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【開催日】 2014/7/27 記録主任： 高戸　孝司
【主催団体】 富山陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】富山県総合運動公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/27 男子 吉倉  陽希(6) 3:00.68 若田  辰輝(6) 3:04.19 二村  昇太朗(5) 3:07.97 竹中  博駿(6) 3:09.82 能登  楓(6) 3:11.51 塚本  一輝(6) 3:12.68 西山  智也(6) 3:12.83 吉田  翔哉(6) 3:13.38

１０００ｍ 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 黒部市･黒部名水 富山市･A.C.TOYAMA選抜 高岡市･戸出東部 富山市･A.C.TOYAMA.Jr. 富山市･A.C.TOYAMAﾕｰｽ 富山市･風の子ｸﾗﾌﾞ 南砺市･井口AC
 7/27  +0.8山田  一葵 13.50 金森  健太(6) 13.95 大村  滉太朗(6) 14.01 浦田  誠之(6) 14.10 石黒  壮真(6) 14.19 寺崎  颯葵(6) 14.22 東  和輝(6) 14.29 宮本  琉太(6) 16.73

８０ｍＨ 黒部市･黒部名水 高岡市･MAKINO 高岡市･定塚 富山市･TEAM四つ葉 射水市･作道 下新川･入善 氷見市･比美乃江 南砺市･福野AC
 7/27 中尾  惇之介(6) 1.40 小林  知生(6) 1.30 皆川  幹太(6) 氷見市･窪 1.25 宮野  洸樹(6) 砺波市･となみAC 1.25

走高跳 黒部市･黒部名水 高岡市･博労 能澤  圭輔(6) 黒部市･黒部名水 佐伯  夏輝(6) 中新川･立山
石坂  亜蓮(6) 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ
加賀谷  聖弥(6) 小矢部･石動

 7/27 渡邉  壮(6) 5.12(+1.5) 奥田  樹(6) 4.64(+1.6) 中村  光一郞(6)4.55(+1.0) 黒木  理貴(6)4.52(+0.6) 加藤  拓馬(6)4.48(+0.8) 加藤  蒼樹(6)4.45(+2.1) 東海  大智(6)4.31(+1.6) 池森  新大(6)4.21(+2.5)
走幅跳 黒部市･黒部名水 富山市･古沢ｸﾗﾌﾞ 富山市･五福ｸﾗﾌﾞ 富山市･富山中央AC 富山市･桜谷AC 富山市･保内ｸﾗﾌﾞ 氷見市･窪 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ

 7/27  +1.4川口  飛勇(5) 13.99 髙島　輝(5) 14.20 石井  裕太(5) 14.27 山田  遼(5) 14.31 春本  圭祐(5) 14.31 中田  陽登(5) 14.41 秋本  武児(5) 14.43 吉田  篤郎(6) 14.73
５年  100m 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 射水市･大門AC 富山市･堀川AC 富山市･大庄AC 富山市･A.C.TOYAMA.Jr 高岡市･定塚 富山市･上条ｼﾞｭﾆｱ 中新川･立山ﾗﾝﾗﾝ

 7/27  +2.5矢田  光(6) 13.05 六渡  敬之(6) 13.09 沼田  敬介(6) 13.17 中川  幸弘(6) 13.51 有澤  脩人(6) 13.58 米林  恭兵(6) 13.60 畠山  瑛紀(6) 13.60 金川  明仁(6) 13.86
６年  100m 射水市･大門AC 高岡市･平米 高岡市･下関 射水市･片口AC 中新川･上市AC 高岡市･戸出西部 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 中新川･立山中央

 7/27 中村  拓貴(6) 14.37 廣島  侑季(5) 14.68 大木  瑛心(6) 14.86 山縣  英大(6) 14.97 河原  裕志(6) 15.02 道徳  亮太(6) 15.05 布上  悠馬(6) 15.12 橋本  佳大(5) 15.14
友好１００ｍ 富山市･萩浦ｼﾞｭﾆｱ 砺波市･となみACC 富山市･堀川ｸﾗﾌﾞ 富山市･奥田ｼﾞｭﾆｱ 南砺市･福野AC 射水市･中太ACB 富山市･神明AC 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

 7/27 奥  宜孝(6) 60.86 谷  颯馬(6) 59.67 奥野  堅斗(6) 58.76 大聖  竜央(6) 58.69 高田  淳司(6) 58.18 黒田  俊希(6) 57.20 髙澤  魁成(6) 57.15 三上  秀人(6) 56.78
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 富山市･かみだきっず 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 南砺市･福光東部AC 下新川･ﾁｰﾑ上青 中新川･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 砺波市･となみAC 富山市･風の子ｸﾗﾌﾞ 砺波市･となみAC

 7/27 富山市･萩浦ｼﾞｭﾆｱ     53.86 富山市･神明AC      53.88 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ     54.24 富山市･草島ｼﾞｭﾆｱ     54.96 高岡市･木津       55.18 黒部市･黒部名水     56.02 氷見市･比美乃江     56.20 富山市･呉羽ｼﾞｭﾆｱ   1:01.03
４×１００ｍ 米田  拓斗(6) 立野  優希(6) 田中  暖空(6) 高島  信頼(6) 中野  海星(6) 長谷川  壮大(6) 神埜  湧音(6) 北村  英之(6)

加藤  修平(6) 前川  太一(6) 谷崎  蒼悟(6) 建部  郁也(6) 田中  啓一朗(6) 米倉  健之(6) 玄  哉太(6) 西村  朋晃(6)
坂東  大地(6) 岡田  虎之介(6) 織田  孝希(6) 梶  康太(6) 大西  彪悟(6) 木和田  健太(6) 小坪  哉斗(6) 川野  秀翔(6)
猶明  雅仁(6) 室山  友哉(6) 山下  魁斗(6) 浜谷  一也(6) 柴野  真人(6) 木下  大悟(6) 中田  龍希(6) 久保山  駿(6)



予選 7月27日 11:20
決勝 7月27日 15:15

県小学生記録(KR)                13.19 山形　瑞規           下新川  浦山             2003/7/26   
大会記録(GR)                    13.19 山形　瑞規           下新川  浦山             2003/7/26   

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.3

 1 落合  凱(5) 富山市    14.68 1 桑原  廣太郎(5) 射水市    14.53 
ｵﾁｱｲ ｶｲ Team.I ｸﾜﾊﾗｺｳﾀﾛｳ 太閤山

 2 本田  暖人(5) 高岡市    14.80 2 高田  峻輔(5) 南砺市    14.95 
ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 戸出東部 ﾀｶﾀ ｼｭﾝｽｹ ふくのｼﾞｭﾆｱ

 3 中島  隆太郎(5) 富山市    14.87 3 関口  伊万里(5) 高岡市    15.01 
ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 八幡AC ｾｷｸﾞﾁ ｲﾏﾘ 横田

 4 橋本  航太朗(5) 射水市    14.93 4 金森  太優(5) 魚津市    15.03 
ﾊｼﾓﾄｺｳﾀﾛｳ 堀岡 ｶﾅﾓﾘ ﾀｲﾕｳ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 5 守田  寛泰(5) 富山市    15.06 5 村田  拓也(5) 富山市    15.53 
ﾓﾘﾀ  ﾋﾛﾔｽ 大沢野ｼﾞｭﾆｱ ﾑﾗﾀ ﾀｸﾔ 清明ｼﾞｭﾆｱ

 6 中嶋  啓之(5) 砺波市    15.26 6 小川  悠太朗(5) 下新川    15.53 
ﾅｶｼﾏ  ﾋﾛﾕｷ となみAC ｵｶﾞﾜ  ﾕｳﾀﾛｳ さみさと

 7 前田  晃汰(5) 中新川    15.74 7 岩城  隆一郎(5) 中新川    15.57 
ﾏｴﾀﾞ  ｺｳﾀ 上市AC ｲﾜｷ  ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 上市AC

 8 川田  伊咲(5) 下新川    16.07 8 中西  大鵬(5) 射水市    16.13 
ｶﾜﾀﾞ  ｲｻｷ さみさと ﾅｶﾆｼﾀｲﾎｳ 東明AC

 9 木戸  寛斗(5) 南砺市    16.30 
ｷﾄﾞ ﾋﾛﾄ 福光ｼﾞｭﾆｱ

[ 3組] 風速 +2.5 [ 4組] 風速 +1.5

 1 城石  圭翔(5) 富山市    14.66 1 川口  飛勇(5) 富山市    14.17 q
ｼﾛｲｼ ｹｲﾄ 萩っ子ｸﾗﾌﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾕｳ ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

 2 嶋田  恭斗(5) 下新川    14.93 2 髙島　輝(5) 射水市    14.28 q
ｼﾏﾀﾞ  ｷｮｳﾄ 飯野 ﾀｶｼﾏﾃﾙ 大門AC

 3 松原  輝(5) 中新川    14.95 3 北野  慎之介(5) 高岡市    14.70 
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾃﾙ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾉ ｼﾝﾉｽｹ 川原

 4 竹内  虎之介(5) 高岡市    15.04 4 片山  大治郎(5) 下新川    14.80 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾗﾉｽｹ 戸出西部 ｶﾀﾔﾏ  ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ さみさと

 5 坂下  翔(5) 砺波市    15.13 5 松本  光稀(5) 富山市    15.03 
ｻｶｼﾀ  ｼｮｳ となみAC ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 豊田ｸﾗﾌﾞ

 6 西尾  健太(5) 滑川市    15.17 6 田村  貴虎(5) 砺波市    15.12 
ﾆｼｵ  ｹﾝﾀ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ﾀﾑﾗ  ﾀｶﾄﾗ となみAC

 7 河内  優(5) 魚津市    15.29 7 島　鳳大(5) 富山市    15.27 
ｶﾜｳﾁ ﾕﾀｶ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ｼﾏ ﾌｳﾀ そよかぜAC
川西  春希(5) 射水市 8 新家  佑吾(5) 氷見市    15.82 
ｶﾜﾆｼﾊﾙｷ 小杉 ｼﾝﾔ ﾕｳｺﾞ 朝日丘

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 +2.2

 1 石井  裕太(5) 富山市    14.38 q 1 中田  陽登(5) 高岡市    14.33 q
ｲｼｲ ﾕｳﾀ 堀川AC ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 定塚

 2 塚本  慎弥(5) 富山市    14.48 2 山田  遼(5) 富山市    14.36 q
ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 富山JAC ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 大庄AC

 3 北川  諒(5) 富山市    14.51 3 上田  啓心(5) 富山市    14.78 
ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳ 博隆ｸﾗﾌﾞ ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 富山中央AC

 4 澤田  陽希(5) 黒部市    14.59 4 平井  翔大(5) 滑川市    14.89 
ｻﾜﾀﾞ  ﾊﾙｷ 黒部名水 ﾋﾗｲ  ｼｮｳﾀ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 5 坂井  駿哉(5) 高岡市    15.38 5 山田  悠希(5) 高岡市    14.94 
ｻｶｲ ｼｭﾝﾔ 中田 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ 福岡

 6 的場  理樹(5) 氷見市    15.42 6 佐波  涼太朗(5) 南砺市    15.41 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｷ 十二町 ｻﾅﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ ふくのｼﾞｭﾆｱ

 7 宮嶋  奏輔(5) 砺波市    15.87 7 今井  康太(5) 黒部市    15.46 
ﾐﾔｼﾞﾏ  ｿｳｽｹ となみAC ｲﾏｲ  ｺｳﾀ 黒部名水

 8 堀川  新汰(5) 氷見市    16.74 8 酒井  眞城(5) 氷見市    16.36 
ﾎﾘｶﾜ ｱﾗﾀ 朝日丘 ｻｶｲ ﾏｼﾛ 速川
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男子
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予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 7組] 風速 +2.5

