
一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 12.10 金井　菜奈 朝日中 3 13/07/20 第59回中学通信富山 五福 2.0 予選

2 12.29 堂腰  莉衣奈 富山大 1 13/06/29 第8回新潟医福大記録会 新潟医福大 1.4 決勝

3 12.32 上口  有帆 呉羽高 2 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 0.6 決勝

4 12.39 朝野　夏海 鷹施中 3 13/07/20 第59回中学通信富山 五福 1.3 決勝

5 12.45 西川  怜良 魚津高 3 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 1.4 予選

6 12.43 杉本  有希 富山高専Ａ 4 13/09/29 第44回北信越学生選手権 西部 1.7 決勝

7 12.50 舘谷  美咲 東京学芸大 1 13/07/14 第66回県体一部 富山総合 -0.4 決勝

8 12.52 本江  志帆 富山商高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 1.0 決勝

9 12.69 五十嵐  あすか 富山高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 0.5 準決勝

10 12.71 橋本　佳保里 富山大 13/09/29 第44回北信越学生選手権 西部 1.7 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 24.95 金井　菜奈 朝日中 3 13/08/20 第40回全日本中学 瑞穂 -0.9 準決勝

2 25.19 堂腰　莉衣奈 富山大 1 13/05/19 第87回北信越学生対校 新潟市 2.0 決勝

3 25.43 杉本  有希 富山高専 4 13/09/29 第44回北信越学生選手権 西部 1.3 決勝

4 25.66 上口  有帆 呉羽高 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 2.0 決勝

5 25.87 森川  梨奈 富山南高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 1.1 決勝

6 25.97 朝野　夏海 鷹施中 3 13/10/25 第44回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際 -0.3 予選

7 25.98 本江  志帆 富山商高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 1.1 決勝

8 26.37 宮田  伊毬 水橋高 1 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 2.0 決勝

9 26.40 喜入　未来 富山北部中 3 13/06/14 富山地区中学 五福 1.5 決勝

10 26.41 西川  怜良 魚津高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 2.0 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 59.37 堂腰　莉衣奈 富山大 1 13/09/28 第44回北信越学生選手権 西部 決勝

2 100.31 杉本  有希 富山高専Ａ 4 13/05/18 第87回北信越学生対校 松本 予選

3 100.38 藤岡  遥馨 水橋高 3 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

4 100.45 萩原  紗弥 富山商高 3 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

5 1.00.51 萩原　紗弥 富山商高 3 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

6 1.00.51 宮田  伊毬 水橋高 1 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 予選

7 1.00.86 八田　朋美 富山大 3 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

8 1.00.97 滝本  志帆 富山高 1 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 予選

8 1.01.03 尾田  まどか 魚津高 1 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

10 1.01.60 森川  梨奈 富山南高 2 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 2.11.91 黒川　由子 Ｉ．most 13/09/21 第61回全日本実業団 熊谷 決勝

2 2.13.20 上田  江里子 砺波高 3 13/06/16 第52回北信越高校 富山総合 決勝

3 2.14.26 齋藤　未吹 富山大 2 13/07/07 65回北陸地区国立大 西部 決勝

4 2.14.31 杉澤  美帆 富山南高 1 13/10/27 第18回北信越高校新人 松本 決勝

5 2.14.89 室谷  唯佳 砺波高 2 13/06/15 第52回北信越高校 富山総合 準決勝

6 2.14.93 杉森  亜莉沙 高岡商 2 13/06/15 第52回北信越高校 富山総合 準決勝

7 2.15.40 中村　美咲 都留文大 2 13/11/03 第2回山梨県大学選手権 都留 決勝

8 2.18.02 梅谷　愛花 富山南部中 3 13/07/20 第59回中学通信富山 五福 予選

9 2.18.06 福居  紗希 富山商高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

10 2.20.02 谷口  陽菜 富山商高 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 4.28.79 福居  紗希 富山商高 3 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 決勝

2 4.38.72 上田  江里子 砺波高 3 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 予選

3 4.38.78 梅谷　愛花 富山南部中 3 13/07/20 第59回中学通信富山 五福 決勝

4 4.40.68 杉森  亜莉沙 高岡商高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

5 4.41.29 町口　幾美 富山商高 3 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

6 4.41.52 間野　七彩 富山商高 2 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

7 4.41.77 藤田　優子 八尾中 2 13/10/25 第44回ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 横浜国際 予選

