) 9:31.35 吉田  敬祐 03 ( 中央・２ ) 7.16 通信陸上 福井

10) 9:31.44 平林　清澄 02 ( 武生五・３ ) 9.02 富山中長距離記録会 富山総合

△1) 14.38(+2.0) 髙間  皐成 02 ( 春江・３ ) 6.18 県中学春季 福井
2) 15.24(+2.0) 丸山　陽生良 03 ( 足羽一・２ ) 6.18 県中学春季 福井
3) 15.74(+0.5) 深瀬　勝也 02 ( 明道・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
4) 15.81(+0.5) 岩佐　涼介 02 ( 成和・３ ) 7.16 通信陸上 福井
5) 15.93(+1.2) 渡辺  　周 03 ( 三方・２ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東
6) 15.97(+0.5) 岩野　敬心 02 ( 南越・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
7) 16.13(+1.2) 工藤　和莞 03 ( 粟野・２ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東
8) 16.19(+0.5) 前田　樹希也 02 ( 至民・３ ) 7.16 通信陸上 福井
9) 16.23(+1.2) 八十嶋　玲央 03 ( 坂井・２ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東

10) 16.89(+1.2) 向川　紘平 03 ( 進明・２ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東

(共)4×100mR

リレー

(共)4×100mR(混成)

リレー

(低)4×100mR

リレー

(低)4×100mR(混成)

リレー

走高跳
1) 1.90 岡田　大暉 03 ( 足羽一・３ ) 8.20 全日本中学 熊本
2) 1.80 内田　武志 02 ( 明倫・３ ) 4.29 国体強化記録会 福井
3) 1.79 牧野  快人 02 ( 鯖江・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井
4) 1.75 奥村  愛都 02 ( 気比・３ ) 7.16 通信陸上 福井
4) 1.75 西岡　勇翔 03 ( 武生一・２ ) 7.16 通信陸上 福井
6) 1.70 岩野　敬心 02 ( 南越・３ ) 8.04 北信越中学 佐久総合
6) 1.70 尾崎  流空 03 ( 中央・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
8) 1.65 石田　悠人 02 ( 至民・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井
8) 1.65 宮本　康生 03 ( 小浜二・２ ) 7.16 通信陸上 福井
8) 1.65 須山  裕貴 03 ( 武生一・３ ) 5.20 県中学記録会 福井
8) 1.65 平井  飛音 02 ( 中央・３ ) 7.16 通信陸上 福井
8) 1.65 北　　真輝 02 ( 丸岡・３ ) 7.30 坂井地区夏季 三国

日本中学記録  42.40 　          　　　　 県中学記録  44.12　

日本中学記録　2.10　　　　               県中学記録　2.02

日本中学記録  41.26　          　　　　　県中学記録  43.31

110ｍH(0.914m/9.14m) 日本中学記録　13.84　　　　              県中学記録　14.38

日本中学記録　8:19.14　　　　            県中学記録　8:39.65

日本中学記録  45.26　　　　              県中学記録  46.22　

　　　　              　　　　　　　　　 県中学記録  45.86



棒高跳
1) 2.80 上田　蒼偉 03 （ 坂井・２ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
2) 2.70 東力　拓斗 03 （ 大東・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
3) 2.50 吉田　　零 04 （ 武生三・２ ) 7.16 通信陸上 福井
4) 2.40 池田　一晴 03 （ 美浜・２ ) 11.04 県中学陸上 越前東
5) 2.30 山本　童夢 04 （ 武生三・１ ） 6.18 県中学春季 福井
6) 2.10 野阪　純生 03 （ 進明・２ ) 9.16 国体強化記録会 福井
7) 1.80 金子  侑司 03 （ 武生三・２ ) 6.18 県中学春季 福井
8) 1.60 笹井　陽太 04 （ 美浜・２ ） 11.04 県中学陸上 越前東

走幅跳
1) 6.80(-2.8) 丸山  陽生良 03 （ 足羽一・２ ) 7.16 通信陸上 福井
2) 6.64(+1.6) 竹田　圭志 02 （ 丸岡・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井
3) 6.39(+0.1) 下川　玲布 03 （ 丸岡・２ ) 7.16 通信陸上 福井
4) 6.27(-1.5) 花田　李樹 02 （ 粟野・３ ) 7.16 通信陸上 福井
5) 6.21(+0.4) 藤原　康成 02 （ 進明・３ ） 6.18 県中学春季 福井
6) 6.00(+1.9) 牧野  快人 02 （ 鯖江・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
7) 5.96(+1.5) 上田　拓未 04 （ 粟野・２ ) 7.01 国体強化記録会 福井
8) 5.95(+1.9) 森永　祥太 04 （ 明倫・２ ） 9.18 県中学地区対抗 福井
9) 5.91(+0.6) 山田　馨樹 02 （ 至民・３ ) 7.16 通信陸上 福井

10) 5.87(+1.4) 揚原  　駿 02 （ 中央・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井