 1 春本  圭祐(5) 富山市    14.36 q
ﾊﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ A.C.TOYAMA.Jr

 2 吉田  篤郎(6) 中新川    14.39 q
ﾖｼﾀﾞ  ｱﾂﾛｳ 立山ﾗﾝﾗﾝ

 3 秋本  武児(5) 富山市    14.47 q
ｱｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 上条ｼﾞｭﾆｱ

 4 道音  陸(5) 滑川市    14.54 
ﾐﾁｵﾄ  ﾘｸ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 5 細呂木  徳(5) 高岡市    14.78 
ﾎｿﾛｷﾞ ﾅﾙ SEIBI

 6 橋本  唯塔(5) 南砺市    14.94 
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾄ 福光東部AC

 7 橋本  駿(5) 黒部市    15.55 
ﾊｼﾓﾄ  ｼｭﾝ 黒部名水

 8 藤田  葵羽(5) 射水市    16.18 
ﾌｼﾞﾀｱｵﾊ 新湊

風速 +1.4

 1 川口  飛勇(5) 富山市    13.99 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾕｳ ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

 2 髙島　輝(5) 射水市    14.20 
ﾀｶｼﾏﾃﾙ 大門AC

 3 石井  裕太(5) 富山市    14.27 
ｲｼｲ ﾕｳﾀ 堀川AC

 4 山田  遼(5) 富山市    14.31 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 大庄AC

 5 春本  圭祐(5) 富山市    14.31 
ﾊﾙﾓﾄ ｹｲｽｹ A.C.TOYAMA.Jr

 6 中田  陽登(5) 高岡市    14.41 
ﾅｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 定塚

 7 秋本  武児(5) 富山市    14.43 
ｱｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 上条ｼﾞｭﾆｱ

 8 吉田  篤郎(6) 中新川    14.73 
ﾖｼﾀﾞ  ｱﾂﾛｳ 立山ﾗﾝﾗﾝ

6   472

4   262

2   267

3   164

8   261

記録／備考
5   257

7   368

9   258

所属名

3    58

9   367

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   267

2   128

4   473

8   560

男子

５年  100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   262

5   164



予選 7月27日 12:30
決勝 7月27日 15:25

県小学生記録(KR)                12.16 板本　雄太           下新川  さみさと         2005/8/27   
大会記録(GR)                    12.61 山形　瑞規           下新川  浦山             2004/6/27   

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +1.9

 1 笠矢  京吾(6) 魚津市    14.08 1 有澤  脩人(6) 中新川    13.52 q
ｶｻﾔ ｹｲｺﾞ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ｱﾘｻﾜ  ｼｭｳﾄ 上市AC

 2 佐野  翔吾(6) 射水市    14.14 2 泉  颯太郎(6) 富山市    14.04 
ｻﾉｼｮｳｺﾞ ﾁｰﾑ下村 ｲｽﾞﾐ ｿｳﾀﾛｳ 新庄北ｸﾗﾌﾞ

 3 吉田  広太(6) 富山市    14.24 3 西村  駿佑(6) 富山市    14.12 
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 富山中央AC ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 柳町ｼﾞｭﾆｱ

 4 宮崎  裕矢(6) 富山市    14.47 4 背戸  翔吾(6) 氷見市    14.46 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾔ 豊田ｸﾗﾌﾞ ｾﾄ ｼｮｳｺﾞ 海峰

 5 辻  篤弥(6) 高岡市    14.51 5 長谷川  拓海(6) 射水市    14.53 
ﾂｼﾞ ｱﾂﾔ 下関 ﾊｾｶﾞﾜﾀｸﾐ 大島AC

 6 田村  和暉(6) 黒部市    14.84 6 工  優我(6) 高岡市    14.72 
ﾀﾑﾗ  ｶｽﾞｷ 黒部名水 ﾀｸﾐ ﾕｳｶﾞ 万葉

 7 大毛利　一哉(6) 中新川    15.25 7 中原  悠翔(6) 氷見市    14.80 
ｵｵﾓﾘ  ｶｽﾞﾔ 立山ﾗﾝﾗﾝ ﾅｶﾊﾗ  ﾊﾙﾄ 明和
加藤  悠人(6) 富山市 8 鍋谷  翔希(6) 下新川    15.55 
ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 福沢ｸﾗﾌﾞ ﾅﾍﾞﾀﾆ ｼｮｳｷ 桃李

[ 3組] 風速 +2.4 [ 4組] 風速 +2.2

 1 畠山  瑛紀(6) 魚津市    13.50 q 1 中川  幸弘(6) 射水市    13.54 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲｷ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ﾅｶｶﾞﾜﾕｷﾋﾛ 片口AC

 2 杉本  優生(6) 高岡市    13.85 2 吉本  樹(6) 富山市    13.73 
ｽｷﾞﾓﾄ  ﾋﾛｷ 能町 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 保内ｸﾗﾌﾞ

 3 佐伯  颯太(6) 中新川    13.95 3 松谷  瑠伊(6) 高岡市    14.22 
ｻｴｷ  ｿｳﾀ 立山ﾗﾝﾗﾝ ﾏﾂﾀﾆ  ﾙｲ MAKINO

 4 早川  大貴(6) 富山市    14.09 4 奥村  陸人(6) 高岡市    14.57 
ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｷ 新庄ｼﾞｭﾆｱ ｵｸﾑﾗ ﾘｸﾄ 伏木

 5 小松  孝輔(6) 砺波市    14.28 5 中川  貴仁(6) 富山市    14.65 
ｺﾏﾂ  ｺｳｽｹ となみAC ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 四方ｼﾞｭﾆｱ

 6 錦戸  零生(6) 南砺市    14.67 6 石崎  陽介(6) 砺波市    15.03 
ﾆｼｷﾄﾞ ﾚｲ 福光南部AC ｲｼｻｷ  ﾖｳｽｹ となみAC

 7 相楽  拓翔(6) 富山市    15.13 7 松嶋  航太郎(6) 下新川    18.17 
ｻｶﾞﾗ ﾀｸﾄ TEAM四つ葉 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾁｰﾑ上青
上坂   魁琉(6) 射水市 前本  勘太(6) 黒部市
ｳｴｻｶｶｲﾘｭｳ 堀岡 ﾏｴﾓﾄ  ｶﾝﾀ 黒部名水

[ 5組] 風速 +2.0 [ 6組] 風速 +1.9

 1 矢田  光(6) 射水市    13.22 q 1 六渡  敬之(6) 高岡市    13.35 q
ﾔﾀﾋｶﾙ 大門AC ﾛｸﾄﾞ ﾀｶﾕｷ 平米

 2 米林  恭兵(6) 高岡市    13.67 q 2 山岸  拳士(6) 富山市    13.86 
ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 戸出西部 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝﾄ かみだきっず

 3 金川  明仁(6) 中新川    13.68 q 3 柴田  大貴(6) 砺波市    14.57 
ｶﾅｶﾞﾜ  ｱｷﾋﾄ 立山中央 ｼﾊﾞﾀ  ﾀﾞｲｷ となみAC

 4 高岡  日悠(6) 滑川市    13.74 4 長尾  彰高(6) 南砺市    14.57 
ﾀｶｵｶ  ﾋﾕｳ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾀｶ 城端AC

 5 池田  直弥(6) 氷見市    13.89 5 新井  后来(6) 富山市    14.79 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 朝日丘 ｱﾗｲ ｺｳｷ 大久保

 6 金井  飛翔(6) 富山市    14.05 6 原田  快人(6) 下新川    14.92 
ｶﾅｲ ﾋｶﾙ 豊田ｼﾞｭﾆｱ ﾊﾗﾀﾞ  ｶｲﾄ さみさと

 7 石黒  雅舜(6) 南砺市    14.08 7 野嶋  琉希(6) 射水市    15.72 
ｲｼｸﾞﾛ ｶﾞｼｭﾝ 福光中部AC ﾉｼﾞﾏﾘｭｳｷ 小杉

 8 菅原  太一(6) 富山市    14.48 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 長岡JR

[ 7組] 風速 -0.7

 1 沼田  敬介(6) 高岡市    13.34 q
ﾇﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 下関

 2 川形  海斗(6) 滑川市    14.24 
ｶﾜｶﾞﾀ  ｶｲﾄ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 3 佐々木  康太郎(6)富山市    14.50 
ｻｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 堀南ｸﾗﾌﾞ

 4 杉澤  光流(6) 氷見市    14.55 
ｽｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 朝日丘

 5 八町  勇聖(6) 富山市    14.64 
ﾊｯﾁｮｳ ﾕｳｾｲ 岩瀬ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ

 6 村瀬  雄也(6) 南砺市    14.69 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 上平AC

 7 藍口  壮(6) 射水市    14.79 
ｱｲｸﾞﾁｿｳ ﾁｰﾑ下村
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風速 +2.5

 1 矢田  光(6) 射水市    13.05 
ﾔﾀﾋｶﾙ 大門AC

 2 六渡  敬之(6) 高岡市    13.09 
ﾛｸﾄﾞ ﾀｶﾕｷ 平米

 3 沼田  敬介(6) 高岡市    13.17 
ﾇﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 下関

 4 中川  幸弘(6) 射水市    13.51 
ﾅｶｶﾞﾜﾕｷﾋﾛ 片口AC

 5 有澤  脩人(6) 中新川    13.58 
ｱﾘｻﾜ  ｼｭｳﾄ 上市AC

 6 米林  恭兵(6) 高岡市    13.60 
ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 戸出西部

 7 畠山  瑛紀(6) 魚津市    13.60 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｴｲｷ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 8 金川  明仁(6) 中新川    13.86 
ｶﾅｶﾞﾜ  ｱｷﾋﾄ 立山中央
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決勝 7月27日 10:30

県小学生記録(KR)              2:57.98 藤田　健人           富山市  A.C.TOYAMA選抜   2013/10/19  
大会記録(GR)                  2:58.26 上代　裕貴           滑川市  滑川ジュニア     2001/7/20   

[ 1組] [ 2組]

 1 吉倉  陽希(6) 魚津市  3:00.68 1 竹中  博駿(6) 高岡市  3:09.82 
ﾖｼｸﾗ ﾊﾙｷ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾄｼ 戸出東部

 2 若田  辰輝(6) 黒部市  3:04.19 2 能登  楓(6) 富山市  3:11.51 
ﾜｶﾀ  ﾀﾂｷ 黒部名水 ﾉﾄ ｶｴﾃﾞ A.C.TOYAMA.Jr.

