
1) 　 29:40 山森　龍暁 01 ( 創価大 ) 5.05 札幌チャレンジハーフ 札　　幌

2) 　 30:23 水谷　勇登 02 ( 専修大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

3) 　 30:25 出仙　龍之介 00 ( 駿河台大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

4) 　 30:51 谷口　　蓮 01 ( 日本薬科大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

5) 　 30:53 清水　悠雅 00 ( 国士舘大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

6) 　 30:59 山口　祐司 01 ( 麗澤大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

6) 　 30:59 廣瀬　啓伍 02 ( 麗澤大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

8) 　 32:10 小島　大輝 01 ( 城西大 ) 3.21 新潟ハーフ 新　　潟

9) 　 32:34 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.19 防府読売マラソン 防　　府

10) 　 33:46 島田　淳志 01 ( 高崎経済大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

1) 1:00:03 山森　龍暁 01 ( 創価大 ) 5.05 札幌チャレンジハーフ 札　　幌

2) 1:01:11 水谷　勇登 02 ( 専修大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

3) 1:02:50 出仙　龍之介 00 ( 駿河台大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

4) 1:02:59 谷口　　蓮 01 ( 日本薬科大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

5) 1:03:14 山口　祐司 01 ( 麗澤大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

6) 1:03:17 清水　悠雅 00 ( 国士舘大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

7) 1:03:22 廣瀬　啓伍 02 ( 麗澤大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

8) 1:05:06 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.19 防府読売マラソン 防　　府

9) 1:07:02 小島　大輝 01 ( 城西大 ) 3.21 新潟ハーフ 新　　潟

10) 1:09:27 島田　淳志 01 ( 高崎経済大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

1) 1:02:38 田中　悠登 02 ( 青山学院大 ) 11.14 世田谷246ハーフ 駒　　沢

2) 1:03:17 清水　悠雅 00 ( 国士舘大 ) 5.20 関東学生 相模原ギオン

3) 1:03:33 山森　龍暁 01 ( 創価大 ) 5.05 札幌チャレンジハーフ 札　　幌

4) 1:04:26 水谷　勇登 02 ( 専修大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

5) 1:05:01 小島　大輝 01 ( 城西大 ) 5.20 関東学生 相模原ギオン

6) 1:06:16 出仙　龍之介 01 ( 駿河台大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

7) 1:06:23 谷口　　蓮 00 ( 日本薬科大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

8) 1:06:47 山口　祐司 01 ( 麗澤大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

9) 1:06:56 廣瀬　啓伍 02 ( 麗澤大 ) 10.23 箱根駅伝予選会 陸自立川駐屯地

10) 1:08:47 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.19 防府読売マラソン 防　　府

日本最高記録  28:05　　　　       県最高記録  28:37

　　男　　子　　の　　部

日本最高記録  56:52　　　　       県最高記録  58:25

日本最高記録  1:00:00 　　　      県最高記録  1:01:38

20ｋｍ

ハーフマラソン

10ｋｍ



1) 1:38:18 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.19 防府読売マラソン 防　　府

2) 2:00:53 中畠　洋介 ( 坂井ランナーズ ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

3) 2:05:48 米谷　尚樹 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

4) 2:06:41 浅野　太洋 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

5) 2:07:46 豊原　治彦 ( 坂井ランナーズ ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

6) 2:11:04 中村　和弘 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

7) 2:14:20 赤松　　淳 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

8) 2:17:58 永田　　陸 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

9) 2:19:28 三原　　昇 ( 福井マスターズ ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

10) 2:20:34 多田　幸史 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

1) 2:20:11 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.19 防府読売マラソン 防　　府

2) 2:33:40 西木　浩司 ( nrc ) 11.07 富山マラソン 富　　山

3) 2:36:06 下家　　悟 ( nrc ) 11.07 富山マラソン 富　　山

4) 2:48:31 加藤　弘恒 ( 福井陸協 ) 11.07 富山マラソン 富　　山

5) 2:50:16 道木　宏明 ( nrc ) 11.07 富山マラソン 富　　山

6) 2:51:23 前原　孝弘 ( nrc ) 11.07 富山マラソン 富　　山

7) 2:55:23 中畠　洋介 ( 坂井ランナーズ ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

8) 2:59:07 浅野　太洋 ( 福井陸協 ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

9) 2:59:14 水口　宏明 ( nrc ) 11.07 富山マラソン 富　　山

10) 3:01:14 山本　一浩 ( 福井陸協 ) 11.07 富山マラソン 富　　山

1) 42:06 徳山　莞太 01 ( 福井工業大 ) 4.10 全日本10km競歩 輪　　島

2) 44:12 及川　文隆 95 ( 福井県スポ協会 ) 2.21 日本選手権20km競歩 六甲アイランド

3) 46:11 高島　捺綺 01 ( 流通経済大 ) 4.10 全日本10km競歩 輪　　島

1) 1:38:32 及川　文隆 95 ( 福井県スポ協会 ) 2.21 日本選手権20km競歩 六甲アイランド

2) 1:40:47 高島　捺綺 01 ( 流通経済大 ) 1.01 元旦競歩大会 明治神宮外苑

(片道)

