
No.1

陸協 富山 コード 18 競技会名 コード 17504200 審判長

主催団体 競技場名 コード 182030 記録主任

 05/13 男子 決勝 -1.0m 1 村田  和哉 ユティック 10秒67 2 平野  直人 ユティック 10秒82 3 寺田  健人 福井県体育協会 11秒01 4 田中  崇良 ユティック 11秒03
100m

5 川端  公人 アルビレックス 11秒03 6 仲島    諒 ユティック 11秒25 7 橋本  光平 飯田高教 11秒41 8 小川  達也 笹岡小学校教員 11秒56

 05/14 男子 決勝 -0.9m 1 村田  和哉 ユティック 21秒25 2 平野  直人 ユティック 21秒59 3 田中  崇良 ユティック 21秒88 4 寺田  健人 福井県体育協会 22秒34
200m

5 仲島    諒 ユティック 23秒10 6 坂井  信仁 北陸電力 26秒51

 05/13 男子 決勝 1 澤田  雄太 金沢辰巳丘高教員 49秒16 2 福永  拓哉 アルビレックス 49秒51 3 鈴木  浩臣 ワークス白山 50秒82 4 仁木  龍法 アップルSC 53秒89
400m

5 杉下  康裕 厚生連高岡病院 53秒96 6 山元  隆寛 北陸電力 56秒60 7 高辻    悠 北陸電力 59秒91 8 林    康弘 北陸電力 1分06秒50

 05/14 男子 決勝 1 市野  泰地 アルビレックス 1分51秒06 2 鈴木  浩臣 ワークス白山 1分59秒24 3 松倉  真也 富山大学附属病院 2分01秒25 4 田近  康平 ダイシンプラント 2分08秒00
800m 大会新

5 池田  嵐士 日立産機中条 2分12秒07

 05/14 オープン 総合 渡辺    光 OP 新庄市役所 1分53秒29
800m

 05/13 男子 決勝 1 須貝  理志 高田自衛隊 4分05秒10 2 岩内  達郎 エステック 4分10秒47 3 舛田  侑也 金沢シール 4分14秒94 4 池田  嵐士 日立産機中条 4分34秒82
1500m

 05/13 オープン 総合 上條  晃良 OP 黒部名水 4分08秒31
1500m

 05/14 男子 決勝 1 鈴木  大貴 ＹＫＫ 14分24秒10 2 長谷川直輝 セキノ興産 14分26秒51 3 及川  佑太 ＹＫＫ 14分31秒03 4 小林    巧 セキノ興産 14分33秒52
5000m

5 朝賀  勇也 高田自衛隊 14分35秒08 6 高橋  功気 セキノ興産 14分39秒29 7 細森  大輔 ＹＫＫ 14分41秒35 8 小野木  俊 セキノ興産 14分45秒94

 05/13 男子 決勝 1 ＡＬＥＸ ＭＷＡＮＧＩ ＹＫＫ 28分56秒66 2 鈴木  大貴 ＹＫＫ 29分59秒13 3 末上  哲平 ＹＫＫ 30分05秒14 4 細森  大輔 ＹＫＫ 30分14秒48
10000m

5 朝賀  勇也 高田自衛隊 30分23秒75 6 海老澤  剛 ＹＫＫ 30分31秒14 7 松田  朋之 高田自衛隊 31分20秒94 8 滝川  尚輝 高田自衛隊 31分21秒90

 05/13 男子 決勝 -1.3m 1 神田  大陽 アルビレックス 14秒81 2 杉下  康裕 厚生連高岡病院 16秒82
110mH[1.067m/9.14m]

 05/14 男子 決勝 1 中山  雄大 富山県総合体セ 51秒51 2 小川  達也 笹岡小学校教員 55秒26 3 杉下  康裕 厚生連高岡病院 59秒23
400mH[0.914m]

 05/13 男子 決勝 1 土田  浩喜 富山大学附属病院 10分46秒17 2 三本  健志 見附市消防本部 11分04秒76 3 吉田  舜基 ダイシンプラント 11分23秒79 4 川合  秀明 北陸電力 11分34秒59
3000mSC[0.914m]

