
日付 種目

伊藤　佑太(5) 13.88 松井　快斗(5) 13.89 渡邊　健志(5) 13.97 高森　はる(5) 14.14 河浦　侑真(5) 14.19 岡田　一桜(5) 14.48 石灰　良丞(5) 14.49 吉本　翔太郎(5) 14.53

堀川小 大門ＡＣ 黒部名水 魚津Ｊｒ． 水橋中部小 福岡 大島小学校 杉原小

五十嵐　幹太(6) 12.61 上坊寺　蓮仁(6) 12.93 岡　龍之介(6) 13.35 髙田　将吾(6) 13.39 関口　修治(6) 13.42 興梠　凌空(6) 13.51 金田　大和(6) 13.53 福澤　塁(6) 13.57

となみAC D =GR 明和小学校 となみAC 針原小 魚津Ｊｒ． 定塚 桃李 山中小

堀田　礼人(6) 3:02.22 森本　真琴(6) 3:02.35 村上　雄爽(6) 3:08.28 高川　諒希(6) 3:08.67 小森　天翔(6) 3:13.49 卯松　健(6) 3:13.80 美濃　快空(6) 3:14.04 中陳　匠(6) 3:14.13

婦中ジュニア A.C.TOYAMA Jr. 山中小 大谷小 横田小学校 南条 A.C.TOYAMA Jr. 黒部名水

伊野　太智(6) 14.33 高瀬　叶大(5) 17.06 中村　真希斗(6) 17.76

黒部名水 作道小学校 光陽小

池田　道哉(6) 12.83 宮林　渉(6) 13.45 石崎　優人(6) 13.51 松　隼太郎(6) 13.74 渡邉　楽(6) 13.83 髙桑　幹尚(6) 14.03 道正　汎世(6) 14.53 麻柄　祐吏(6) 14.89

四方小 横田小学校 戸出東部 ふくのｼﾞｭﾆｱ 石堤小学校 井波 慶応陸上クラブ 相ノ木小学校

堀川小 52.95 富山JAC 52.96 黒部名水 54.79 西条 54.87 成美 54.91 大門ＡＣ 54.99 西田地方小B 54.99 ラッキーメイツ 55.05

熊本　泰士(6) 納原　永真(6) 濱屋　充蔵(6) 北山　真輝(6) 石田　元輝(6) 村田　尊(6) 児玉　宗大(6) 牧　峻太郎　(6)

光地　慶汰(6) 荒井　研人(6) 吉田　淳暉(6) 伊藤　和真(6) 佐野　光哉(6) 山崎　亮太(6) 若尾　乙良(6) 亀田　頼侍(6)

大木　瑞紀(6) 喜多　宏太朗(6) 村井　春樹(6) 永井　天空(6) 松井　駿弥(6) 森川　裕太(6) 柳澤　頼輝(6) 折橋　賢佑(6)

山岸　瑠意(6) 角眞　領(6) 尾花　孔成(6) 曽田　光蘭(6) 荻矢　空牙(6) 奥村　風夢(6) 中村　隆寿(6) 和田　一史(6)

宮本　宗一郎(6) 1m25 德田　功武(6) 1m25 高見　真聖(6) 1m25

魚津Ｊｒ． 城端 西条

西田　敦郁(6) 1m25 松田　煌生(6) 1m25

KUBO 黒部名水

丸山　慈央(6) 1m25

となみAC

石倉　日高(6) 1m25

となみAC

野村　響樹(6) 1m25

黒部名水

勝島　幹太(6) 4m60(+1.3) 松原　凛生(6) 4m43(+0.6) 田部　日南太(6) 4m41(+1.4) 岩井　桜也(6) 4m35(+1.5) 九野木　真広(6) 4m30(+1.0) 土合　悠太(6) 4m24(+0.6) 大井　晴輝(6) 4m22(+0.6) 池原　幸宏(6) 4m21(+2.0)

慶応陸上クラブ 入善 宮野小 黒部名水 さみさと 魚津Ｊｒ． となみAC 大門ＡＣ

樋口　悟宇(6) 58m68 谷島　優輝(6) 56m68 田中　祐磨(6) 55m48 唐津　丸門(6) 52m56 田中　優雅(6) 52m42 小林　斗輝(6) 52m30 宮腰　祥司(6) 51m95 中田　陽也(6) 51m82

古里 魚津Ｊｒ． 十二町小学校 さみさと KUBO 黒部名水 となみAC 舟橋小学校

松井　叶望(5) 14.15 三ヶ島　遥香(5) 14.16 村田　夏奏(5) 14.23 越仲 　りのあ(5) 14.51 西木戸　萌衣(5) 14.57 林　明日香(5) 14.58 内田　心桜(5) 14.67 堺　麻里杏(5) 14.87