〇1) 2:06:58 敦賀気比

日本最高記録  2:04:56    　　　　 県最高記録  2:15:48

日本最高記録  1:16:36　　　　     県最高記録  1:21:09

日本最高記録  38:03　　　　       県最高記録  39:36

日本最高記録   1:28:00   　       県最高記録  1:30:38

マラソン

10ｋｍＷ

30ｋｍ

高校駅伝(42.195km)

20ｋｍＷ

県高校最高記録  2:07:16

(斎藤 将也⇒田川 琉久⇒森　稜真⇒上山 詩樹⇒筑紫 昴太

⇒水上 流輝亜⇒中島　温） 12.26　　全国高校駅伝　　　京　　都



(往復)

1) 2:07:30 敦賀気比

2) 2:08:26 敦賀気比

3) 2:10:12 美　　方

1) 1:00:19 小林　麻子 ( 福井県庁RC ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

1) 1:11:15 矢尾　桃子 00 ( 関西外国語大 ) 3.14 日本学生女子ハーフ 立　　川

2) 1:18:56 橋本　はなえ 00 ( 京都光華女子大 ) 3.14 日本学生女子ハーフ 立　　川

3) 1:23:50 吉川　マユミ 77 ( 福井マスターズ ) 3.14 名古屋ウィメンズ 名 古 屋

4) 1:56:04 小林　麻子 ( 福井県庁RC ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

1) 1:15:14 矢尾　桃子 00 ( 関西外国語大 ) 3.14 日本学生女子ハーフ 立　　川

2) 1:23:15 橋本　はなえ 00 ( 京都光華女子大 ) 3.14 日本学生女子ハーフ 立　　川

3) 1:28:18 吉川　マユミ 77 ( 福井マスターズ ) 3.14 名古屋ウィメンズ 名 古 屋

4) 2:02:23 小林　麻子 ( 福井県庁RC ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

1) 2:06:22 吉川　マユミ 77 ( 福井マスターズ ) 3.14 名古屋ウィメンズ 名 古 屋

2) 2:58:43 小林　麻子 ( 福井県庁RC ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

1) 2:57:49 吉川　マユミ 77 ( 福井マスターズ ) 3.14 名古屋ウィメンズ 名 古 屋

2) 3:50:48 水野　いづみ ( 福井陸協 ) 11.07 魚津しんきろうマラソン 富　　山

3) 4:38:00 小林　麻子 ( 福井県庁RC ) 10.31 金沢マラソン 金　　沢

(東  晃成⇒庄司  耀⇒大下  翼⇒藤原 新太⇒上杉  一

⇒中村 友翼⇒平井  迅) 11.21　北信越高校駅伝　　鯖 江 東

(斎藤 将也⇒水上 流輝亜⇒森　稜真⇒中島　温⇒筑紫 昴太

⇒上山 詩樹⇒田川 琉久） 11.21　北信越高校駅伝　　鯖 江 東

(斎藤 将也⇒田川 琉久⇒森  稜真⇒角原  望⇒山本 晃大

⇒中島  温⇒上山 詩樹） 11.07　県高校駅伝　　　　鯖 江 東

高校駅伝(42.195km) 大会最高記録  2:09:22

        　　　　　　　　　女　　子　　の　　部

10ｋｍ 日本最高記録  31:44　　　　        県最高記録  32:34

20ｋｍ 日本最高記録  1:04:42　　　　      県最高記録  1:07:32

ハーフマラソン 日本最高記録  1:08:11　　　　      県最高記録  1:11:05

マラソン 日本最高記録  2:20:29    　　　　  県最高記録  2:44:19

30ｋｍ 日本最高記録  1:40:27      　　　　県最高記録  1:46:27



該当記録なし

該当記録なし

該当記録なし

(片道)

1) 1:18:17 鯖　　江

(往復)

1) 1:11:32 鯖　　江

2) 1:19:49 美　　方

3) 1:20:41 敦賀気比

20ｋｍＷ

10ｋｍＷ

日本最高記録  1:27:41　　　　      県最高記録  1:38:51

5ｋｍＷ 日本最高記録  21:27　　　　        県最高記録  23:47

高校駅伝(21.0975km) 大会最高記録  1:11:14

(山口 晏音衣⇒末本 愛菜⇒中村 愛莉⇒櫻井 桃菜⇒酒井 心希)

高校駅伝(21.0975km) 県高校最高記録  1:10:54

(酒井 心希⇒末本 愛菜⇒山口 晏音衣⇒木村 茉央⇒中村 愛莉)

12.26　　全国高校駅伝　　　京　　都

日本最高記録  42:50　　　　        県最高記録  48:45

(松本 実咲⇒竹中 穂花⇒山口 桃花⇒堀田 友碧⇒水原 愛依)

11.21　北信越高校駅伝　　鯖 江 東

11.21　北信越高校駅伝　　鯖 江 東

(佐藤 鳳羽⇒仲上 碧美⇒桶野 想乃⇒徳田 美薫⇒濵野 彩花)

11.21　北信越高校駅伝　　鯖 江 東