 3 二村  昇太朗(5) 富山市  3:07.97 3 塚本  一輝(6) 富山市  3:12.68 
ﾌﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ A.C.TOYAMA選抜 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ A.C.TOYAMAﾕｰｽ

 4 前田  崚羽(5) 射水市  3:15.30 4 西山  智也(6) 富山市  3:12.83 
ﾏｴﾀﾞﾘｮｳﾊ 太閤山 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ 風の子ｸﾗﾌﾞ

 5 武隈  温志(6) 魚津市  3:15.97 5 吉田  翔哉(6) 南砺市  3:13.38 
ﾀｹｸﾏ ｱﾂｼ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ 井口AC

 6 浦田  朋哉(6) 中新川  3:16.97 6 中村  光(6) 高岡市  3:13.98 
ｳﾗﾀﾞ  ﾄﾓﾔ 立山ﾗﾝﾗﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 南条ｸﾗﾌﾞ

 7 戸田  怜玖(6) 射水市  3:17.13 7 近藤  嵐(6) 富山市  3:15.29 
ﾄﾀﾞﾘｸ 放生津 ｺﾝﾄﾞｳ ﾗﾝ 豊田ｸﾗﾌﾞ

 8 神戸  朝陽(6) 下新川  3:20.56 8 下山  海斗(6) 高岡市  3:15.32 
ｶﾝｺ  ｱｻﾋ 飯野 ｼﾓﾔﾏ ｶｲﾄ 戸出西部

 9 阿閉  一樹(6) 中新川  3:22.64 9 木原  和哉(6) 高岡市  3:16.57 
ｱﾄｼﾞ  ｶｽﾞｷ 立山ﾗﾝﾗﾝ ｷﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 横田

10 東  千智(6) 砺波市  3:31.37 10 稲田  竜次郎(6) 砺波市  3:18.49 
ｱｽﾞﾏ  ﾁｻﾄ となみAC ｲﾅﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞﾛｳ となみAC

11 米田  有希(6) 下新川  3:36.70 11 杉本  諒太(6) 南砺市  3:19.29 
ﾖﾈﾀﾞ  ﾕｳｷ さみさと ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 福光東部AC

12 岩崎  陽生(6) 滑川市  3:46.37 12 長井  隆輔(6) 氷見市  3:19.37 
ｲﾜｻｷ  ﾊﾙｷ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｽｹ 海峰

13 前瀬  凌(5) 小矢部  3:48.84 13 寒河  誠(6) 富山市  3:20.40 
ﾏｴｾﾘｮｳ 石動 ｶﾝｺﾞｳ ﾏｺﾄ 豊田ｼﾞｭﾆｱ
吉江  一真(5) 小矢部 14 長谷川  瑛大(6) 富山市  3:21.02 
ﾖｼｴｶｽﾞﾏ 大谷 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲﾀ 奥田ｼﾞｭﾆｱ
青山  紘大(6) 滑川市 15 齋藤  大雅(6) 氷見市  3:38.08 
ｱｵﾔﾏ  ｺｳﾀﾞｲ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ｻｲﾄｳ  ﾀｲｶﾞ 窪

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:10.7   102 吉倉  陽希(6)   400m   1:12.7  299 西山  智也(6)
   800m    2:24.8   〃    〃   800m   2:32.9  298 能登  楓(6)
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   1 吉倉  陽希(6) 魚津市 魚津ｼﾞｭﾆｱ    3:00.68  1  1
   2 若田  辰輝(6) 黒部市 黒部名水    3:04.19  1  2
   3 二村  昇太朗(5) 富山市 A.C.TOYAMA選抜    3:07.97  1  3
   4 竹中  博駿(6) 高岡市 戸出東部    3:09.82  2  1
   5 能登  楓(6) 富山市 A.C.TOYAMA.Jr.    3:11.51  2  2
   6 塚本  一輝(6) 富山市 A.C.TOYAMAﾕｰｽ    3:12.68  2  3
   7 西山  智也(6) 富山市 風の子ｸﾗﾌﾞ    3:12.83  2  4
   8 吉田  翔哉(6) 南砺市 井口AC    3:13.38  2  5
   9 中村  光(6) 高岡市 南条ｸﾗﾌﾞ    3:13.98  2  6
  10 近藤  嵐(6) 富山市 豊田ｸﾗﾌﾞ    3:15.29  2  7
  11 前田  崚羽(5) 射水市 太閤山    3:15.30  1  4
  12 下山  海斗(6) 高岡市 戸出西部    3:15.32  2  8
  13 武隈  温志(6) 魚津市 魚津ｼﾞｭﾆｱ    3:15.97  1  5
  14 木原  和哉(6) 高岡市 横田    3:16.57  2  9
  15 浦田  朋哉(6) 中新川 立山ﾗﾝﾗﾝ    3:16.97  1  6
  16 戸田  怜玖(6) 射水市 放生津    3:17.13  1  7
  17 稲田  竜次郎(6) 砺波市 となみAC    3:18.49  2 10
  18 杉本  諒太(6) 南砺市 福光東部AC    3:19.29  2 11
  19 長井  隆輔(6) 氷見市 海峰    3:19.37  2 12
  20 寒河  誠(6) 富山市 豊田ｼﾞｭﾆｱ    3:20.40  2 13
  21 神戸  朝陽(6) 下新川 飯野    3:20.56  1  8
  22 長谷川  瑛大(6) 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ    3:21.02  2 14
  23 阿閉  一樹(6) 中新川 立山ﾗﾝﾗﾝ    3:22.64  1  9
  24 東  千智(6) 砺波市 となみAC    3:31.37  1 10
  25 米田  有希(6) 下新川 さみさと    3:36.70  1 11
  26 齋藤  大雅(6) 氷見市 窪    3:38.08  2 15
  27 岩崎  陽生(6) 滑川市 滑川ｼﾞｭﾆｱ    3:46.37  1 12
  28 前瀬  凌(5) 小矢部 石動    3:48.84  1 13
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予選 7月27日 9:50
決勝 7月27日 15:00

県小学生記録(KR)                      南保　陸駆           富山市  針原AC           2012/8/25   
大会記録(GR)                          佐伯　勇             中新川  立山ランラン     2003/7/26   

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 宮本  琉太(6) 南砺市    13.79 q 1 大村  滉太朗(6) 高岡市    14.32 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 福野AC ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 定塚

 2 浦田  誠之(6) 富山市    14.11 q 2 池田  賢哉(5) 富山市    14.87 
ｳﾗﾀ ﾏｻﾕｷ TEAM四つ葉 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ 八重津ｸﾗﾌﾞ

 3 寺崎  颯葵(6) 下新川    14.29 q 3 田中  優平(6) 富山市    15.02 
ﾃﾗｻｷ ｿｳｷ 入善 ﾀﾅｶﾕｳﾍｲ 八幡ｸﾗﾌﾞ

 4 金森  健太(6) 高岡市    14.30 q 4 得永  将翔(6) 南砺市    15.32 
ｶﾅﾓﾘ ｹﾝﾀ MAKINO ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 井波AC

 5 角間  泰知(6) 氷見市    14.84 5 古市  碧泉(6) 下新川    15.35 
ｶｸﾏ ﾀｲﾁ 灘浦 ﾌﾙｲﾁ  ｱｵｲ さみさと

 6 河瀬  貴洋(6) 富山市    14.87 6 瀬尾  勇気(6) 砺波市    15.60 
ｶﾜｾ ﾀｶﾋﾛ 柳町ｼﾞｭﾆｱ ｾｵ  ﾕｳｷ となみAC

 7 稲垣  諒大(6) 射水市    15.22 7 山本  要(5) 中新川    17.11 
ｲﾅｶﾞｷﾘｮｳﾀﾞｲ 大門AC ﾔﾏﾓﾄ  ｶﾅﾒ 立山ﾗﾝﾗﾝ

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.1

 1 東  和輝(6) 氷見市    14.08 q 1 山田  一葵 黒部市    13.79 q
ｱｽﾞﾏ ｶｽﾞｷ 比美乃江 ﾔﾏﾀﾞ  ｲﾂｷ 黒部名水

 2 石黒  壮真(6) 射水市    14.29 q 2 岩林  直文(6) 富山市    14.68 
ｲｼｸﾛｿｳﾏ 作道 ｲﾜﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾌﾐ 堀南ｸﾗﾌﾞ

 3 高木  大征(6) 富山市    14.53 3 堀田  勇大(5) 中新川    15.39 
ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 福沢ｸﾗﾌﾞ ﾎﾘﾀ  ﾕｳﾀﾞｲ 上市AC

 4 佐久間  皇成(6) 高岡市    14.60 4 大納  涼雅(6) 高岡市    15.53 
ｻｸﾏ ｺｳｾｲ 下関 ｵｵﾉｳ ﾘｮｳｶﾞ 下関

 5 石政  駿佑(6) 富山市    15.10 5 吉野  和真(6) 射水市    16.09 
ｲｼﾏｻ ｼｭﾝｽｹ 大成AC ﾖｼﾉｶｽﾞﾏ 作道

 6 川向  朝陽(6) 砺波市    15.20 6 淺岡  千尋(5) 富山市    16.67 
ｶﾜﾑｶｲ  ｱｻﾋ となみAC ｱｻｵｶ ﾁﾋﾛ 博隆ｸﾗﾌﾞ

 7 新鞍  悠真 黒部市    16.53 7 山室  建人(6) 小矢部    16.92 
ﾆｲｸﾗ  ﾕｳﾏ 黒部名水 ﾔﾏﾑﾛｹﾝﾄ 津沢

風速 +0.8

 1 山田  一葵 黒部市    13.50 
ﾔﾏﾀﾞ  ｲﾂｷ 黒部名水

 2 金森  健太(6) 高岡市    13.95 
ｶﾅﾓﾘ ｹﾝﾀ MAKINO

 3 大村  滉太朗(6) 高岡市    14.01 
ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 定塚

 4 浦田  誠之(6) 富山市    14.10 
ｳﾗﾀ ﾏｻﾕｷ TEAM四つ葉

 5 石黒  壮真(6) 射水市    14.19 
ｲｼｸﾛｿｳﾏ 作道

 6 寺崎  颯葵(6) 下新川    14.22 
ﾃﾗｻｷ ｿｳｷ 入善

 7 東  和輝(6) 氷見市    14.29 
ｱｽﾞﾏ ｶｽﾞｷ 比美乃江

 8 宮本  琉太(6) 南砺市    16.73 
ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 福野AC

8    32

9   387

6   429

5   572

4   307

記録／備考
7    69

3   495

2   496

所属名

2    68 4

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

  608

4   537 8   312

8   497 3   498

3   309 6   388

5   387 2   311

7   305 5   176

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   429 7    69

所属名 記録／備考

8   389

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

  177

7   306 6   536

8

5   495 3   573

4   428 2    33

2   307 5   310

6    32 7   308

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名所属名 記録／備考
3   572 4   496

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

８０ｍＨ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



予選 7月27日 13:35
決勝 7月27日 15:35

県小学生記録(KR)                49.49 富山JAC              富山市  富山JAC          1998/8/29   
（瀬川・河上・金嶋・四十物）

大会記録(GR)                    50.42 富山JAC              富山市  富山JAC          1998/7/26   
（瀬川・河上・金嶋・四十物）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 萩浦ｼﾞｭﾆｱ   181 米田  拓斗(6)    54.84 q 1  3 黒部名水   37 長谷川  壮大(6)    55.97 q

ﾊｷﾞｳﾗｼﾞｭﾆｱ ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾄ ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ ﾊｾｶﾞﾜ  ｿｳﾀ
富山市   182 加藤  修平(6) 黒部市   40 米倉  健之(6)

ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ ﾖﾈｸﾗ  ｹﾝｼﾞ
  183 坂東  大地(6)   38 木和田  健太(6)

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ ｷﾜﾀﾞ  ｹﾝﾀ
  184 猶明  雅仁(6)   39 木下  大悟(6)

ﾕｳﾒｲ ﾏｻﾄ ｷﾉｼﾀ  ﾀﾞｲｺﾞ
 2   4 木津   433 中野  海星(6)    55.51 q 2  8 奥田ｼﾞｭﾆｱ  230 村井　旭(6)    56.19 

ｷｽﾞ ﾅｶﾉ ｶｲｾｲ ｵｸﾀﾞｼﾞｭﾆｱ ﾑﾗｲ ｱｻﾋ
高岡市   434 田中  啓一朗(6) 富山市  227 竹内　凪(6)

ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾀｹｳﾁ ﾅｷﾞ
  435 大西  彪悟(6)  226 佐々木  慶悟(6)

ｵｵﾆｼ ﾋｭｳｺﾞ ｻｻｷ ｹｲｺﾞ
  436 柴野  真人(6)  228 伊東  岬輝(6)