戸出西部 堀川小 長岡小 福光ｼﾞｭﾆｱ 堀川小 中太閤山小 ラッキーメイツ 婦中ジュニア
ンバマ　紗良(6) 13.41 濱元　咲帆(6) 13.47 小善　玲奈(6) 13.76 桃井　綾那(6) 13.95 野原　朱莉(6) 14.06 植野　杏珠(6) 14.11 佐伯　萌子(6) 14.43 古川　青空(6) 14.56

萩浦小 魚津Ｊｒ． 西田地方小 山中小 戸出西部 大久保小 立山ランラン 福岡

上野　真由(6) 3:06.84 嶋岡　月梛(6) 3:12.26 原　舞子(6) 3:15.15 田中　歌音(6) 3:16.77 中田　果歩(6) 3:21.93 加藤　芙羽理(6) 3:23.66 長澤　雪乃(6) 3:24.29 越田　菜月(6) 3:25.95

となみAC 婦中ジュニア 婦中ジュニア 魚津Ｊｒ． A.C.TOYAMA Jr. 船峅小 大久保小 伏木

小松　心奏(5) 13.52 山岡　暖々(6) 13.64 四十﨑　藍(6) 13.96 長澤　陽菜(6) 14.20 林　花音(6) 14.31 飛彈　結花(6) 14.87 勢田　彩妃(6) 14.88 片山　星夢(6) 15.27

慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 立山ランラン 魚津Ｊｒ． 十二町小学校 千鳥丘小 黒部名水 蟹谷小 井波

大沢野小 56.68 呉羽小 56.69 豊田小 56.78 黒部名水 57.13 上青 57.16 桜谷小 58.13 堀川小 58.14 堀川南小 58.47

本馬　亜弥(6) 井上　佳路(6) 佐藤　陽菜(6) 中野　真優(6) 島　碧生(6) 鈴木　璃子(6) 利田　心優(6) 加藤　由依(6)

悟道　咲羽(6) 池田　沙良(6) 定司　ひなた(6) 朝倉　りょう(6) 髙澤　さくら(6) 黒谷　心春(6) 熊野　晴菜(6) 髙田　紗希(6)

松木　愛結(6) 市川　心陽(6) 四十木　麻友(6) 川端　稀由那(6) 中林　紗羅(6) 石崎　真央(6) 黒田　実里(6) 山下　千咲(6)

廣野　咲紀(6) 老本　希来莉(6) 吉田　純子(6) 能登　菜々子(6) 武村　悦子(6) 田邊　三涼(6) 松本　果恋(6) 釈永　小夏(6)

橋爪　京香(6) 1m25 甲田　裕深(6) 1m25 吉田　楓(6) 1m25 濵まつ　あかり(6) 1m25 小川　花(6) 1m25 蜷川　乃愛(6) 1m25 春田　瑞月(6) 1m20

福野 呉羽小 黒部名水 広田小 KUBO 魚津Ｊｒ． 井波

栃林　瞳(6) 1m25

黒部名水

折川　ひかり(6) 4m45(+1.4) 谷井　円(6) 4m28(-0.8) 野上　沙也香(6) 4m16(+2.6) 小西　紅恋(6) 3m99(+0.7) 島田　紗希(6) 3m98(-2.7) 表　葵苺(6) 3m97(+0.8) 粟田　優(6) 3m96(+3.2) 髙木　麻央(6) 3m83(+1.2)

慶応陸上クラブ 慶応陸上クラブ 放生津 公認4m14(+2.0) となみAC 大久保小 上市中央AC 牧野小 公認3m56(-1.1) 東明ＡＣ

新村 菜々子(5) 44m32 小山　凜佳(6) 43m85 吉本　朱那(5) 42m20 吉岡　美月(6) 40m94 向郷　瑠依(6) 40m34 河口 璃音(6) 39m34 中瀬　日向(6) 39m21 山本　佳要(6) 38m24

富山市立山室小学校 となみAC となみAC 上市中央AC 二塚 堀川 黒部名水 下関
凡例  =GR:大会タイ記録

第３４回全国小学生陸上競技交流大会富山県大会
富山県総合運動公園陸上競技場 【181020】 
2018/07/01 ～ 2018/07/01

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月1日
小学5年男子100m

風：+1.0

7月1日
小学6年男子100m

風：+1.8

7月1日 小学男子1000m

7月1日 小学男子走高跳

7月1日
小学男子80mH（再レース）

風：-1.3

7月1日
小学男子80mH

風：+2.2

7月1日 小学男子4X100mR

7月1日 小学男子走幅跳

7月1日
小学男子ジャベリックボール

投げ

7月1日
小学5年女子100m

風：+1.3

7月1日
小学6年女子100m

風：+1.1

7月1日 小学女子1000m

7月1日
小学女子80mH

風：0.0

7月1日 小学女子走幅跳

7月1日
小学女子ジャベリックボール

投げ

7月1日 小学女子4X100mR

7月1日 小学女子走高跳