1) 13.69 花田　李樹 02 （ 粟　　野・３ ) 7.16 通信陸上 福井
2) 12.35 ゴメス　エンヒケ 02 （ 武生一・３ ) 8.04 北信越中学 佐久総合
3) 11.38 岡田　大暉 03 （ 足羽一・３ ) 7.23 国体選考会 越前東
4) 11.25 山田  嘉幸 03 （ 中　　央・３ ) 7.16 通信陸上 福井
5) 10.82 武内　翔夢 02 （ 進　　明・３ ） 9.18 県中学地区対抗 福井
6) 10.52 河野　光訓 03 （ 武生一・２ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
7) 10.48 熊野　友也 02 （ 東陽・３ ) 7.16 通信陸上 福井
8) 10.24 岩佐　龍成 02 （ 足羽一・３ ） 4.29 国体強化記録会 福井
9) 9.98 岩谷　梅輝 02 （ 小浜・３ ) 7.16 通信陸上 福井

10) 9.80 岡田　大志 03 （ 中央・２ ) 9.18 県中学地区対抗 福井

1) 11.89 河野　光訓 03 （ 武生一・２ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東
2) 10.64 山口　陽暉 04 （ 中央・１ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
3) 10.63 加藤　丈一郎 03 （ 武生一・２ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東
4) 9.65 小畑　　舶 03 （ 小浜・２ ) 7.15 通信陸上 福井
5) 9.45 谷口　暖宗 05 （ 南越・１ ） 9.18 県中学地区対抗 福井
6) 9.22 堀　  実琉 02 （ 東陽・１ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
7) 9.20 今村　悠斗 04 （ 南条・１ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
8) 9.17 斎藤　大夢 03 （ 至民・２ ） 7.15 通信陸上 福井
9) 9.12 村中　リオ 04 （ 上庄・１ ) 9.18 県中学地区対抗 福井

10) 9.09 酒井　人和 04 （ 至民・１ ) 11.04 県中学陸上 越前東

〇1) 43.72 ゴメス　エンヒケ 02 （ 武生一・３ ) 10.28 Jr.オリンピック 日産スタジアム

2) 29.94 山田  嘉幸 03 （ 中央・３ ) 7.15 通信陸上 福井
3) 28.52 河野　光訓 03 （ 武生一・２ ) 6.17 県中学春季 福井
4) 28.28 大矢場　廉弥 02 （ 松岡・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
5) 28.25 岡田　大暉 03 （ 足羽一・３ ） 4.08 国体強化記録会 越前東
6) 27.11 加藤　丈一郎 03 （ 武生一・２ ) 11.04 県中学陸上 越前東
7) 25.24 黒川　達樹 02 （ 武生三・３ ) 9.18 県中学地区対抗 福井
8) 25.13 濵野　凌汰 03 （ 越前・３ ） 9.18 県中学地区対抗 福井
9) 24.17 友佐    全 04 （ 粟野・２ ) 11.23 越前市投擲記録会 越前東

10) 23.76 熊野　友也 02 （ 東陽・３ ) 6.17 県中学春季 福井

該当記録なし

日本中学記録　4.93　　　　               県中学記録　4.12

日本中学記録　7.40　　　　               県中学記録　6.98

円盤投(1.500kg) 日本中学記録　51.23　　　　              県中学記録　37.46

砲丸投(4.000kg) 日本中学記録　19.41　　　　              県中学記録　16.87

砲丸投(5.000kg) 日本中学記録　17.85　　　　              県中学記録　17.85

円盤投(1.000kg) 日本中学記録　69.08　　　　              県中学記録　50.33



1) 54.28 乾　　雄凱 02 （ 勝山北部・３ ) 10.27 Jr.オリンピック 日産スタジアム

2) 35.88 奥村　愛都 02 （ 気比・３ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東
3) 24.11 柳川　慧夜 02 （ 松陵・３ ) 8.27 Jr.O.選考会 越前東

四種競技
1) 2290点 岡田　大暉 03 （ 足羽一・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井

2) 2105点 岩野　敬心 02 （ 南越・３ ) 7.01 国体強化記録会 福井

3) 1889点 平井　飛音 02 （ 中央・３ ) 7.15 通信陸上 福井

4) 1878点 尾崎　流空 03 （ 中央・３ ) 7.15 通信陸上 福井

5) 1767点 工藤　和莞 03 （ 粟野・２ ) 7.15 通信陸上 福井

6) 1767点 沓掛　玄冬 02 （ 粟野・３ ) 7.15 通信陸上 福井

7) 1711点 牧田　翔太 02 （ 春江・３ ) 7.15 通信陸上 福井

8) 1500点 須山　裕貴 03 （ 武生一・３ ) 7.15 通信陸上 福井

9) 1401点 石田　開人 03 （ 足羽一・２ ) 7.01 国体強化記録会 福井

10) 1394点 中川　敬太 03 （ 明道・２ ) 7.15 通信陸上 福井

日本中学記録　3054点　　　　       県中学記録　2606点

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(300g) 日本中学記録　75.87　　　　              県中学記録　67.99

(21.07/-1.1－7.98－1.40－59.18)

(17.78/-1.8－9.05－1.60－59.21)

(17.80/-1.8－10.07－1.60－1:00.63)

(16.81/-2.5－9.26－1.70－57.53)

(18.68/-0.7－12.80－1.85－57.45)

(20.13/+0.1－7.81－1.49－1:02.69)

(20.66/-1.1－7.62－1.60－1:00.59)

(17.17/-1.1－7.91－1.40－59.64)

(17.30/-1.8－7.56－1.45－58.04)

(16.84/-1.8－7.84－1.45－59.90)


