
1)   29:41 国川　恭朗 97 ( 麗澤大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
2)   30:01 難波　　天 99 ( 麗澤大 ) 2.03 神奈川マラソン 神 奈 川
3)   30:52 清水　悠雅 00 ( 国士舘大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
4)   32:03 谷口　　蓮 01 ( 日本薬科大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
5)   32:29 笠川　康平 86 ( 福井陸協 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
6)   32:40 大島　啓太 98 ( 日本体育大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
7)   32:55 山本　彪我 99 ( 国士舘大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
8)   33:28 稲子　光太郎 99 ( 中京大 ) 2.24 犬山ハーフマラソン 犬　　山
9)   33:58 古定　正彬 91 ( 福井市陸協 ) 3.10 びわ湖毎日マラソン 皇 子 山

10)   34:36 建部　有佑 80 ( 福井陸協 ) 12.15 防府読売マラソン 防　　府

該当記録なし

1) 1:00:02 国川　恭朗 97 ( 麗澤大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
2) 1:02:04 清水　悠雅 00 ( 国士舘大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
3) 1:02:20 難波　　天 99 ( 麗澤大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
4) 1:05:26 笠川　康平 86 ( 福井陸協 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
5) 1:05:27 谷口　　蓮 01 ( 日本薬科大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
6) 1:06:03 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 3.03 東京マラソン 東　　京
7) 1:06:14 山本　彪我 99 ( 国士舘大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
8) 1:06:15 大島　啓太 98 ( 日本体育大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
9) 1:08:06 古定　正彬 91 ( 福井市陸協 ) 3.10 びわ湖毎日マラソン 皇 子 山

10) 1:09:15 建部　有佑 80 ( 福井陸協 ) 12.15 防府読売マラソン 防　　府

1) 1:03:26 国川　恭朗 97 ( 麗澤大 ) 3.10 立川シティハーフマラソン 立　　川
2) 1:05:01 難波　　天 99 ( 麗澤大 ) 2.03 神奈川マラソン 神 奈 川
3) 1:05:21 清水　悠雅 00 ( 国士舘大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
4) 1:06:37 山本　彪我 99 ( 国士舘大 ) 11.17 上尾シティハーフマラソン 上　　尾
5) 1:07:03 大島　啓太 98 ( 日本体育大 ) 11.17 上尾シティハーフマラソン 上　　尾
6) 1:09:06 谷口　　蓮 01 ( 日本薬科大 ) 10.26 箱根駅伝予選会 昭和記念
7) 1:09:12 笠川　康平 86 ( 福井陸協 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
8) 1:10:19 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.01 福岡国際マラソン 福　　岡
9) 1:11:53 古定　正彬 91 ( 福井市陸協 ) 3.10 びわ湖毎日マラソン 皇 子 山

10) 1:13:09 建部　有佑 80 ( 福井陸協 ) 12.15 防府読売マラソン 防　　府

2019年　　男　　子　　の　　部

日本最高記録  57:24　　　　県最高記録  58:25

日本最高記録  1:00:17 　　　県最高記録  1:01:38

日本最高記録  45:40　　　　県最高記録  49:28１０マイル

２０ｋｍ

ハーフマラソン

１０ｋｍ 日本最高記録  28:05　　　　県最高記録  28:38



1) 1:39:56 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.01 福岡国際マラソン 福　　岡
2) 1:42:27 古定　正彬 91 ( 福井市陸協 ) 3.10 びわ湖毎日マラソン 皇 子 山
3) 1:45:39 建部　有佑 80 ( 福井陸協 ) 12.15 防府読売マラソン 防　　府
4) 1:46:47 後久　真嗣 76 ( 福井市陸協 ) 12.01 福岡国際マラソン 福　　岡
5) 1:50:45 西木　浩司 86 ( MRJ ) 10.27 富山マラソン 富　　山
6) 1:53:09 酒井　祥悟 81 ( F.B.Project ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
7) 1:53:13 江川　長治 77 ( 福井陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府
8) 1:54:21 宮川　朋史 82 ( 気比の松原AC ) 3.17 板橋Cityマラソン 板　　橋
9) 1:54:24 近藤　邦彦 90 ( 福井陸協 ) 4.21 加賀市温泉郷マラソン 加　　賀