ｼﾊﾞﾉ ﾏｻﾄ ｲﾄｳ ﾐｻｷ
 3   3 大広田AC   217 豊岡  大和(6)    56.22 3  4 速星ｼﾞｭﾆｱ  195 菊元  飛翔(6)    56.48 

ｵｵﾋﾛﾀｴｰｼｰ ﾄﾖｵｶ ﾔﾏﾄ ﾊﾔﾎｼｼﾞｭﾆｱ ｷｸﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
富山市   216 山口  颯太(6) 富山市  194 沢出  朋耶(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｻﾜﾃﾞ ﾄﾓﾔ
  219 辰見  英俊(6)  191 金井  蓮太郎(6)

ﾀﾂﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ ｶﾅｲ ﾚﾝﾀﾛｳ
  218 橋本  凌(6)  192 柳澤  明希(6)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 4   2 上市AC   145 二川  颯斗(6)    57.39 4  7 桃李    4 金田  悠汰(5)    58.34 

ｶﾐｲﾁｴｰｼｰ ﾌﾀｶﾞﾜ  ﾊﾔﾄ ﾄｳﾘ ｶﾅﾀﾞ ﾕｳﾀ
中新川   148 椎名  光介(6) 下新川    3 石崎  幹卓(5)

ｼｲﾅ  ｺｳｽｹ ｲｼｻﾞｷ ﾐﾀｶ
  146 堀田  祐作(6)    2 米田  拓海(5)

ﾎﾘﾀ  ﾕｳｻｸ ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ
  147 土井  蓮(6)    1 前田  拓望(5)

ﾄﾞｲ  ﾚﾝ ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ
 5   8 中太AC  A   332 柊平  郁哉(6)    57.91 5  5 大門AC  343 山﨑  敦喜(6)    58.79 

ﾅｶﾀｲｴｰｼｰｴｰ ｸｲﾋﾞﾗｲｸﾔ ﾀﾞｲﾓﾝｴｰｼｰ ﾔﾏｻﾞｷｱﾂｷ
射水市   334 安川  暁悠(6) 射水市  341 番留  諒(6)

ﾔｽｶﾜｱｷﾋｻ ﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾘｮｳ
  330 本多  晃士(6)  342 加藤  康大(6)

ﾎﾝﾀﾞｺｳｼ ｶﾄｳｺｳﾀﾞｲ
  333 津田  将(6)  340 松井  紳(6)

ﾂﾀﾞﾏｻﾙ ﾏﾂｲｼﾝ
 6   7 SEIBI   445 川原  宏太(6)    58.19 6  2 古府  453 松井  勇真(6)    59.45 

ｾｲﾋﾞ ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀ ｺﾌ ﾏﾂｲ ﾕｳﾏ
高岡市   443 川田  玲(6) 高岡市  456 嶋  和志(6)

ｶﾜﾀ ﾚｲ ｼﾏ ｶｽﾞｼ
  446 前馬  颯太(6)  455 木和田  滋友(6)

ﾏｴﾊﾞ ｿｳﾀ ｷﾜﾀﾞ ｼｭｳ
  444 宮崎  巧郎(6)  454 大和  弘暉(6)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ ﾔﾏﾄ ﾋﾛｷ
 7   5 となみAC   506 山下  光輝(6)    58.59 7  6 上市AC  B  158 斉藤  光汰(6)  1:03.07 

ﾄﾅﾐｴｰｼｰ ﾔﾏｼﾀ  ｺｳｷ ｶﾐｲﾁｴｰｼｰ ｻｲﾄｳ  ｺｳﾀ
砺波市   509 水口  大輔(6) 中新川  159 村井  善(6)

ﾐｽﾞｸﾁ  ﾀﾞｲｽｹ ﾑﾗｲ  ｾﾞﾝ
  507 堀田  薫(6)  155 川口  皐月(6)

ﾎﾘﾀ  ｶｵﾙ ｶﾜｸﾞﾁ  ｻﾂｷ
  508 水木  光之進(6)  156 伊井  勇翔(6)

ﾐｽﾞｷ  ｺｳﾉｼﾝ ｲｲ  ﾕｳﾄ
  6 大沢野ｼﾞｭﾆｱ

ｵｵｻﾜﾉｼﾞｭﾆｱ 棄権
富山市

男子

４×１００ｍ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ   188 田中  暖空(6)    54.98 q 1  7 神明AC  201 立野  優希(6)    53.99 q

ﾗｯｷｰﾒｲﾂ ﾀﾅｶ ﾉｱ ｼﾝﾒｲｴｰｼｰ ﾀﾃﾉ ﾕｳｷ
富山市   189 谷崎  蒼悟(6) 富山市  204 前川  太一(6)

ﾀﾆｻｷ ｿｳｺﾞ ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ
  190 織田  孝希(6)  205 岡田  虎之介(6)

ｵﾀﾞ ｺｳｷ ｵｶﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ
  187 山下  魁斗(6)  202 室山  友哉(6)

ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ ﾑﾛﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 2   4 となみAC C   516 中島  滉介(6)    57.08 2  3 草島ｼﾞｭﾆｱ  211 高島  信頼(6)    55.66 q

ﾄﾅﾐｴｰｼｰｼｰ ﾅｶｼﾏ  ｺｳｽｹ ｸｻｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱ ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾖﾘ
砺波市   517 早苗  芳郎(6) 富山市  213 建部  郁也(6)

ｻﾅｴ  ﾖｼﾛｳ ﾀﾃﾍﾞ ﾌﾐﾔ
  518 小倉  大器(6)  212 梶  康太(6)

ｵｸﾞﾗ  ﾀﾞｲｷ ｶｼﾞ ｺｳﾀ
  515 永田  俊登(6)  214 浜谷  一也(6)

ﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝﾄ ﾊﾏﾀﾆ ｶｽﾞﾔ
 3   2 堀川ｸﾗﾌﾞ   209 濱田  智哉(6)    57.34 3  6 比美乃江  399 神埜  湧音(6)    55.87 q

ﾎﾘｶﾜｸﾗﾌﾞ ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾋﾋﾞﾉｴ ｺｳﾉ ﾕｳﾄ
富山市   206 家城  俊介(6) 氷見市  398 玄  哉太(6)

ｲｴｷ ｼｭﾝｽｹ ｹﾞﾝ ｶﾅﾀ
  208 高野  遼平(6)  400 小坪  哉斗(6)

ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾂﾎﾞ ｶﾅﾄ
  207 松田  拓巳(6)  401 中田  龍希(6)

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｷ
 4   8 南条ｸﾗﾌﾞ   438 西川  佳秀(6)    58.39 4  5 戸出東部  458 泉　陽向(6)    58.78 

ﾅﾝｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾄｲﾃﾞﾄｳﾌﾞ ｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾀ
高岡市   439 伊藤  楓真(6) 高岡市  460 福田  竜也(6)

ｲﾄｳ ﾌｳﾏ ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ
  440 池田  爽楽(6)  459 江尻  昂代(6)

ｲｹﾀﾞ ｿﾗ ｴｼﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ
  441 南  友輝(6)  461 安田  皓紀(6)

ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ
 5   3 宮田AC   402 和泉  将斗(6)    58.69 5  8 高野  150 平石  悠貴(6)    59.19 

ﾐﾔﾀｴｰｼｰ ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄ ﾀｶﾉ ﾋﾗｲｼ  ﾕｳｷ
氷見市   404 藤田  大翔(6) 中新川  151 佐伯  脩斗(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ ｻｴｷ  ｼｭｳﾄ
  403 扇谷  蓮(6)  152 高田  涼雅(6)

ｵｷﾞﾔ ﾚﾝ ﾀｶﾀﾞ  ﾘｮｳｶﾞ
  405 坂下  爽芽(6)  153 朝日  健太郎(6)

ｻｶｼﾀ ｿｳｶﾞ ｱｻﾋ  ｹﾝﾀﾛｳ
 6   6 放生津   325 旭  空良(6)    59.67 6  2 中太AC  B  337 道徳  敦司(6)  1:00.20 

ﾎｳｼﾞｮｳｽﾞ ｱｻﾋｿﾗ ﾅｶﾀｲｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾄﾞｳﾄｸｱﾂｼ
射水市   326 ﾅｶﾉ  ｼｶｲﾛ(6) 射水市  339 結城  善樹(6)

ﾅｶﾉｼｶｲﾛ ﾕｳｷﾖｼｷ
  327 荒井  秀斗(6)  336 久々江  陸人(6)

ｱﾗｲｼｭｳﾄ ｸｸﾞｴﾘｸﾄ
  328 岩黒  日輝(6)  338 柴田  諒馬(6)

ｲﾜｸﾛﾊﾙｷ ｼﾊﾞﾀﾘｮｳﾏ
  7 滑川ｼﾞｭﾆｱ 7  4 さみさと   14 水島  光元(5)  1:01.54 

ﾅﾒﾘｶﾜｼﾞｭﾆｱ 棄権 ｻﾐｻﾄ ﾐｽﾞｼﾏ  ｺｳｹﾞﾝ
滑川市 下新川   12 平田  侑太郎(6)

ﾋﾗﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ
  11 南茂  駿平(6)

ﾅﾝﾓ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
  13 近江  良介(6)

ｵｳﾐ  ﾘｮｳｽｹ

男子

４×１００ｍ



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 呉羽ｼﾞｭﾆｱ   200 北村  英之(6)    55.08 q

ｸﾚﾊｼﾞｭﾆｱ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ
富山市   197 西村  朋晃(6)

ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ
  198 川野  秀翔(6)

ｶﾜﾉ ｼｭｳﾄ
  196 久保山  駿(6)

ｸﾎﾞﾔﾏ ｼｭﾝ
 2   4 八尾AC   234 矢部  隆晟(6)    56.99 

ﾔﾂｵｴｰｼｰ ﾔﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ
富山市   232 島崎  玲仁(6)

ｼﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ
  231 北林  拓真(6)

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
  233 孝井  捺希(6)

ｺｳｲ ﾅﾂｷ
 3   2 ﾁｰﾑ上青     6 廣野  翔太(6)    57.53 

ﾁｰﾑｼﾞｮｳｾｲ ﾋﾛﾉ ｼｮｳﾀ
下新川     7 横谷  哉汰(6)

ﾖｺﾀﾆ ｶﾅﾀ
    8 廣川  玲央斗(6)

ﾋﾛｶﾜ ﾚｵﾄ
    9 草切  駿吾(6)

ｸｻｷﾘ ｼｭﾝｺﾞ
 4   5 福野AC   542 西能  里緒(6)    58.91 

ﾌｸﾉｴｰｼｰ ｻｲﾉｳ ﾘｵ
南砺市   541 金田  滉平(6)

ｶﾅﾀﾞ ｺｳﾍｲ
  543 谷村  悠仁(6)

ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾄ
  544 加納  海斗(6)

ｶﾉｳ ｶｲﾄ
 5   8 上庄   407 安土  慶(6)    59.05 

ｶﾐｼｮｳ ｱﾂﾞﾁ ｹｲ
氷見市   408 飯山  翔太(6)

ｲｲﾔﾏ ｼｮｳﾀ
  410 村江  翼(6)

ﾑﾗｴ ﾂﾊﾞｻ
  409 針山  功靖(6)

ﾊﾘﾔﾏ ｺｳｾｲ
 6   3 博労   451 米田  和也(6)    59.30 

ﾊﾞｸﾛｳ ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾔ
高岡市   450 中島  陸人(6)

ﾅｶｼﾏ ﾘｸﾄ
  448 小國  洪祐(6)

ｵｸﾞﾆ ｺｳｽｹ
  449 中島  健汰(6)