 05/14 男子 決勝 1 樋熊  敬史 たいまつ食品 21分58秒72 2 脇坂  裕司 加越能バス（株） 27分10秒77
5000mW

 05/13 オープン 総合 1 仲島    諒 2 小畑  賢斗
4×100mR（OP） 田中  崇良 ユティック 40秒91 小瀧  智久 北陸電力 46秒54

平野  直人 大会新 向出  周太
村田  和哉 徳田  勝大
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 05/14 オープン 総合 1 松井    悠 2 向出  周太
4×400mR（OP） 今井  達朗 富山大学附属病院 3分38秒30 森崎  亮太 北陸電力 3分42秒96

松倉  真也 山元  隆寛
土田  浩喜 高辻    悠

 05/14 男子 決勝 1 川上  匡士 新潟市消防局 2m00 2 川邉    真 北陸銀行 1m95 2 西村  達弥 芳野中学校 1m95 4 森田  健太 北陸電力 1m95
走高跳

5 寺野  善陽 糸魚川中学校教員 1m90 6 堀    智嗣 新潟市消防局 1m80 7 三浦  裕介 コマツ 1m80

 05/14 男子 決勝 1 松原  瑞貴 アルビレックス 7m42
走幅跳 0.0m

 05/13 男子 決勝 1 有松  今日 アルビレックス 15m46 2 八田  雅弘 芝寿し 14m89 3 伊藤  太一 新潟市体育協会 14m15 4 山本  祥平 JR東日本新潟 14m10
三段跳 +1.9m +1.6m +0.3m +1.7m

5 池端  宏昭 福井市消防局 13m51 6 的場  智之 関電プラント 13m19
+1.4m +1.8m

 05/14 男子 決勝 1 山元    隼 フクビ化学 17m69 2 相村  崇文 ㈱ヴァーテックス 14m20 3 對木  隆介 高田商高教 12m92 4 笛木    尚 湯沢町役場 11m52
砲丸投[7.260kg] 大会新

 05/13 男子 決勝 1 角谷  友博 東野産業 41m64 2 井波  晃希 東亞アスリートクラブ 40m79 3 對木  隆介 高田商高教 38m56 4 浜谷  翔太 ＹＫＫ 35m69
円盤投[2.0kg]

 05/13 男子 決勝 1 遠藤  克弥 志賀高校教員 63m06 2 白田    亘 小松電業 56m24 3 長    和弘 魚沼基幹病院 39m08 4 對木  隆介 高田商高教 38m99
ハンマー投[7.260kg] 大会新

5 井田  幸佑 高岡西部中教 34m76

 05/14 男子 決勝 1 山本  純貴 ＹＫＫ 66m96 2 永井  駿也 高野不動産 61m58 3 奥村  浩司 福井東特支校教 56m01
やり投[800g]

 05/13 女子 決勝 -2.0m 1 清水めぐみ アルビレックス 12秒09 2 寺井  美穂 ユティック 12秒10 3 小尾  麻菜 A.Table 12秒55 4 池田  美貴 富大附属小教員 13秒96
100m

 05/14 女子 決勝 +1.1m 1 寺井  美穂 ユティック 24秒97
200m

 05/14 女子 決勝 1 沖田真理子 アルビレックス 2分11秒67
800m

 05/14 女子 決勝 1 池神  悠希 ダイシンプラント 18分50秒48
5000m

 05/13 女子 決勝 -1.0m 1 野村  有香 福井銀行 14秒10 2 高橋  麻実 アルビレックス 14秒85
100mH[0.840m/8.5m]

 05/14 女子 決勝 1 野村  有香 福井銀行 1分01秒25 2 釜谷美翔子 ゴールドウイン 1分04秒55 3 竹内恵梨子 金沢辰巳丘高教員 1分07秒12
400mH[0.762m]
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 05/14 女子 決勝 1 八木    望 福井県体育協会 23分59秒47
5000mW

