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種目

村田　和哉 10.80(-1.4) 平野　直人 10.85(-1.4) 倉部　勇哉 10.87(-0.4) 仲島　諒 10.93(-1.4) 田中　崇良 11.10(-1.4) 吉田　開 11.22(-1.4) 片山　卓也(2) 11.30(-1.4) 大槻　陽大(2) 11.43(-0.4)
ユティック ユティック ユティック ユティック ユティック 福井陸協 敦賀高 敦賀高
平野　直人 21.52(+0.8) 倉部　勇哉 21.54(+0.6) 片山　卓也(2) 22.33(+0.8) 仲島　諒 22.53(+0.8) 金子　将大(2) 22.99(+0.6) 木下　大(2) 23.23(+1.0) 吉田　拓夢(2) 23.30(+0.6) 大槻　陽大(2) 23.32(+0.8)
ユティック ユティック 敦賀高 ユティック 鯖江高 勝山高 鯖江高 敦賀高
片山　卓也(2) 50.00 林　拓慧(2) 51.91 村上　智洋(1) 52.10 岡部　泰士(2) 52.13 内倉　大喜(2) 52.50 石田　達大(1) 52.59 清水　大祐(2) 52.63 小森　望夢(2) 53.07
敦賀高 敦賀高 福井大 藤島高 福井商高 敦賀高 三国高 藤島高
岡部　泰士(2) 2:00.80 石田　達大(1) 2:01.74 北口　慶心(2) 2:02.08 小畑　圭央(2) 2:02.32 加藤　崇寛(2) 2:03.56 神門　知宏(2) 2:03.61 黒田　翔(2) 2:04.27 内藤　理央(2) 2:04.87
藤島高 敦賀高 敦賀高 敦賀高 北陸高 武生高 武生東高 武生東高
北岸　辰朗(2) 4:13.58 渡邉　晴生(2) 4:15.43 道瀬　悠磨(2) 4:15.53 道瀬　泰佑(2) 4:16.70 大家　初芽(2) 4:19.55 廣瀬　啓伍(3) 4:21.36 林　歩(2) 4:21.49 松原　龍聖(1) 4:22.26
福井県大 武生高 藤島高 藤島高 敦賀高 三国中 福井商高 武生高
島田　淳志(1) 9:11.99 小川　絢(2) 9:14.43 朝井　楓(1) 9:49.60 上杉　一(2) 9:54.16 山川　樹(1) 10:00.57 西田　怜史(1) 10:07.02 廣瀬　勇吏(1) 10:07.74 吉岡　弘紀(2) 10:19.14
武生高 三国高 北陸高 勝山中部中 北陸高 武生高 福井商高 武生高
齊藤　颯汰(3) 15.97(-1.1) 藤井　翔太(2) 16.01(-1.1) 倉本　佑吏(2) 16.17(-1.1) 堤下　凌(3) 16.38(-1.1) 田邉　晴也(2) 16.40(-1.1) 竹内　浩樹(1) 16.45(-1.0) 関　貴斗(1) 16.70(-1.0) 松田　和也(1) 16.73(-1.1)
足羽高 敦賀高 敦賀高 福井工大 鯖江高 北陸高 足羽高 足羽高
板東　夢斗(2) 56.02 林　拓慧(2) 58.32 深町　飛太(1) 59.14 川村　涼(2) 1:01.42 井上　雄太(2) 1:01.54 関　貴斗(1) 1:01.90 中村　優斗(1) 1:04.38 川端　晃生(1) 1:05.99
敦賀高 敦賀高 敦賀高 勝山高 武生東高 足羽高 藤島高 若狭高
北陸高A 42.55 敦賀高A 43.11 福井工大 44.05 敦賀高B 44.30 若狭高 44.62 鯖江高A 44.88 勝山高 45.21 福井マスターズ 45.28
竹内　浩樹(1) 深町　飛太(1) 山本　裕真(2) 大槻　陽大(2) 松田　一咲(2) 寺島　侑世(2) 細野　邦彦(1) 三浦　寛貴
嘉奈　宏造(1) 片山　卓也(2) 戸川　宏一(1) 倉本　佑吏(2) 司村　辰輝(2) 吉田　拓夢(2) 木下　直(1) 山口　祐樹
斉藤　空(2) 板東　夢斗(2) 狩野　涼太(1) 松本　悠希(2) 江川　風太(1) 小坂　竜廣(1) 川村　涼(2) 尾崎　雅芳
山口　凛也(1) 林　拓慧(2) 川上　秀太(1) 内藤　裕希(2) 井上　亮(2) 青山　晃己(2) 木下　大(2) 窪田　望都
井上　亮(2) 1m80 宇熊　一輝(2) 1m70 山前　諒真(1) 1m70 吉田　恭士(1) 1m65 小島　佑太(1) 1m35
若狭高 武生高 若狭高 武生高 三国中
栗原　寛武(4) 1m80
福井大
河野　雅樹(2) 3m00 野阪　純生(2) 2m10