ﾅｶｼﾏ ｹﾝﾀ
 7   7 となみAC B   513 丹保  虎磨(5)  1:03.31 

ﾄﾅﾐｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾀﾝﾎﾞ  ﾄﾗﾏﾙ
砺波市   511 宮島  彪我(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾋｭｳｶﾞ
  512 武波  理央(5)

ﾀｹﾅﾐ  ﾘｵ
  510 齊藤  璃貴(5)

ｻｲﾄｳ  ﾘｷ

男子

４×１００ｍ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 萩浦ｼﾞｭﾆｱ   181 米田  拓斗(6)    53.86 

ﾊｷﾞｳﾗｼﾞｭﾆｱ ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾄ
富山市   182 加藤  修平(6)

ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ
  183 坂東  大地(6)

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ
  184 猶明  雅仁(6)

ﾕｳﾒｲ ﾏｻﾄ
 2   7 神明AC   201 立野  優希(6)    53.88 

ｼﾝﾒｲｴｰｼｰ ﾀﾃﾉ ﾕｳｷ
富山市   204 前川  太一(6)

ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ
  205 岡田  虎之介(6)

ｵｶﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ
  202 室山  友哉(6)

ﾑﾛﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 3   6 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ   188 田中  暖空(6)    54.24 

ﾗｯｷｰﾒｲﾂ ﾀﾅｶ ﾉｱ
富山市   189 谷崎  蒼悟(6)

ﾀﾆｻｷ ｿｳｺﾞ
  190 織田  孝希(6)

ｵﾀﾞ ｺｳｷ
  187 山下  魁斗(6)

ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ
 4   8 草島ｼﾞｭﾆｱ   211 高島  信頼(6)    54.96 

ｸｻｼﾞﾏｼﾞｭﾆｱ ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾖﾘ
富山市   213 建部  郁也(6)

ﾀﾃﾍﾞ ﾌﾐﾔ
  212 梶  康太(6)

ｶｼﾞ ｺｳﾀ
  214 浜谷  一也(6)

ﾊﾏﾀﾆ ｶｽﾞﾔ
 5   9 木津   433 中野  海星(6)    55.18 

ｷｽﾞ ﾅｶﾉ ｶｲｾｲ
高岡市   434 田中  啓一朗(6)

ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ
  435 大西  彪悟(6)

ｵｵﾆｼ ﾋｭｳｺﾞ
  436 柴野  真人(6)

ｼﾊﾞﾉ ﾏｻﾄ
 6   2 黒部名水    37 長谷川  壮大(6)    56.02 

ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ ﾊｾｶﾞﾜ  ｿｳﾀ
黒部市    40 米倉  健之(6)

ﾖﾈｸﾗ  ｹﾝｼﾞ
   38 木和田  健太(6)

ｷﾜﾀﾞ  ｹﾝﾀ
   39 木下  大悟(6)

ｷﾉｼﾀ  ﾀﾞｲｺﾞ
 7   3 比美乃江   399 神埜  湧音(6)    56.20 

ﾋﾋﾞﾉｴ ｺｳﾉ ﾕｳﾄ
氷見市   398 玄  哉太(6)

ｹﾞﾝ ｶﾅﾀ
  400 小坪  哉斗(6)

ｺﾂﾎﾞ ｶﾅﾄ
  401 中田  龍希(6)

ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｷ
 8   5 呉羽ｼﾞｭﾆｱ   200 北村  英之(6)  1:01.03 

ｸﾚﾊｼﾞｭﾆｱ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ
富山市   197 西村  朋晃(6)

ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｱｷ
  198 川野  秀翔(6)

ｶﾜﾉ ｼｭｳﾄ
  196 久保山  駿(6)

ｸﾎﾞﾔﾏ ｼｭﾝ

男子

４×１００ｍ
決勝



決勝 7月27日 10:00

県小学生記録(KR)                 1.45 谷野　雄士           氷見市  宇波             2009/7/26   
大会記録(GR)                     1.45 谷野　雄士           氷見市  宇波             2009/7/26   

中尾  惇之介(6) 黒部市
ﾅｶｵ  ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 黒部名水
小林  知生(6) 高岡市
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｳﾏ 博労
皆川  幹太(6) 氷見市
ﾐﾅｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 窪
能澤  圭輔(6) 黒部市
ﾉｻﾞﾜ  ｹｲｽｹ 黒部名水
石坂  亜蓮(6) 滑川市
ｲｼｻｶ  ｱﾚﾝ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
加賀谷  聖弥(6) 小矢部
ｶｶﾞﾀﾆｾｲﾔ 石動
宮野  洸樹(6) 砺波市
ﾐﾔﾉ  ｺｳｷ となみAC
佐伯  夏輝(6) 中新川
ｻｴｷ  ﾅﾂｷ 立山
成田  匠吾(6) 中新川
ﾅﾘﾀ  ｼｮｳｺﾞ 上市AC
伏見  紘斗(6) 富山市
ﾌｼﾐ ﾋﾛﾄ 保内ｸﾗﾌﾞ
川端  一輝(6) 高岡市
ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ 下関
囲  駿矢(6) 下新川
ｶｺｲ ｼｭﾝﾔ 桃李
松浦  悠太(6) 南砺市
ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 城端AC
長濱  大和(6) 富山市
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾔﾏﾄ 四方ｼﾞｭﾆｱ
宮﨑  堅大(6) 氷見市
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 窪
本定  主匡(6) 高岡市
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾏ 東五位
堀内  舜(6) 富山市
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝ 富山中央AC
加藤  大夢(6) 砺波市
ｶﾄｳ  ﾋﾛﾑ となみAC
榎本  光汰(6) 富山市
ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀ 神明AC
上野  大空(6) 南砺市
ｳｴﾉ ｵｵｿﾞﾗ 上平AC
宮崎  拳斗(6) 富山市
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾄ 長岡JR
櫻井  亮太朗(6) 高岡市
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 博労
秀永  涼介(6) 下新川
ﾋﾃﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ あさひ野
北嶋  桂大(6) 高岡市
ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ 戸出西部
橋場  北斗(6) 南砺市
ﾊｼﾊﾞ ﾎｸﾄ 井波AC
真木   海渡(6) 射水市
ﾏｷｶｲﾄ 堀岡
藤元  駿生(6) 富山市
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｷ かみだきっず
田上  楓馬(6) 砺波市
ﾀｶﾞﾐ  ﾌｳﾏ となみAC
沢田  凌(6) 下新川
ｻﾜﾀﾞ  ﾘｮｳ さみさと
石黒  陸(6) 中新川
ｲｼｸﾞﾛ  ﾘｸ 上市AC
毛利  凌馬(6) 射水市 記録なし
ﾓｳﾘﾘｮｳﾏ 大門AC
達  勇樹(5) 富山市 記録なし
ﾀﾂ ﾕｳｷ さんさんｼﾞｭﾆｱ
大木  祐二(6) 射水市 記録なし
ｵｵｷﾕｳｼﾞ 大門AC
角  恭輔(6) 高岡市 記録なし
ｶﾄﾞ ｷｮｳｽｹ SEIBI
中ﾉ内  克紀(6) 富山市 記録なし
ﾅｶﾉｳﾁ ｶﾂｷ 白ばと倶楽部
岩崎  伶音(6) 富山市 記録なし
ｲﾜｻｷ ﾚﾝ きらきらｽﾀｰｽﾞ
嵐  勇輔(6) 氷見市 記録なし
ｱﾗｼ ﾕｳｽｹ 湖南
真田  瑛太朗(5) 富山市 記録なし
ｻﾅﾀﾞ ｴｲﾀﾛｳ 双葉ｼﾞｭﾆｱ
弥生  祐大(6) 滑川市 記録なし
ﾔﾖｲ  ﾕｳﾀﾞｲ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
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決勝 (1,2組) 7月27日 10:00

県小学生記録(KR)                 5.44 坂本　雄太           下新川  さみさと         2005/10/30  
大会記録(GR)                     5.23 稲生　隆則           中新川  舟橋             1993/7/25   

[ 1組]
３回の
最高記録

奥田  樹(6) 富山市  4.02  4.36  4.20   4.36  4.40  4.64   4.25    4.64 
ｵｸﾀﾞ ｲﾂｷ 古沢ｸﾗﾌﾞ  +0.1  +0.4  -1.4   +0.4  +1.2  +1.6   +0.9    +1.6
中村  光一郞(6) 富山市  4.25   x  4.47   4.47  4.52  4.55   4.07    4.55 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 五福ｸﾗﾌﾞ  -0.1  +0.4  -0.8   -0.8  +0.4  +1.0   +1.4    +1.0
加藤  蒼樹(6) 富山市   x  4.13  4.29   4.29   x  4.45   3.92    4.45 
ｶﾄｳ ｿｳｷ 保内ｸﾗﾌﾞ  -1.3  -0.5  -0.2   -0.2  +1.0  +2.1   +1.4    +2.1
東海  大智(6) 氷見市  3.81  4.16  4.12   4.16  4.31   x   4.26    4.31 
ﾄｳｶｲ  ﾀﾞｲﾁ 窪  -1.0  +0.3   0.0   +0.3  +1.6  +0.7   +0.5    +1.6
池森  新大(6) 魚津市  3.76  3.93  4.07   4.07  4.07  4.12   4.21    4.21 
ｲｹﾓﾘ ｱﾗﾀ 魚津ｼﾞｭﾆｱ  -0.2  -1.1  +0.9   +0.9  -0.8  -0.2   +2.5    +2.5
山田  隼也(6) 高岡市  3.67  3.83  3.94   3.94    3.94 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ MAKINO  +0.1  +0.2  -1.2   -1.2    -1.2
林  翔月(6) 氷見市  3.86  3.91  3.88   3.91    3.91 
ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｷ 窪  -0.7   0.0  -0.9    0.0     0.0
早借  陸(6) 高岡市  3.79  3.28  3.54   3.79    3.79 
ﾊﾔｶｼ ﾘｸ 横田  -2.1  -0.3  -0.6   -2.1    -2.1
東川  陽紀(6) 富山市  3.76   x   x   3.76    3.76 
ｱｽﾞﾏｶﾜ ﾊﾙｷ きらきらｽﾀｰｽﾞ  +0.1  -0.4  -0.2   +0.1    +0.1
西森  敦司(5) 砺波市  3.67  3.42  3.71   3.71    3.71 
ﾆｼﾓﾘ  ｱﾂｼ となみAC  -0.9  -0.2  -0.2   -0.2    -0.2
新敷  迫矢(6) 砺波市  3.55   x  3.67   3.67    3.67 
ｱﾀﾗｼ  ﾊｸﾔ となみAC  +0.1   0.0  -0.7   -0.7    -0.7
黒田  柚葵(6) 富山市  3.64  3.54  3.49   3.64    3.64 
ｸﾛﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 水橋西部AC   0.0  +0.3   0.0    0.0     0.0
飯野  翼(6) 中新川   x  3.58  3.53   3.58    3.58 
ｲｲﾉ  ﾂﾊﾞｻ 立山ﾗﾝﾗﾝ  +0.3  -0.4  -0.2   -0.4    -0.4
北野  祐希(6) 射水市  3.54   x  3.45   3.54    3.54 
ｷﾀﾉﾕｳｷ ﾁｰﾑ下村  -0.6  -0.6  -2.2   -0.6    -0.6
川口  樹輝(6) 高岡市  3.54   x  3.19   3.54    3.54 
ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾂｷ 定塚  -0.4  +0.7  -1.4   -0.4    -0.4
冨田  琉生(6) 南砺市  3.40  3.48  3.45   3.48    3.48 
ﾄﾐﾀ ﾘｭｳｾｲ 城端AC  -0.2  -1.3  -0.7   -1.3    -1.3
大林  泰河(5) 富山市  3.42  3.47  3.36   3.47    3.47 
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 新保ｸﾗﾌﾞ   0.0  -0.9  -0.6   -0.9    -0.9
水野  堅(6) 射水市   x  3.38   x   3.38    3.38 
ﾐｽﾞﾉｹﾝ 作道  -0.6  +0.2  -1.3   +0.2    +0.2
大川原  和志(5) 下新川   x  3.37  3.35   3.37    3.37 
ｵｵｶﾜﾊﾗ  ﾀｶｼ 飯野  +0.5  +0.5  -1.3   +0.5    +0.5
寳田  遥生(6) 下新川   x  3.33  2.97   3.33    3.33 
ﾀｶﾗﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾁｰﾑ上青  -1.4   0.0  +0.7    0.0     0.0
長谷川  敬桂(5) 滑川市 欠場
ﾊｾｶﾞﾜ  ﾀｶﾖｼ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
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[ 2組]
３回の
最高記録