8 4.43.17 室谷  唯佳 砺波高 2 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 決勝

9 4.43.37 中村　美咲 都留文科大 2 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

10 4.43.87 佐伯  陽菜 高岡商高 2 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 決勝

女子　１５００ｍ

女子　１００ｍ

女子　２００ｍ

女子　４００ｍ

女子　８００ｍ

一般女子
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一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 9.24.07 福居  紗希 富山商高 3 13/06/16 第52回北信越高校 富山総合 決勝

2 9.55.50 間野  七彩 富山商高 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

3 9.59.41 町口  幾美 富山商高 3 13/06/16 第52回北信越高校 富山総合 決勝

4 10.10.15 杉森  亜莉沙 高岡商高 2 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

5 10.15.14 谷口  陽菜 富山商高 2 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

6 10.17.43 池田  小雪 高岡商高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

7 10.18.08 大野  久美 桜井高 1 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

8 10.19.60 梅谷　愛花 富山南部中 3 13/11/02 第3回県中距離記録会 五福
9 10.21.08 相原  もこ 富山商高 1 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

10 10.21.66 大崎　光 魚津東部中 3 13/11/02 都道府県駅伝選考会 五福

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 16.19.96 梅原　　凌 城西大 3 13/11/16 第234回日体大長距離競技会 日体大健志台 レース

2 18.22.55 横山　千晶 新潟大 1 13/09/29 第44回北信越学生選手権 西部 決勝

3 18.36.68 芳崎　奏 砺波高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

4 18.42.42 有島　みなみ 高岡高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

5 19.00.06 小倉　文香 富山商高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

6 19.11.42 坂口　瑛 万葉健友会 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

7 19.11.89 西能　まりあ 砺波高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

8 19.48.91 吉田　麻莉亜 桜井高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

9 20.21.94 小澤　真理子 Y.G.R.C 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 14.81 山口　恵梨 岐阜経済大 1 13/07/06 西日本学生 鳴門 準決勝

2 15.13 小林  未祐 水橋高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 0.8 決勝

3 15.18 宮西  あゆみ 砺波高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 1.0 決勝

4 15.33 若林  唯 高岡高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 1.0 決勝

5 15.70 田村  咲希 南砺福野高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 1.0 決勝

6 15.99 藤井  千瑛 高岡高 1 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 0.8 決勝

7 16.23 藤井  千紘 呉羽高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 1.0 決勝

8 16.26 酒井  なぎさ 南砺福光高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 1.0 決勝

9 16.31 森  成菜 南砺福光高 1 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 1.5 予選

10 16.55 野口  巴留奈 富山大 3 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 1.5 予選

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 1.04.41 釜谷　美翔子 京都大 4 13/07/07 第66回西日本学生 鳴門 予選

2 1.05.11 高瀬  智理 高岡南 3 13/06/15 第52回北信越高校 富山総合 準決勝

3 1.05.63 森　友紀 富山大 4 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

4 1.06.18 八田  朋美 富山大 3 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

5 1.07.36 中  麻妃 砺波高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

6 1.07.75 宮川  七海 富山商高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

7 1.08.14 田村  咲希 南砺福野高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

8 1.08.20 滝本  志帆 富山高 1 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

9 1.08.83 原  日菜子 富山高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

10 1.08.85 山崎  茉妃呂 富山商高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 24.23.04 高野  寛子 高岡高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 決勝

2 24.43.62 高山  瑞佳 富山商高 2 13/10/26 第18回北信越高校新人 松本 決勝

3 26.17.68 大石　あかね 富山大 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

4 26.22.67 西田  未織 富山商 3 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 決勝

5 26.55.93 宮崎  集 富山中部高 2 13/10/26 第18回北信越高校新人 松本 決勝

6 27.49.95 吉田  遥 砺波高 1 13/10/26 第18回北信越高校新人 松本 決勝

7 27.56.71 野尻  陽菜 高岡高 2 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 決勝

8 29.22.83 堀  友香 高岡高 2 13/10/26 第18回北信越高校新人 松本 決勝

9 29.33.36 今村　香月 富山高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

10 32.30.66 山田  このみ 高岡西高 1 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝
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一般女子
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一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 1.68 岩田  栞 富山商高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

