
【後援】鯖江市教育委員会

【協力】鯖江市中学校体育連盟、鯖江市体育研究部、鯖江高等学校陸上競技部

第２回

鯖江長距離

記録会

【主催】鯖江市陸上競技協会

【共催】一般財団法人福井陸上競技協会

　開催日

  令和３年

　会　場

鯖江市東公園陸上競技場

１０月１７日(日)



競技役員

当日、プログラムに掲載いたします。



・本競技は令和３年度日本陸上競技連盟競技規則により実施する。

・ＷＡ規則第１４３条ＴＲ５：シューズに関するルール再改訂部分によって実施する。

・競技会参加の各団体、個人は会場入場前に受付にて、要項記載(下記)通りの手続きを行う。

１ 入場前に受付（正面入口）で提出するもの

≪ 当日全員が提出する書類 ≫

◆体調管理チェックシート_様式③

◆参加者確認名簿_様式①

※引率責任者（各団体３名まで）についても同様に提出すること

※以上の必要書類は代表者が受付へ提出すること

２ 受付で入場時に渡されるもの

◆ＩＤ（リボンの予定）（配布個数（参加選手数＋引率責任者数））

◆プログラム（１団体１冊）

・招集は最終コールのみとし、各スタート地点において、競技開始時刻１０分前までに完了すること。

その際、腰ナンバー（シール式）を配布し各選手で右腰に付けること。

なお、遅れたものは失格（棄権）とする。

・アスリートビブス、安全ピンは各自で用意する。プログラム記載のスタートリストのレーン番号で、

男子は白地に黒字、女子は白地に赤字で太字で書き、胸部・背部に付けること。

(アスリートビブス：２０cm×２７cmの白布など）

・W-up場所について、レース中でも競技場内でW-upができるように当日お知らせします。（予定）

・競技会で発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者側で行うがそれ以後の責任は負わない。

・大会映像・写真・個人記録・記事などは、主催者が承認した第三者が大会運営および宣伝の目的で

大会プログラム・ポスターなどの宣伝材料、新聞やＨＰなどの媒体に掲載することがある。

競技注意事項



・第２回は、福井県内の競技者または福井県登録者のみで実施します。
（※県外選手のエントリーがありましたが、今回は参加できません。）

・無観客開催となります。ただし、各団体引率責任者３名までは当日検温などの

手続きをして入場できる。
（※検温度によっては入場をお断りする場合がある。）

女子１５００ｍ

男子１５００ｍ

１組

１組

14:55

14:55

男子５０００ｍ １組 16:05

女子３０００ｍ ２組 15:45

男子３０００ｍ ２組 15:45

競 技 日 程（案）　１０月１７日(日)

女子８００ｍ １組 14:50

男子３０００ｍ １組 15:25

女子３０００ｍ

女子２０００ｍ １組 15:10

１組 15:25



女子８００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

1

2 黒田　菜々美（１） 勝山北部中

3 佐々木　由良（２） 鯖江高

4 清水　凜（１） 鯖江高

5 木村　茉央（１） 鯖江高

6 井上　祐佳（１） 鯖江高

7 堀　結葉（１） 鯖江高



女子１５００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

1 山口　桃花（３） 敦賀気比高

2 津谷　舞姫（２） 鯖江高

男子１５００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

3 阪井　健心（６） 鯖江ランニングキッズクラブ

4 川端　大道（２） 勝山中部中

5 真柄　圭佑（２） 鯖江中

6 原　鉄生（１） 鯖江中

7 黒田　悠翔（３） 勝山北部中

8 寺西　翔 福井陸協

9 北村　和博 福井陸協

10 土山　卓男 敦賀市笠松走友会



女子２０００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

1

2

3 佐々木　由良（２） 鯖江高

4 清水　凜（１） 鯖江高

5 木村　茉央（１） 鯖江高

6 井上　祐佳（１） 鯖江高

7 堀　結葉（１） 鯖江高



女子３０００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

1 片桐　花笑（２） 勝山中部中

2 名里　奏夢（２） 高浜中

3 上島　円羅（２） 武生第一中

4 竹中　穂花（２） 敦賀気比高

5 水原　愛依（２） 敦賀気比高

6 堀田　友碧（１） 敦賀気比高

7 櫻井　桃菜（２） 鯖江高

8 中森　優花（１） 鯖江高

9 吉川　マユミ nrc

男子３０００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

10 山口　桂吾（３） 大飯中

11 北村　和博 福井陸協

12 伊藤　佑将（３） 啓新高

13 田島　光（３） 啓新高

14 松井　翔空（３） 啓新高

15 豊岡　奎汰（２） 啓新高

16 井口　赳瑠（１） 啓新高

17 山内　勇輝（１） 鯖江高



女子３０００ｍ

２組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

1 松本　実咲（２） 敦賀気比高

2 末本　愛菜（３） 鯖江高

3 中村　愛莉（３） 鯖江高

4 酒井　心希（２） 鯖江高

5 山口　晏音衣（２） 鯖江高

男子３０００ｍ

２組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

6 北村　史陽（３） 大飯中

7 岩田　凪生（３） 三方中

8 小林　漣（２） 角鹿中

9 野尻　大志（２） 陽明中

10 川瀬　聖幸（２） 陽明中

11 伊藤　康孝 福井ユニオン

12 揚原　大夢（３） 啓新高

13 黒田　圭祐（１） 啓新高

14 髙溝　巧真（３） 啓新高

15 竹田　永和（２） 鯖江高

16 吉川　洸亜（１） 鯖江高

17 出口　清太（１） 鯖江高

18 藤井　翔太（１） 鯖江高



男子５０００ｍ

１組

ORD 氏名（学年） 所属 順位 記録

1 髙山　良太 福井陸協

2 西木　浩司 nrc

3 金房　裕之 福井市大阪陸上

4 小畑　祐二 福井陸協

5 伊藤　輝（３） 啓新高

6 中川　嵩葵（３） 啓新高

7 佐々木　柊也（２） 啓新高

8 大柳　陽也（１） 啓新高

9 角原　望（３） 敦賀気比高

10 斎藤　将也（３） 敦賀気比高

11 水上　流輝亜（３） 敦賀気比高

12 上山　詩樹（２） 敦賀気比高

13 籠谷　峻太郎（２） 敦賀気比高

14 田川　琉久（２） 敦賀気比高

15 筑紫　昂太（２） 敦賀気比高

16 堀本　彩斗（２） 敦賀気比高

17 森　稜真（２） 敦賀気比高

18 山口　了生（２） 敦賀気比高

19 山本　晃大（２） 敦賀気比高

20 田中　完汰（１） 敦賀気比高

21 中島　温（１） 敦賀気比高

22 松原　陽之（１） 敦賀気比高

23 伊藤　航（３） 鯖江高

24 山口　真聖（３） 鯖江高

25 𠮷田　敬祐（３） 鯖江高

26 細田　峰生（２） 鯖江高

27 高橋　拓夢（２） 鯖江高

28 前田　葵（２） 鯖江高

29 木下　道晴（１） 鯖江高

30 中村　悠成（１） 鯖江高