渡邉  壮(6) 黒部市  4.55  4.51   x   4.55  4.96  5.12    x    5.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｿｳ 黒部名水  -0.8  +0.1  -1.6   -0.8  -0.7  +1.5   +1.0    +1.5
黒木  理貴(6) 富山市  4.09  4.14  2.90   4.14  4.52  4.30   3.49    4.52 
ｸﾛｷ ﾘｷ 富山中央AC  -1.2  -0.2  -0.9   -0.2  +0.6  +0.4   +1.9    +0.6
加藤  拓馬(6) 富山市   x  4.11  4.13   4.13  4.26  4.48   4.07    4.48 
ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 桜谷AC  -0.7  -0.4  -0.3   -0.3  +1.0  +0.8   +0.8    +0.8
青山  誠司(5) 中新川   x  4.06   x   4.06    4.06 
ｱｵﾔﾏ  ｾｲｼﾞ TeamI  -0.2  -0.5  -1.5   -0.5    -0.5
平井  健嗣(6) 射水市  4.01  3.67  3.69   4.01    4.01 
ﾋﾗｲｹﾝｼﾞ 太閤山  +0.1  -0.3  -0.8   +0.1    +0.1
山田  航太郎(6) 高岡市   x  3.77  3.95   3.95    3.95 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 木津   0.0  -0.4  -1.1   -1.1    -1.1
辻井  悠翔(6) 富山市  3.69  3.93   x   3.93    3.93 
ﾂｼﾞｲ ﾕｳﾄ 堀南ｸﾗﾌﾞ  -1.2  +0.1  +0.7   +0.1    +0.1
松原  拓未(6) 富山市   x  3.86   x   3.86    3.86 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 熊野AC  -0.4  +0.1  +0.8   +0.1    +0.1
加納  圭太(6) 高岡市  3.78  3.71   x   3.78    3.78 
ｶﾉｳ ｹｲﾀ SEIBI   0.0  +0.1  -1.3    0.0     0.0
松木  裕哉(6) 氷見市  3.34  3.63  3.78   3.78    3.78 
ﾏﾂｷ ﾕｳﾔ 比美乃江  -0.5  +0.1  -0.1   -0.1    -0.1
青山  巧(6) 砺波市   x  3.77   x   3.77    3.77 
ｱｵﾔﾏ  ﾀｸﾐ となみAC  +0.1  -0.3  -0.8   -0.3    -0.3
西部  慎之介(6) 高岡市  3.50  3.57  3.72   3.72    3.72 
ﾆｼﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 東五位  -0.9  -0.1  -1.8   -1.8    -1.8
大原  怜斗(6) 富山市  3.57  3.71  3.68   3.71    3.71 
ｵｵﾊﾗ ﾚｲﾄ 大成AC  +1.0  +0.2  -0.4   +0.2    +0.2
中谷  大輝(6) 南砺市   x  3.47  3.67   3.67    3.67 
ﾅｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 上平AC   0.0  +0.2   0.0    0.0     0.0
野原  翼(6) 南砺市   x  3.65  3.63   3.65    3.65 
ﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 福光東部AC   0.0  +1.8  -0.4   +1.8    +1.8
水口  恭佑(6) 射水市  3.54   x  3.37   3.54    3.54 
ﾐｽﾞｸﾞﾁｷｮｳｽｹ 大門AC  -0.9  -0.6  -1.5   -0.9    -0.9
前田  大河(5) 富山市   x   x  3.51   3.51    3.51 
ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 新保AC   0.0  -0.3  -0.6   -0.6    -0.6
板倉  翔平(6) 下新川  3.41  3.46   x   3.46    3.46 
ｲﾀｸﾗ  ｼｮｳﾍｲ 飯野  -0.6   0.0  -0.8    0.0     0.0
三谷  恭太(5) 滑川市  3.15  3.23  2.75   3.23    3.23 
ﾐﾀﾆ  ｷｮｳﾀ 滑川ｼﾞｭﾆｱ  -0.8  -0.7  -1.1   -0.7    -0.7
三鍋  謙太(6) 中新川   x   x   x 記録なし
ﾐﾅﾍﾞ  ｹﾝﾀ 上市AC  -0.1  -0.5  -1.0

３回の
最高記録

渡邉  壮(6) 黒部市  4.55  4.51   x   4.55  4.96  5.12    x    5.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｿｳ 黒部名水  -0.8  +0.1  -1.6   -0.8  -0.7  +1.5   +1.0    +1.5
奥田  樹(6) 富山市  4.02  4.36  4.20   4.36  4.40  4.64   4.25    4.64 
ｵｸﾀﾞ ｲﾂｷ 古沢ｸﾗﾌﾞ  +0.1  +0.4  -1.4   +0.4  +1.2  +1.6   +0.9    +1.6
中村  光一郞(6) 富山市  4.25   x  4.47   4.47  4.52  4.55   4.07    4.55 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 五福ｸﾗﾌﾞ  -0.1  +0.4  -0.8   -0.8  +0.4  +1.0   +1.4    +1.0
黒木  理貴(6) 富山市  4.09  4.14  2.90   4.14  4.52  4.30   3.49    4.52 
ｸﾛｷ ﾘｷ 富山中央AC  -1.2  -0.2  -0.9   -0.2  +0.6  +0.4   +1.9    +0.6
加藤  拓馬(6) 富山市   x  4.11  4.13   4.13  4.26  4.48   4.07    4.48 
ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 桜谷AC  -0.7  -0.4  -0.3   -0.3  +1.0  +0.8   +0.8    +0.8
加藤  蒼樹(6) 富山市   x  4.13  4.29   4.29   x  4.45   3.92    4.45 
ｶﾄｳ ｿｳｷ 保内ｸﾗﾌﾞ  -1.3  -0.5  -0.2   -0.2  +1.0  +2.1   +1.4    +2.1
東海  大智(6) 氷見市  3.81  4.16  4.12   4.16  4.31   x   4.26    4.31 
ﾄｳｶｲ  ﾀﾞｲﾁ 窪  -1.0  +0.3   0.0   +0.3  +1.6  +0.7   +0.5    +1.6
池森  新大(6) 魚津市  3.76  3.93  4.07   4.07  4.07  4.12   4.21    4.21 
ｲｹﾓﾘ ｱﾗﾀ 魚津ｼﾞｭﾆｱ  -0.2  -1.1  +0.9   +0.9  -0.8  -0.2   +2.5    +2.5
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所属名

3 2   276

男子

-1- -2- -3-

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

1 8    60

男子

走幅跳 ベスト８
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -5- -6- 記録 備考

8 1    96

-4-

2 6   275

3 7   273

6 5   277

7 4   422

4 3   278

5 2   276



決勝 7月27日 13:00

県小学生記録(KR)                77.32 武隈　陽平           魚津市  魚津ジュニア     2011/8/27   
大会記録(GR)                    72.90 武隈　陽平           魚津市  魚津ジュニア     2011/7/24   

３回の
最高記録

奥  宜孝(6) 富山市
ｵｸ  ﾉﾌﾞﾀｶ かみだきっず
谷  颯馬(6) 魚津市
ﾀﾆ ｿｳﾏ 魚津ｼﾞｭﾆｱ
奥野  堅斗(6) 南砺市
ｵｸﾉ ﾀｶﾄ 福光東部AC
大聖  竜央(6) 下新川
ﾀﾞｲｼｮｳ ﾘｮｳ ﾁｰﾑ上青
高田  淳司(6) 中新川
ﾀｶﾀﾞ  ｼﾞｭﾝｼﾞ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ
黒田  俊希(6) 砺波市
ｸﾛﾀﾞ  ﾄｼｷ となみAC
髙澤  魁成(6) 富山市
ﾀｶｻﾜ  ｶｲｾｲ 風の子ｸﾗﾌﾞ
三上  秀人(6) 砺波市
ﾐｶﾐ  ﾋﾃﾞﾄ となみAC
車  健志朗(6) 高岡市
ｸﾙﾏ ｹﾝｼﾛｳ SEIBI
黒谷  匠(6) 射水市
ｸﾛﾀﾆﾀｸﾐ 堀岡
畠山  航輔(6) 富山市
ﾊﾀｹﾔﾏ  ｺｳｽｹ A.C.TOYAMA.Jr.
奥野  里玖斗(6) 富山市
ｵｸﾉ  ﾘｸﾄ 水橋西部AC
村橋  志鳳(6) 富山市
ﾑﾗﾊｼ  ｼﾎｳ JAC太田
樋口  拓哉(6) 高岡市
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 千鳥丘
金平  勇希(6) 砺波市
ｶﾈﾋﾗ  ﾕｳｷ となみAC
島倉  陸斗(6) 高岡市
ｼﾏｸﾗ ﾘｸﾄ 横田
はし本   泰成(6) 氷見市
ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 速川
石黒  大地(6) 中新川
ｲｼｸﾞﾛ  ﾀﾞｲﾁ 上市AC
米田  大真(6) 高岡市
ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾏ SEIBI
五十嵐  涼介(6) 富山市
ｲｶﾞﾗｼ  ﾘｮｳｽｹ 速星AC
津田  温哉(6) 高岡市
ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾔ 戸出西部
長谷  怜信(6) 南砺市
ﾊｾ ﾘｮｳｼﾝ 上平AC
坂口  雅空(6) 射水市
ｻｶｸﾞﾁﾏｻﾀｶ 小杉
長﨑  功佑(6) 下新川
ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｽｹ あさひ野
澤田  岳翔(6) 南砺市
ｻﾜﾀﾞ ｶﾞｸﾄ 福野AC
堀    崇人(6) 射水市
ﾎﾘﾀｶﾄ 小杉
田井中  望(5) 高岡市
ﾀｲﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 古府
有澤  尚之(5) 滑川市
ｱﾘｻﾜ  ﾅｵﾕｷ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
田畑  陽海(6) 富山市
ﾀﾊﾞﾀ  ﾊﾙﾐ 広田AC
東  聖也(6) 氷見市
ﾋｶﾞｼ  ｾｲﾔ 明和
岩倉  由磨(6) 下新川
ｲﾜｸﾗ ﾕｳﾏ ﾁｰﾑ上青
髙橋  晴斗(5) 滑川市
ﾀｶﾊｼ  ﾊﾙﾄ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
正保  直輝(6) 氷見市
ｼｮｳﾎﾞ ﾅｵｷ 湖南
藤井  理輝(5) 富山市
ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 広田AC
岡島  樹希(5) 中新川
ｵｶｼﾞﾏ  ｲﾂｷ 上市AC
平野  滉瑛(6) 富山市
ﾋﾗﾉ  ﾋﾛｱｷ 風の子ｸﾗﾌﾞ
島田  圭祐(6) 射水市 欠場
ｼﾏﾀﾞｹｲｽｹ 大門AC
藤巻  新也(6) 射水市 欠場
ﾌｼﾞﾏｷｼﾝﾔ 片口AC
大井  克彦(6) 射水市 欠場
ｵｵｲｶﾂﾋｺ 大門AC
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -3- -4- -5- -6-