2 1.57 広浜  杏華 桜井高 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

3 1.52 松元　佳子 伏木中 2 13/07/06 県中学選手権 富山総合 四種

4 1.51 山田  佑香 南砺福光高 1 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

4 1.51 中嶋  里奈 南砺福光高 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

6 1.50 蟹谷　安侑弥 富山大 6 13/05/18 第87回北信越学生対校 新潟市 決勝

6 1.50 石田　良菜 桜井中 2 13/06/16 新川地区中学 魚津 決勝

6 1.50 久蔵  仁美 富山大 2 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 決勝

9 1.48 宮西  あゆみ 砺波高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

9 1.48 若林  唯 高岡高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

9 1.48 竹中  のぞみ 砺波高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 3.10 中川　さおり 金沢星稜大 3 13/06/16 第35回北日本学生 円山 決勝

2 3.00 蟹谷　安侑弥 富山大 M2 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

3 2.90 久蔵  仁美 富山大 2 13/09/29 第44回北信越学生選手権 西部 決勝

4 2.80 酒井　なぎさ 南砺福光高 3 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 決勝

4 2.80 鈴木  華 南砺福光高 2 13/07/28 第13回坂井地区夏季記録会 三国 決勝

6 2.60 鈴木　雛 南砺福光高 2 13/08/25 第57回北陸選手権 新潟市 決勝

7 2.40 瀬川  莉加 南砺福光高 3 13/04/13 第1回高体連記録会 富山総合 決勝

8 2.10 護摩堂  晴夏 富山高専 2 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 5.94 岡村　陽乃 日女体大 3 13/07/06 日本体育大学競技会 日体大健志台 1.8 七種

2 5.74 氏家  凪咲 龍谷富山高 1 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 1.1 決勝

3 5.55 管田  由理華 富山中部高 3 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 -0.1 決勝

4 5.53 赤坂  遥夏 富山大 2 13/05/18 第87回北信越学生対校 新潟市 1.3 決勝

5 5.46 野口  巴留奈 富山大 3 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 1.4 決勝

6 5.41 山本　里都 龍谷富山高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 0.0 決勝

7 5.38 若林　唯 高岡高 3 13/05/03 第55回富山県選手権 富山総合 1.9 決勝

8 5.25 小林  未祐 水橋高 2 13/06/14 第52回北信越高校 富山総合 0.9 決勝

9 5.21 山本  萌可 富山商高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 1.5 決勝

10 5.20 本田　　天 芝園中 2 13/07/06 第51回県中学選手権 富山総合 1.5 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 11.37 岡村　陽乃 日女体大 3 13/10/14 第36回東女体大日女体大対校 東女体大 1.9 決勝

2 11.24 野口  巴留奈 富山大 3 13/09/28 第44回北信越学生選手権 西部 0.7 決勝

3 10.84 小林  未祐 水橋高 2 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 0.9 決勝

4 10.36 池田  美貴 A.C.TOYAMA 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 1.9 決勝

5 10.26 宮西  あゆみ 砺波高 3 13/04/13 第1回高体連記録会 富山総合 0.4 決勝

6 10.13 本江　香澄 新潟大 M2 13/05/19 第87回北信越学生対校 新潟市 1.3 決勝

7 9.84 長谷川  美紗 南砺福光高 2 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 1.9 決勝

8 9.68 加藤　由莉 富山大 4 13/05/19 第87回北信越学生対校 新潟市 2.0 決勝

9 9.08 中嶋  里奈 南砺福光高 2 13/04/13 第1回高体連記録会 富山総合 0.8 決勝

10 9.04 鈴木　華 南砺福光高 2 13/05/04 第55回富山県選手権 富山総合 -0.5

女子　走高跳

女子　棒高跳

女子　走幅跳

女子　三段跳

一般女子

－60－ －61－



一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 12.30 植田  菜々実 富山高専 2 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 決勝