坂井高 進明中
浅川　尚輝(3) 6m50(+1.9) 清水　陸(1) 6m45(+0.6) 山口　良太(5) 6m42(+0.5) 梶原　俊介(2) 6m40(+1.1) 池端　宏昭 6m39(+1.2) 松本　悠希(2) 6m24(+0.6) 間　洋介 6m22(+0.3) 内藤　裕希(2) 6m16(+0.7)
足羽高 北陸高 福井大 足羽高 福井union 敦賀高 福井union 敦賀高
岩崎　匠海(3) 13m72(-1.3) 田川　遼介(2) 13m47(-0.7) 池端　宏昭 13m28(-1.1) 青池　駿(1) 11m79(-0.3)
敦賀高 北陸高 福井union 敦賀高
芳賀　清隆(3) 46m02
福井工大
増田　悠悟(1) 49m00 神谷　京吾(2) 44m25 前田　泰吾(2) 43m25 内方　信(2) 40m81 松原　叶昂(1) 39m56 森﨑　亮太(2) 35m32 倉林　龍大 34m33 小嶋　崇宏(2) 33m28
中央大 大野高 勝山高 若狭高 大野高 武生東高 鯖江高 三国高
奥村　仁志(2) 14m26 谷﨑　良樹(2) 13m67 向山　朋宏(2) 12m12 小山　明久(2) 11m79 前田　泰吾(2) 11m46 松原　継(1) 11m15 安食　壱平(1) 10m78 松宮　匠吾(1) 9m07
敦賀高 敦賀高 北陸高 足羽高 勝山高 足羽高 羽水高 羽水高
奥村　仁志(2) 41m29 小山　明久(2) 37m31 竹内　颯汰(3) 37m10 谷﨑　良樹(2) 34m09 安食　壱平(1) 32m28 尾池　虹志(2) 30m50 向山　朋宏(2) 28m51 大間　陽生 28m20
敦賀高 足羽高 敦賀高 敦賀高 羽水高 北陸高 北陸高 鯖江高
髙橋　龍平(3) 51m47 佐木　司(2) 42m17 金子　武司(1) 24m15 前川　真慶(1) 23m81 中森　悠莉(1) 20m59
敦賀高 大野高 武生東高 大野高 福井農林高
向川　紘平(2) 18.23 大塚　駿也(2) 20.37
進明中 三国中
花田　李樹(3) 12m38 安田　裕貴(2) 7m44 小島　佑太(1) 5m29
粟野中 三国中 三国中
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寺井　美穂 12.17(-0.3) 山本　しおり(2) 12.71(-0.3) 加藤　杏奈(1) 12.71(-0.3) 加畑　美湖(1) 12.87(-0.3) 小尾　麻菜 12.91(-0.9) 山本　柚良(2) 13.20(-0.3) 松田　愛華(1) 13.41(-0.9) 谷奥　綾乃(1) 13.44(-0.3)
ユティック 敦賀高 敦賀高 敦賀高 ピース 敦賀高 足羽高 鯖江高
寺井　美穂 24.91(+0.6) 芦田　陽菜(2) 25.73(+0.6) 山本　しおり(2) 26.09(+0.6) 加藤　杏奈(1) 26.19(+0.6) 加畑　美湖(1) 26.33(+0.6) 梅津　彩香(3) 26.75(+0.6) 谷奥　綾乃(1) 27.38(+0.6) 宮本　佳苗(3) 27.39(+0.9)
ユティック 敦賀高 敦賀高 敦賀高 敦賀高 敦賀高 鯖江高 敦賀高
山本　しおり(2) 59.83 加藤　杏奈(1) 1:00.51 加畑　美湖(1) 1:00.82 勝見　唯奈(2) 1:01.88 松尾　夏那(2) 1:02.30 前田　歩南(2) 1:03.02 天谷　佳鈴(2) 1:03.14 大浦　桃那(1) 1:05.36
敦賀高 敦賀高 敦賀高 武生高 北陸高 羽水高 北陸高 鯖江高
野村　いちご(2) 2:21.57 野村　美桜(1) 2:22.64 高村　優子(2) 2:29.65 鈴木　梨花(2) 2:30.80 佐賀　歩美(2) 2:31.03 松浦　多希(1) 2:32.63 谷川　育実(1) 2:33.77 上田　陽菜 2:35.55
角鹿中 敦賀高 北陸高 三国高 三国高 三国高 金津中 鯖江高
矢尾　桃子(2) 4:48.88 野村　いちご(2) 4:58.31 山田　佳奈(1) 5:06.10 野口　萌々(2) 5:26.91 松浦　多希(1) 5:27.30 長谷川　今日子(2) 5:28.84 横山　七夏海(1) 5:38.04 塚下　美樹(1) 5:40.48
北陸高 角鹿中 武生高 北陸高 三国高 藤島高 羽水高 三国高