決勝 7月27日 14:25

県小学生記録(KR)                12.16 板本　雄太           下新川  さみさと         2005/8/27   
大会記録(GR)                    12.61 山形　瑞規           上新川  浦山             2004/6/27   

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +3.2

 1 中村  拓貴(6) 富山市    14.37 1 廣島  侑季(5) 砺波市    14.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 萩浦ｼﾞｭﾆｱ ﾋﾛｼﾏ  ﾕｳｷ となみACC

 2 山縣  英大(6) 富山市    14.97 2 大木  瑛心(6) 富山市    14.86 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｴｲﾀ 奥田ｼﾞｭﾆｱ ｵｵｷ ｴｲｼﾝ 堀川ｸﾗﾌﾞ

 3 藤樫  未知人(6) 中新川    16.23 3 道徳  亮太(6) 射水市    15.05 
ﾄｶﾞｼ  ﾐﾁﾄ 上市AC ﾄﾞｳﾄｸﾘｮｳﾀ 中太ACB

 4 十文字  拓人(6) 中新川    16.54 4 橋本  佳大(5) 富山市    15.14 
ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ  ﾀｸﾄ 上市ACB ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾄ ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

5 林  稜馬(6) 氷見市    15.58 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 宮田AC

6 森  椋雅(6) 富山市    15.74 
ﾓﾘ ﾘｮｳｶﾞ 草島ｼﾞｭﾆｱ

7 山口  総司(6) 射水市    15.86 
ﾔﾏｸﾞﾁｿｳｼ 放生津

[ 3組] 風速 +1.7

 1 河原  裕志(6) 南砺市    15.02 
ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｼ 福野AC

 2 布上  悠馬(6) 富山市    15.12 
ﾇﾉｶﾐ ﾕｳﾏ 神明AC

 3 川渕  士賢(6) 氷見市    15.35 
ｶﾜﾌﾞﾁ ｼﾞｹﾞﾝ 比美乃江

 4 河野  元哉(6) 中新川    15.62 
ｶﾜﾉ  ｹﾞﾝﾔ 高野

 5 谷畑  勇樹(6) 氷見市    16.44 
ﾀﾆﾊﾀ ﾕｳｷ 上庄

 6 廣田  冬磨(5) 下新川    17.17 
ﾋﾛﾀ  ﾄｳﾏ さみさと
早川  竜雅(6) 富山市
ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 呉羽ｼﾞｭﾆｱ
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所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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1   149 6   335
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記録／備考
4   185 3   519

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   229 1   210

男子

友好１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中村  拓貴(6) 富山市 萩浦ｼﾞｭﾆｱ    14.37 (+1.2)  1  1
   2 廣島  侑季(5) 砺波市 となみACC    14.68 (+3.2)  2  1
   3 大木  瑛心(6) 富山市 堀川ｸﾗﾌﾞ    14.86 (+3.2)  2  2
   4 山縣  英大(6) 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ    14.97 (+1.2)  1  2
   5 河原  裕志(6) 南砺市 福野AC    15.02 (+1.7)  3  1
   6 道徳  亮太(6) 射水市 中太ACB    15.05 (+3.2)  2  3
   7 布上  悠馬(6) 富山市 神明AC    15.12 (+1.7)  3  2
   8 橋本  佳大(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ    15.14 (+3.2)  2  4
   9 川渕  士賢(6) 氷見市 比美乃江    15.35 (+1.7)  3  3
  10 林  稜馬(6) 氷見市 宮田AC    15.58 (+3.2)  2  5
  11 河野  元哉(6) 中新川 高野    15.62 (+1.7)  3  4
  12 森  椋雅(6) 富山市 草島ｼﾞｭﾆｱ    15.74 (+3.2)  2  6
  13 山口  総司(6) 射水市 放生津    15.86 (+3.2)  2  7
  14 藤樫  未知人(6) 中新川 上市AC    16.23 (+1.2)  1  3
  15 谷畑  勇樹(6) 氷見市 上庄    16.44 (+1.7)  3  5
  16 十文字  拓人(6) 中新川 上市ACB    16.54 (+1.2)  1  4
  17 廣田  冬磨(5) 下新川 さみさと    17.17 (+1.7)  3  6
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男子



ﾄﾗｯｸ審判長 駒井　進一
跳躍審判長 中田　憲昭
投擲審判長 中田　憲昭

【開催日】 2014/7/27 記録主任： 高戸　孝司
【主催団体】 富山陸上競技協会 決勝記録一覧表
(KR GR:県小新) 女  子 【競技場】富山県総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/27 女子 伊東  すみれ(6) 3:08.87 栃澤  梨里佳(5) 3:16.53 大塚  明実(6) 3:17.91 上田  悠香子(6) 3:19.27 城川  紗弥(6) 3:20.04 浦島  萌乃佳(6) 3:20.38 高松  琉羅(6) 3:20.50 藤本  香那(6) 3:20.76

１０００ｍ 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 富山市･A.C.TOYAMA.Jr. 南砺市･福光中部AC 小矢部･蟹谷 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 富山市･A.C.TOYAMA選抜 富山市･A.C.TOYAMAﾕｰｽ
 7/27  +1.7金子  真碧(6) 13.63 八ﾂ橋  結菜(6) 13.78 堀江  美海(6) 14.32 熊崎  有紗(6) 14.53 岡田  夕空(6) 14.76 萩野  芹奈(6) 14.77 種田  千華(6) 14.94 杉田  陽(6) 14.99

８０ｍＨ 高岡市･MAKINO 富山市･新庄北ｸﾗﾌﾞ 氷見市･比美乃江 小矢部･大谷 南砺市･福光南部AC 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 中新川･上市AC 黒部市･黒部名水
 7/27 林  蘭々香(6) 1.25 川口  京華(6) 高岡市･横田 1.20 福井  愛(6) 1.20 増川  菜月(6) 1.20 古島  帆夏(6) 砺波市･となみAC 1.20 藤井  桃乃(6) 1.20

走高跳 氷見市･湖南 上田  妃菜(6) 下新川･桃李 黒部市･黒部名水 高岡市･高岡太田 長谷川  七海(6) 中新川･上市AC 下新川･入善
 7/27 中川  南英(6)4.67(+1.1) 橋本  依佳(6)4.25(+0.6) 松木  萌結(6)4.04(+1.1) 谷口  伊知花(5)4.01(+1.6) 井上  ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ(6) 3.89(+2.1) 安川  奈那(5)3.83(+3.3) 八木  陽菜(6)3.82(+1.4) 石黒  葵(6) 3.73(+0.7)

走幅跳 中新川･立山ﾗﾝﾗﾝ KR GR 中新川･上市AC 富山市･Team.I 富山市･清明ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･西条 砺波市･となみAC 富山市･白鳥ｸﾗﾌﾞ 南砺市･福光中部AC
 7/27  +0.1柴田  真優(5) 14.69 志甫  綺星(5) 富山市･りゅうばんAC 14.71 小島  朝海(5) 14.79 江原  愛瞳(5) 15.04 吉井  咲樹(5) 15.12 梨木  彩衣(5) 15.32 大倉  真緒(5) 15.42

５年  100m 富山市･たつの子AC 稲垣  愛奈(5) 黒部市･黒部名水 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 砺波市･となみAC 高岡市･戸出東部 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 富山市･藤ﾉ木AC
 7/27  +0.4日影  柚月(6) 13.71 竹島  夏希(6) 14.04 寺田  優月(6) 14.27 寺田  未咲(6) 14.31 福田  向葵(6) 14.35 福島  沙帆(6) 14.38 石原  優衣(6) 14.56 宮村  美葵(6) 14.57

６年  100m 富山市･A.C.TOYAMA.Jr. 富山市･A.C.TOYAMA選抜 砺波市･となみAC 高岡市･福岡 富山市･保内ｸﾗﾌﾞ 下新川･入善 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･戸出西部
 7/27 加藤  瞳(6) 15.06 髙瀬  優空(6) 15.33 牧  奈菜代(5) 15.38 伊藤  さくら(6) 15.42 柴田  花奈子 15.82 星野黒  由唯(5) 15.85 八井  優稀(6) 15.98 伊藤  千菜(6) 16.03

友好１００ｍ 富山市･堀川ｸﾗﾌﾞ 富山市･萩浦ｼﾞｭﾆｱ 富山市･双葉ｼﾞｭﾆｱ 中新川･上市ACB 南砺市･福野AC 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 中新川･上市AC 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ
 7/27 北口  遥(6) 54.02 佐々木　思和(6) 48.24 柴山  蘭(6) 47.82 広上  夏希(6) 46.42 前川  愛里(5) 43.93 酒井  晴未(6) 43.85 南部  華乃(6) 43.81 小神  鈴華(6) 43.53

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 中新川･上市AC 富山市･奥田ｼﾞｭﾆｱ 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･戸出東部 砺波市･となみAC 富山市･広田AC 砺波市･となみAC 小矢部･石動
 7/27 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ     54.36 富山市･富山JAC      56.09 富山市･堀川ｸﾗﾌﾞ     56.20 富山市･五福ｸﾗﾌﾞ     58.60 富山市･豊田ｸﾗﾌﾞ      58.85 高岡市･能町      58.95 高岡市･西条    1:00.44 富山市･双葉ｼﾞｭﾆｱ   1:05.95

４×１００ｍ 今井  綾音(6) 石崎  こはる(6) 前田  百合香(6) 辻  なつ美(6) 魚谷  美羽(6) 太田  梨里(6) 辻　花(6) 山崎  真美(5)
松本  瑠衣(6) 板倉  彩(6) 塩組  莉子(6) 島田  実怜(6) 田子  彩由夢(6) 淵  遥馨(6) 鎌仲  美緒(6) 松原  夕奈(5)
直井  保乃花(6) 松谷  渚紗(6) 長原  里奈(6) 大津  文乃(6) 谷  友瑛(6) 東  和花(6) 東　七愛(6) 見角  芽衣(5)
吉田  沙妃(6) 小倉  佳奈(6) 森  菜々花(6) 太田  佳歩(6) 開田  颯礼(6) 大田  歩果(6) 松井  収那(6) 福井  南帆(5)



予選 7月27日 10:45
決勝 7月27日 15:10

県小学生記録(KR)                13.47 金井　菜奈           下新川  さみさと         2009/8/29   
大会記録(GR)                    13.65 金井　菜奈           下新川  さみさと         2009/7/26   

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.5

 1 江原  愛瞳(5) 砺波市    14.96 q 1 吉井  咲樹(5) 高岡市    14.70 q
ｴﾊﾞﾗ  ｱﾑ となみAC ﾖｼｲ ｻｷ 戸出東部

 2 梨木  彩衣(5) 魚津市    15.13 q 2 志甫  綺星(5) 富山市    14.74 q
ﾅｼｷ ｻｴ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ｼﾎ ｷﾗﾗ りゅうばんAC

 3 安藤  里紗(5) 富山市    15.37 3 毛利  優月(5) 富山市    15.22 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 白鳥ｸﾗﾌﾞ ﾓｳﾘ ﾕﾂﾞｷ 奥田北ｸﾗﾌﾞ

 4 城岸  美千花(5) 南砺市    15.50 4 西島  茉依(5) 高岡市    15.33 
ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ﾐﾁｶ 利賀AC ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｲ 西条