2 11.77 小坪　彩花 立命館大 4 13/04/12 第77回京都学生対校 西京極 決勝

3 11.26 金谷  千尋 高岡商高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

4 10.47 長徳  優花 高岡商高 1 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

5 9.85 中村  菜々子 魚津高 3 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

6 9.80 椎名  青葉 富山中部高 1 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合 決勝

7 9.78 村中  美穂 高岡工芸高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

8 9.66 大辻  彩加 富山高専 3 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

9 9.60 野口  巴留奈 富山大 3 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 決勝

10 8.93 寺林  侑莉 福岡高 3 13/05/25 第66回県高校総体 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 期日 大会 場所 風 備考

1 50.28 東海　茉莉花 Ｉ．most 13/06/07 第97回日本選手権 味の素 決勝

2 40.63 地村  栄 富山高専 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

3 40.07 金谷  千尋 高岡商高 3 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 決勝

4 36.82 村中  美穂 高岡工芸高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

5 33.24 熊瀬  友佳 富山商高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

6 32.29 植田  菜々実 富山高専 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

7 31.86 長徳  優花 高岡商高 1 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 決勝

8 30.47 林  千風優 氷見高 2 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合 決勝

9 28.96 数田  愛江 高岡高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

10 28.62 中山  詩菜 富山高専 4 13/05/18 第87回北信越学生対校 新潟市 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 期日 大会 場所 風 備考

1 51.23 金子  泰子 陸想会 2013/08/25第57回北陸選手権 新潟市 決勝

2 38.26 植田  菜々実 富山高専 2 13/10/14 第5回七尾城山記録会 七尾
3 36.59 東海　茉莉花 Ｉ．most 13/10/14 第5回七尾城山記録会 七尾
4 36.46 安井  結子 新湊高 3 13/08/25 第57回北陸選手権 新潟市 決勝

5 32.57 岸  知佳 新湊高 2 13/08/25 第57回北陸選手権 新潟市 決勝

6 27.18 地村  栄 富山高専 2 13/08/10 第18回富山カップ 富山総合 決勝

7 26.25 中山  詩菜 富山高専 5 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

8 19.19 西村  桃佳 新川高 2 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

9 17.07 熊瀬  友佳 富山商高 3 13/07/13 第66回県体一部 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 期日 大会 場所 風 備考

1 49.77 田中  麻友 高岡南高 3 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 決勝

2 43.61 高木　啓子 金沢大 4 13/05/19 第87回北信越学生対校 新潟市 決勝

3 40.45 大辻  彩加 富山高専 3 13/07/14 第66回県体一部 富山総合 決勝

4 38.98 植田  菜々実 富山高専 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

5 38.08 松田  梨紗 富山高専 3 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 決勝

6 35.73 高田  真帆 高岡高 3 13/07/14 第66回県体一部 富山総合 決勝

7 35.47 林  千風優 氷見高 2 13/08/11 第18回富山カップ 富山総合 決勝

8 35.16 舘  順子 砺波工高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

9 32.93 田丸  夏純 高岡工芸高 1 13/05/24 第66回県高校総体 富山総合 決勝

10 32.29 真下  夏紀 魚津高 2 13/09/21 第50回県高校新人 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 4399 岡村　陽乃 日女体大 3 13/07/06 日体大競技会 日体大健志台

2 4244 野口巴留奈 富山大 3 13/08/24 第57回北陸選手権 新潟市

3 4200 宮西  あゆみ 砺波高 3 13/08/01 第66回全国高校総体 大銀ドーム

4 3845 堀　　由季 ＳＰ−ＨＯＰＥ 13/08/24 第57回北陸選手権 新潟市

5 3625 酒井  なぎさ 南砺福光高 3 13/05/26 第66回県高校総体 富山総合

6 3581 藤井  千瑛 高岡高 1 13/10/27 第18回北信越高校新人 松本

7 3524 山本  萌可 富山商 3 13/06/16 第52回北信越高校 富山総合

8 3214 長谷川  美紗 南砺福光高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合

9 3130 山田  佑香 南砺福光高 1 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合

10 3091 岡田  莉奈 富山高 2 13/09/22 第50回県高校新人 富山総合

女子　砲丸投

女子　円盤投

女子　ﾊﾝﾏｰ投

女子　やり投

女子　七種競技

一般女子

－60－ －61－