10) 1:54:36 宇佐見　祐介 82 ( F.B.Project ) 10.27 富山マラソン 富　　山

1) 2:21:44 高島　宏希 89 ( 福井陸協 ) 12.01 福岡国際マラソン 福　　岡
2) 2:27:50 古定　正彬 91 ( 福井市陸協 ) 3.10 びわ湖毎日マラソン 皇 子 山
3) 2:32:24 後久　真嗣 76 ( 福井市陸協 ) 12.01 福岡国際マラソン 福　　岡
4) 2:32:37 建部　有佑 80 ( 福井陸協 ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
5) 2:35:32 笠川　康平 86 ( 福井陸協 ) 3.03 東京マラソン 東　　京
6) 2:38:31 玉村　翔希 84 ( F.B.Project ) 11.23 福知山マラソン 福 知 山
7) 2:38:58 西木　浩司 86 ( MRJ ) 10.27 富山マラソン 富　　山
8) 2:41:46 宮川　朋史 82 ( 気比の松原AC ) 10.06 松本マラソン 松　　本
9) 2:41:52 江川　長治 77 ( 福井陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府

10) 2:43:15 近藤　邦彦 90 ( 福井陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府

1) 41:42 及川　文隆 95 （ 県スポーツ協会 ) 3.17 全日本競歩 能　　美
2) 43:13 中川　貴嗣 00 （ 福井工業大 ) 4.13 日本選手権50km競歩 輪　　島
3) 45:02 高島　捺綺 01 （ 敦賀気比高 ) 2.17 U20選抜競歩 六甲アイランド
4) 47:16 甲田　基也 99 （ 福井工業大 ） 3.17 日本学生20km競歩 能　　美
5) 50:15 野瀬　康介 98 （ 福井工業大 ） 4.13 日本選手権50km競歩 輪　　島

1) 1:31:06 及川　文隆 95 （ 県スポーツ協会 ） 3.17 全日本競歩 能　　美
2) 1:36:49 甲田　基也 99 （ 福井工業大 ） 3.17 日本学生20km競歩 能　　美

該当記録なし

日本最高記録  2:05:50    　　　　県最高記録  2:15:48

日本最高記録  1:16:36　　　　県最高記録  1:26:48

日本最高記録  38:03　　　　県最高記録  41:14

日本最高記録   1:28:00   　 県最高記録  1:30:38

マラソン

１０ｋｍＷ

３０ｋｍ

２０ｋｍＷ

日本最高記録 3:39:47　　　　県最高記録  4:46:39５０ｋｍＷ



2:24:14

(片道)

1) 2:07:25 美　　方

3) 2:07:37 敦賀気比

2) 2:19:18 鯖　　江

(往復)

1) 2:09:17 敦賀気比

2) 2:10:55 美　　方

3) 2:17:55 鯖　　江

(平林 清澄⇒田鳥 創太⇒小島 優輝⇒小島 大輝⇒木下 詩音

県最高記録     2:21:52
清水 悠雅⇒齋藤 将也⇒国川 恭朗⇒廣瀬 啓伍⇒平林 清澄⇒
大会最高記録  2:18:43

吉田 敬祐⇒山口 修平/F

　　11.03　県高校駅伝　　　鯖　　江
(田中 悠登⇒高村 比呂飛⇒水谷 勇登⇒山下 悠河⇒斎藤 将也

⇒木下 詩音⇒小島 優輝)

11.24　北信越高校駅伝　　　大　　町

⇒山本 雷我⇒木下 広夢）
(平林 清澄⇒小山 陽生⇒小島 大輝⇒佐々木 涼介⇒田鳥 創太

　　11.03　県高校駅伝　　　鯖　　江

(山森 龍暁⇒清水  蓮⇒山口 真聖⇒伊藤  航⇒吉田 敬祐

(山森 龍暁⇒吉田 敬祐⇒山口 真聖⇒伊藤  航⇒山内 友翔
⇒中村 颯太⇒鶴崎 隆太) 　　11.03　県高校駅伝　　　鯖　　江

全国都道府県対抗駅伝(48.0km 広島 1.21)