髙原　さくら(3) 10:25.01 白嵜　文乃(2) 10:37.82 丸岡　悠愛(3) 11:34.09 長谷川　今日子(2) 11:43.86 荒木　汐羽(1) 12:06.51 菅原　向日葵(2) 12:45.75
芦原中 武生高 芦原中 藤島高 若狭高 羽水高
岡田　穂乃香(2) 15.78(-1.3) 坂井　裕香(2) 15.84(-1.3) 島田　有彩(1) 16.71(-1.3) 渡邉　佑衣(3) 16.89(-1.3) 近藤　優衣(1) 17.21(-1.3) 松山　生依(2) 17.63(-0.1) 柏谷　月菜(2) 18.10(-0.1) 壺内　美思(1) 18.62(-0.1)
鯖江高 敦賀高 敦賀高 福大医学部 北陸高 北陸高 三国高 勝山高
小林　千純(2) 1:08.43 天谷　佳鈴(2) 1:09.74 岡田　穂乃香(2) 1:10.17 松成　沙弥香(1) 1:11.65 村田　有美(2) 1:16.65 宮本　千春(2) 1:18.85 兼松　美友(2) 1:19.11 林　桃花(2) 1:19.74
勝山高 北陸高 鯖江高 武生高 敦賀高 三国高 若狭高 勝山高
福井選抜 47.22 敦賀高A 50.32 敦賀高B 51.11 武生高A 51.60 足羽高 52.00 福井商高A 52.46 若狭高 52.89 鯖江高A 53.45
吉田　彩葉(3) 島田　有彩(1) 村田　有美(2) 酒井　美直(2) 吉村　紗季(1) 前田　桃香(1) 藤田　瑠莉(2) 大浦　桃那(1)
山本　しおり(2) 山本　柚良(2) 宮本　佳苗(3) 荒木　明寿香(1) 松田　愛華(1) 岡　愛理(1) 塚本　葉奈(1) 谷奥　綾乃(1)
寺井　美穂 加畑　美湖(1) 坂井　裕香(2) 綿谷　碧(1) 中澤　亜里紗(1) 佐々木　美羽(2) 山下　莉穂(2) 岡田　穂乃香(2)
芦田　陽菜(2) 加藤　杏奈(1) 梅津　彩香(3) 勝見　唯奈(2) 竹原　華涼(2) 吉川　茉由(2) 近藤　ほた瑠(2) 上田　陽菜(1)
蓑輪　夢未(1) 1m65 綿谷　碧(1) 1m50 里田　亜沙瞳(1) 1m50 山下　莉穂(2) 1m50 坂井　裕香(2) 1m50 澤田　茉綾(1) 1m45 佐々木　雅(3) 1m40 竹内　彩和(2) 1m25
北陸高 武生高 若狭高 若狭高 敦賀高 武生高 三国中 金津中
渡邉　佑衣(3) 2m80 伊藤　綾希子(1) 2m10
福大医学部 金津高
芦田　陽菜(2) 5m42(-0.7) 上嶋　葵(1) 5m39(+0.1) 梅津　彩香(3) 5m35(0.0) 宮本　佳苗(3) 5m17(+0.1) 吉村　紗季(1) 5m03(+0.4) 細川　瑠南(2) 4m63(+0.6) 宮本　怜緒奈(2) 4m55(-0.4) 村島　かほ(1) 4m51(-0.6)
敦賀高 北陸高 敦賀高 敦賀高 足羽高 北陸高 北陸高 武生高
梅津　彩香(3) 11m71(-0.7) 岸口　輝美(3) 11m50(-0.8) 宮本　佳苗(3) 11m47(-0.4)
敦賀高 西舞鶴高 敦賀高
渡邉　ももこ(2) 10m90 石山　鈴華(2) 10m30 中嶋　美羽(1) 9m93 長嶋　うらら(1) 8m66 岡田　穂乃香(2) 8m31
敦賀高 敦賀高 敦賀高 足羽高 鯖江高
長嶋　うらら(1) 28m54 佐々木　恵(2) 25m94 伊林　里菜(1) 19m91 駒　美晴(2) 19m16 渡邉　海陽(1) 17m11 乾　蘭夢(2) 15m89
足羽高 武生高 武生高 武生東高 若狭高 進明中
原田　ハルミ(3) 48m23 渡邉　ももこ(2) 46m29 中嶋　美羽(1) 34m98 福岡　祐子(2) 12m48
敦賀高 敦賀高 敦賀高 足羽高
上村　ひかり(2) 26m20 井坂　望(2) 24m01 法水　美苑(1) 23m44 渡邉　海陽(1) 22m69 藤木　香菜子(2) 21m99 竹原　華涼(2) 20m53 松澤　彩華(2) 18m07
福井商高 武生工業 足羽高 若狭高 三国高 足羽高 金津高
永岡　佳那子(3) 15.84 宮澤　萌愛花(2) 16.67 藪下　咲和(2) 18.48 齊藤　心(1) 19.47 笠原　美怜(1) 20.79 尾西　真陽流(2) 20.95
金津中 東陽中 東陽中 三国中 金津中 進明中
乾　蘭夢(2) 8m95 板垣　紗知(2) 8m24
進明中 三国中
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