 05/13 女子 決勝 1 口田  美月 小松商業高教 3m30
棒高跳

 05/14 女子 決勝 1 藤田  美佳 とらい夢 5m36
走幅跳 0.0m

 05/13 女子 決勝 1 藤田  美佳 とらい夢 12m29(+2.7m) 2 荒木麻弥子 ヨネックス 新潟 11m03 3 池田  美貴 富大附属小教員 10m43
三段跳 公12m21(+1.5m)大会新 +1.0m +0.1m

 05/14 女子 決勝 1 松田  昌己 アルビレックス 14m66
砲丸投[4.0kg] 大会新

 05/13 女子 決勝 1 敷本    愛 アルビレックス 44m46 2 松田  昌己 アルビレックス 34m80
円盤投[1.0kg]

 05/13 女子 決勝 1 宮本カロリーナ ＹＫＫ 33m06
ハンマー投[4.0kg]

 05/14 女子 決勝 1 右代  織江 アルビレックス 53m15 2 島田  稚佳 福大付属特支職 48m25
やり投[600g] 大会新

 05/13 中学生男子 決勝 -2.5m 1 池森  新大 中3 魚津西部中 12秒88 2 落合    凱 中2 Ｔｅａｍ.I 13秒07 3 山﨑  恵翔 中1 Ｔｅａｍ.I 14秒86
100m

 05/13 中学生男子 決勝 1 高森  そら 中1 チーム間野 4分43秒75 2 細野慶次郎 中2 チーム間野 4分45秒23 3 山口    創 中2 桜井中 4分48秒71 4 山﨑  恵翔 中1 Ｔｅａｍ.I 5分20秒70
1500m

 05/13 中学生男子 決勝 1 落合    凱 中2 Ｔｅａｍ.I 4m88 2 池森  新大 中3 魚津西部中 4m82(+2.2m)

走幅跳 +1.4m 公3m12(+1.1m)

 05/13 中学生女子 決勝 1 石原  優衣 中3 魚津西部中 13秒79 2 中村  美南 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 14秒47 3 松本  佑菜 中2 Ｔｅａｍ.I 14秒69 4 黒谷美彩月 中1 Ｔｅａｍ.I 14秒83
100m -1.9m -1.9m -1.9m -1.9m

4 原  日菜子 中1 富山西部中 14秒83 6 小松  夢和 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15秒20 7 阿閉  羽菜 中2 Ｔｅａｍ.I 15秒28 8 水落  妃香 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15秒72
-1.9m -1.9m -1.9m -1.9m

 05/13 中学生女子 決勝 1 星野黒由唯 中2 チーム間野 2分23秒44 2 原  日菜子 中1 富山西部中 2分40秒05 3 岡﨑  もも 中2 チーム間野 2分48秒22 4 黒谷美彩月 中1 Ｔｅａｍ.I 2分51秒62
800m

5 五島優莉香 中1 Ｔｅａｍ.I 3分01秒81

 05/13 中学生女子 決勝 1 阿閉  羽菜 中2 Ｔｅａｍ.I 4m49 2 小松  夢和 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 4m19 3 水落  妃香 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 3m35(+2.4m)

走幅跳 +1.3m +1.3m 公3m21(+0.3m)

 05/14 小学生 決勝 1 澤木翔陽 小6 ラッキーメイツ 13秒35 2 小松  幹太 小6 Ｔｅａｍ.I 13秒74 3 中倉  茉咲 小6 新潟アルビレックスＲＣ 13秒86 4 悟道稜太郎 小6 Ｔｅａｍ.I 14秒13
100m -0.4m 0.0m -0.9m -0.9m

5 宮越健士郎 小6 ラッキーメイツ 14秒23 6 吉崎  夢叶 小6 蜷川小学校 14秒26 7 三富  俊輔 小6 新潟アルビレックスＲＣ 14秒33 8 金子  心春 小6 新潟アルビレックスＲＣ 14秒38
-1.2m -0.9m -0.5m -0.1m