大会最高記録  2:09:22高校駅伝(42.195km)

⇒中村 颯太⇒鶴崎 陸太)

(田中 悠登⇒水谷 勇登⇒山下 悠河⇒斎藤 将也⇒木下 広夢
⇒山本 雷我⇒高村 比呂飛） 12.22　　全国高校駅伝　　　京　　都

⇒小山 陽生⇒佐々木 涼介） 12.22　　全国高校駅伝　　　京　　都

高校駅伝(42.195km) 県高校最高記録  2:07:16



1)   37:27 橋本　はなえ 00 ( 光華女子大 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
2)   41:44 吉川　マユミ 77 ( F.B.Project ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
3)   43:29 橋本　美奈 71 ( 福井陸協 ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
4)   43:52 関口　陽子 72 ( 美浜町陸協 ) 1.27 大阪国際女子マラソン 大　　阪
5)   45:11 鎌谷　真由子 74 ( 福井陸協 ) 2.24 読売犬山ハーフマラソン犬　　山
6)   45:15 木村　久美 77 ( 福井陸協 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
7)   50:44 和田　和恵 69 ( 福井陸協 ) 10.27 水戸黄門漫遊マラソン 水　　戸
8)   51:19 水野　いづみ 65 ( 福井陸協 ) 2.17 京都マラソン 京　　都
9)   51:54 中川　幸江 73 ( F.B.Project ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢

10)   52:28 大田原　宏美 62 ( MRJ ) 10.27 富山マラソン 富　　山

1) 1:17:25 橋本　はなえ 00 ( 光華女子大 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
2) 1:23:12 吉川　マユミ 77 ( F.B.Project ) 2.24 読売犬山ハーフマラソン犬　　山
3) 1:26:23 橋本　美奈 71 ( 福井陸協 ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
4) 1:29:23 関口　陽子 72 ( 美浜町陸協 ) 1.27 大阪国際女子マラソン 大　　阪
5) 1:31:01 鎌谷　真由子 74 ( 福井陸協 ) 2.24 読売犬山ハーフマラソン犬　　山
6) 1:31:29 木村　久美 77 ( 福井陸協 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
7) 1:32:03 西島　美保子 55 ( 福井市陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府
8) 1:35:18 中川　幸江 73 ( F.B.Project ) 3.03 東京マラソン 東　　京
9) 1:36:57 高田　里美 69 ( 福井市陸協 ) 3.03 東京マラソン 東　　京

10) 1:40:03 水野　いづみ 65 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋

1) 1:21:48 橋本　はなえ 00 ( 光華女子大 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
2) 1:27:33 吉川　マユミ 77 ( F.B.Project ) 2.24 読売犬山ハーフマラソン犬　　山
3) 1:28:52 橋本　美奈 71 ( 福井陸協 ) 3.24 金沢ロードレース 金　　沢
4) 1:34:22 関口　陽子 72 ( 美浜町陸協 ) 1.27 大阪国際女子マラソン 大　　阪
5) 1:35:51 鎌谷　真由子 74 ( 福井陸協 ) 2.24 読売犬山ハーフマラソン犬　　山
6) 1:36:25 木村　久美 77 ( 福井陸協 ) 1.27 大阪ハーフマラソン 大　　阪
7) 1:37:01 西島　美保子 55 ( 福井市陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府
8) 1:45:37 水野　いづみ 65 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋
9) 1:46:15 中川　幸江 73 ( F.B.Project ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢

10) 1:50:04 和田　和恵 69 ( 福井陸協 ) 10.27 水戸黄門漫遊マラソン 水　　戸

日本最高記録  1:03:41　　　　県最高記録  1:07:32

ハーフマラソン 日本最高記録  1:07:26　　　　県最高記録  1:11:05

        　　　　　　　　　女　　子　　の　　部

１０ｋｍ 日本最高記録  31:44　　　　県最高記録  32:34

２０ｋｍ



1) 2:10:34 橋本　美奈 71 ( 福井陸協 ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
2) 2:14:57 関口　陽子 72 ( 美浜町陸協 ) 1.27 大阪国際女子マラソン 大　　阪
3) 2:15:23 吉川　マユミ 77 ( F.B.Project ) 10.27 富山マラソン 富　　山
4) 2:18:06 西島　美保子 55 ( 福井市陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府
5) 2:20:17 小川　恵子 67 ( 福井陸協 ) 11.17 神戸マラソン 神　　戸
6) 2:21:23 木村　久美 77 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋
7) 2:25:32 鎌谷　真由子 74 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋
8) 2:31:10 中川　幸江 73 ( F.B.Project ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
9) 2:32:11 水野　いづみ 65 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋

10) 2:37:48 大田原　宏美 62 ( MRJ ) 10.27 富山マラソン 富　　山

1) 3:06:27 橋本　美奈 71 ( 福井陸協 ) 10.27 金沢マラソン 金　　沢
2) 3:11:00 吉川　マユミ 77 ( F.B.Project ) 10.27 富山マラソン 富　　山
3) 3:11:17 関口　陽子 72 ( 美浜町陸協 ) 1.27 大阪国際女子マラソン 大　　阪
4) 3:15:36 小川　恵子 67 ( 福井陸協 ) 3.03 篠山ABCマラソン 篠　　山
5) 3:15:42 西島　美保子 55 ( 福井市陸協 ) 2.03 別府大分毎日マラソン 別　　府
6) 3:20:45 木村　久美 77 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋
7) 3:24:10 中川　幸江 73 ( F.B.Project ) 3.03 東京マラソン 東　　京
8) 3:28:49 鎌谷　真由子 74 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋
9) 3:32:30 高田　里美 69 ( 福井市陸協 ) 3.03 東京マラソン 東　　京

10) 3:40:27 水野　いづみ 65 ( 福井陸協 ) 3.10 名古屋ウィメンズマラソン 名 古 屋

該当記録なし

該当記録なし

該当記録なし

2:25:35

日本最高記録  42:50　　　　   県最高記録  48:45

伊藤　華⇒末本 愛菜⇒平井　恵/F

マラソン 日本最高記録  2:19:12    　　　　県最高記録  2:44:19

３０ｋｍ 日本最高記録  1:38:49    　　　　県最高記録  1:46:27

２０ｋｍＷ

１０ｋｍＷ

日本最高記録  1:28:03　　　　 県最高記録  1:43:49

全国都道府県対抗駅伝(42.195km 京都 1.13)
県最高記録     2:21:16大会最高記録  2:14:55

大同 美空/F⇒藤井 結愛⇒野村 いちご⇒上田 陽菜⇒矢尾 桃子⇒橋本 はなえ⇒

５ｋｍＷ 日本最高記録  21:27　　　　   県最高記録  23:47



(片道)

1) 1:14:36 鯖　　江

2) 1:16:39 美　　方

3) 1:24:01 敦賀気比

(往復)

1) 1:15:30 鯖　　江

2) 1:16:19 美　　方

3) 1:23:59 敦賀気比

大会最高記録  1:11:14
(末本 愛菜⇒藤田 百詠⇒道屋 瑠美奈⇒漆崎 乃愛⇒伊藤　華)

(高原 さくら⇒田辺 愛奈⇒仲上 碧美⇒徳山 こころ⇒藤井 結愛)

11.03　県高校駅伝　　鯖　　江

11.03　県高校駅伝　　鯖　　江

11.03　県高校駅伝　　鯖　　江
(川端 案花里⇒鰻田 あみ⇒山口 桃花⇒田中 麗捺⇒加藤 真奈)

11.24　　北信越高校駅伝　　大　　町
(加藤 真奈⇒川端 案花里⇒山口 桃花⇒田中 麗捺⇒鰻田 あみ)

11.24　　北信越高校駅伝　　大　　町

(藤井 結愛⇒高原 さくら⇒徳山 こころ⇒仲上 碧美⇒田辺 愛奈)
12.22　　全国高校駅伝　　　京　　都

(末本 愛菜⇒藤田 百詠⇒道屋 瑠美奈⇒高瀬 優月⇒伊藤　華)

高校駅伝(21.0975km)

高校駅伝(21.0975km) 県高校最高記録  1:10:54