 5 黒部  志穂(5) 富山市    15.52 5 亀谷  芽生(5) 中新川    15.47 
ｸﾛﾍﾞ ｼﾎ 豊田ｸﾗﾌﾞ ｶﾒﾀﾆ  ﾒｲ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 田園  千映(5) 氷見市    15.77 6 松本  颯希(5) 中新川    15.70 
ﾀｿﾞﾉ ﾁﾊﾔ 十二町 ﾏﾂﾓﾄ  ｻﾂｷ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 谷口 愛由美(5) 射水市    16.47 7 城岸  栄利花(5) 南砺市    15.88 
ﾀﾆｸﾞﾁｱﾕﾐ 大門AC ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ｴﾘｶ 利賀AC

 8 田島  楓(5) 下新川    16.79 8 萩野  涼凪(5) 射水市    16.34 
ﾀｼﾞﾏ  ﾌｳ さみさと ﾊｷﾞﾉｽｽﾞﾅ 東明AC
坂田  こころ(5) 高岡市 9 角  美咲(5) 氷見市    16.78 
ｻｶﾀ ｺｺﾛ 千鳥丘 ｶﾄﾞ ﾐｻｷ 朝日丘

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 -2.6

 1 柴田  真優(5) 富山市    14.69 q 1 小島  朝海(5) 富山市    15.20 q
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾕｳ たつの子AC ｺｼﾞﾏ ｱｻﾐ 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C

 2 大倉  真緒(5) 富山市    15.16 q 2 西岡  里菜(5) 砺波市    15.21 
ｵｵｸﾗ ﾏｵ 藤ﾉ木AC ﾆｼｵｶ  ﾘﾅ となみAC

 3 滝浪  蒼唯(5) 黒部市    15.47 3 本吉  凜菜(5) 富山市    15.45 
ﾀｷﾅﾐ  ｱｵｲ 黒部名水 ﾓﾄﾖｼ ﾘﾝﾅ 蜷川AC

 4 牛島  麻里(5) 富山市    15.49 4 荒巻  七夏子(6) 高岡市    15.58 
ｳｼｼﾞﾏ ﾏﾘ 富山中央AC ｱﾗﾏｷ ﾅﾅｺ 下関

 5 古瀬  怜那(5) 南砺市    15.56 5 井尻  理瑚(5) 富山市    15.68 
ﾌﾙｾ ﾚﾅ ふくのｼﾞｭﾆｱ ｲｼﾞﾘﾘｺ 大手町AC

 6 神保  柚瑞(5) 魚津市    15.72 6 加賀谷  乙葉(5) 小矢部    15.96 
ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｽﾞ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ｶｶﾞﾀﾆｵﾄﾊ 石動

 7 神島  小真知(5) 射水市    15.98 7 青木  萌華(5) 滑川市    16.13 
ｶﾐｼﾏｺﾏﾁ 小杉 ｱｵｷ  ﾓｴｶ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 8 十二  萌絵(5) 氷見市    16.74 8 永原  文瑛(5) 黒部市    16.51 
ｼﾞｭｳﾆ ﾓｴ 朝日丘 ﾅｶﾞﾊﾗ  ﾓｴ 黒部名水
大山  芹菜(5) 高岡市 9 阿原  叶愛(5) 射水市    16.51 
ｵｵﾔﾏ ｾﾘﾅ 木津 ｱﾊﾗｶﾅｳ 大門AC

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -1.6

 1 舟瀬  梨夏(5) 高岡市    15.95 1 門島  麻衣子(5) 富山市    15.47 
ﾌﾅｾ ﾘｶ 定塚 ｶﾄﾞｼﾏ ﾏｲｺ 八重津ｸﾗﾌﾞ

 2 牛島  早蘭(5) 富山市    16.03 2 吉田  菜々夏(5) 富山市    15.59 
ｳｼｼﾞﾏ ｻｸﾗ 桜谷ｼﾞｭﾆｱ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｶ TEAM四つ葉

 3 片口  彩加(5) 魚津市    16.11 3 泉  葉月(5) 下新川    15.79 
ｶﾀｸﾞﾁ ｱﾔｶ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ｲｽﾞﾐ ﾊｽﾞｷ ﾁｰﾑ上青

 4 田村  亜依奈(5) 黒部市    16.12 4 酒井  琴未(5) 中新川    15.95 
ﾀﾑﾗ  ｱｲﾅ 黒部名水 ｻｶｲ  ｺﾄﾐ 上市AC

 5 小坂  綾音(5) 下新川    16.12 5 髙峯  眞殊(5) 高岡市    16.09 
ｺｻﾞｶ ｱﾔﾈ あさひ野 ﾀｶﾐﾈ ﾏｺﾄ 野村

 6 比嘉  聖羅(5) 射水市    16.13 6 渡辺  柚沙(5) 砺波市    16.56 
ﾋｶﾞｾｲﾗ 小杉 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕｽﾞﾅ となみAC

 7 河原  愛莉(5) 南砺市    16.16 7 室澤  愛奈(5) 滑川市    16.78 
ｶﾜﾗ ｱｲﾘ 井波AC ﾑﾛｻﾜ  ｱｲﾅ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 8 藤井  優奈(5) 富山市    19.43 8 日合  花帆(5) 射水市    16.91 
ﾌｼﾞｲ ﾕﾅ 白ばと倶楽部 ﾋｱｲｶﾎ 大島AC
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[ 7組] 風速 -1.3

 1 稲垣  愛奈(5) 黒部市    14.96 q
ｲﾅｶﾞｷ  ｱｲﾅ 黒部名水

 2 藤澤  心初(5) 富山市    15.51 
ﾌｼﾞｻﾜ ｺﾆｲ さんさんｼﾞｭﾆｱ

 3 渡邉  瑞希(5) 中新川    15.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐｽﾞｷ 立山中央

 4 角木  かおり(5) 高岡市    15.95 
ｶﾄﾞｷ ｶｵﾘ 東五位

 5 藤井  雛乃(5) 射水市    16.07 
ﾌｼﾞｲﾋﾅﾉ 大島AC

 6 谷川　愛佳(5) 砺波市    16.23 
ﾀﾆｶﾜ  ｱｲｶ となみAC

 7 大原  菜月(5) 富山市    16.27 
ｵｵﾊﾗ ﾅﾂｷ 熊野AC

 8 吉井  ひかり(5) 下新川    16.33 
ﾖｼｲ  ﾋｶﾘ さみさと

風速 +0.1

 1 柴田  真優(5) 富山市    14.69 
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾕｳ たつの子AC

 2 志甫  綺星(5) 富山市    14.71 
ｼﾎ ｷﾗﾗ りゅうばんAC

 2 稲垣  愛奈(5) 黒部市    14.71 
ｲﾅｶﾞｷ  ｱｲﾅ 黒部名水

 4 小島  朝海(5) 富山市    14.79 
ｺｼﾞﾏ ｱｻﾐ 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C

 5 江原  愛瞳(5) 砺波市    15.04 
ｴﾊﾞﾗ  ｱﾑ となみAC

 6 吉井  咲樹(5) 高岡市    15.12 
ﾖｼｲ ｻｷ 戸出東部

 7 梨木  彩衣(5) 魚津市    15.32 
ﾅｼｷ ｻｴ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 8 大倉  真緒(5) 富山市    15.42 
ｵｵｸﾗ ﾏｵ 藤ﾉ木AC
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9    23
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予選 7月27日 11:55
決勝 7月27日 15:20

県小学生記録(KR)                12.91 金井　菜奈           下新川  さみさと         2010/7/25   
大会記録(GR)                    12.91 金井　菜奈           下新川  さみさと         2010/7/25   

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +2.9

 1 長田  奈々(6) 南砺市    14.62 1 竹島  夏希(6) 富山市    14.02 q
ﾅｶﾞﾀ ﾅﾅ 井口AC ﾀｹｼﾏ ﾅﾂｷ A.C.TOYAMA選抜

 2 天池  絢菜(6) 南砺市    15.00 2 宮村  美葵(6) 高岡市    14.29 q
ｱﾏｲｹ ｱﾔﾅ 福光南部AC ﾐﾔﾑﾗ ﾐｷ 戸出西部

 3 有澤  可絵良(6) 射水市    15.05 3 中川  遥(6) 富山市    14.60 
ｱﾘｻﾜｶｴﾗ 堀岡 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 新庄北ｸﾗﾌﾞ

 4 坂下  裕理奈(6) 砺波市    15.26 4 堀金  桃花(6) 滑川市    14.86 
ｻｶｼﾀ  ﾕﾘﾅ となみAC ﾎﾘｶﾈ  ﾓﾓｶ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 5 浅野  珠生(6) 黒部市    15.26 5 石山  七菜(6) 黒部市    14.94 
ｱｻﾉ  ｼｭｲ 黒部名水 ｲｼﾔﾏ  ﾅﾅ 黒部名水

 6 四津  有蘭(6) 高岡市    15.28 6 髙田  咲季(6) 富山市    15.34 
ﾖﾂ ｳﾗﾝ 福岡 ﾀｶﾀ ｻｷ 堀南ｸﾗﾌﾞ

 7 伊藤  百花(6) 富山市    15.34 7 長井  愛奈(6) 氷見市    15.41 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 白鳥ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞｲ ﾏﾅ 上庄

 8 金山  茉記(6) 下新川    15.36 8 堀田  静華(6) 中新川    15.70 
ｶﾅﾔﾏ ﾏｷ ひばり野 ﾎﾘﾀ  ｼｽﾞｶ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 大平  結香(6) 下新川    15.88 
ｵｵﾋﾗ  ﾕｲｶ さみさと

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 +0.9

 1 紙屋  人子(6) 黒部市    14.55 1 福田  向葵(6) 富山市    14.43 q
ｶﾐﾔ  ﾄｺ 黒部名水 ﾌｸﾀ ｱｵｲ 保内ｸﾗﾌﾞ

 2 寺内  絵理奈(6) 富山市    14.60 2 石田  千晴(6) 高岡市    14.63 
ﾃﾗｳﾁ ｴﾘﾅ 蜷川ｸﾗﾌﾞ ｲｼﾀﾞ ﾁﾊﾙ 中田

 3 本澤  颯希(6) 高岡市    14.82 3 護摩堂  智咲(6) 富山市    15.19 
ﾓﾄｻﾞﾜ ｻﾂｷ 定塚 ｺﾞﾏﾄﾞｳ ﾁｻｷ 大成AC

 4 番留  帆乃花(6) 富山市    15.15 4 今井  叶(6) 南砺市    15.20 
ﾊﾞﾝﾄﾞﾒ ﾎﾉｶ 光陽AC ｲﾏｲ ｶﾅ 福光東部AC

 5 森井  結衣子(6) 中新川    15.30 5 黒川  珠菜(6) 砺波市    15.39 
ﾓﾘｲ  ﾕｲｺ 立山ﾗﾝﾗﾝ ｸﾛｶﾜ  ｼﾞｭﾅ となみAC

 6 小林  柚衣菜(6) 射水市    15.48 6 室河  桜(6) 高岡市    15.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾅ 歌の森ｸﾗﾌﾞ ﾑﾛｶﾜ ｻｸﾗ 平米

 7 鈴木  美潤(6) 富山市    15.69 7 草野  瑞葵(6) 黒部市    15.77 
ｽｽﾞｷ ﾐｳ 白ばと倶楽部 ｸｻﾉ  ﾐｽﾞｷ 黒部名水

 8 有賀  優希(6) 中新川    16.21 8 大金  飛鳥(6) 氷見市    16.75 
ｱﾘｶﾞ  ﾕｳｷ 上市AC ｵｵｶﾞﾈ ｱｽｶ 湖南

[ 5組] 風速 +2.3 [ 6組] 風速 +1.6

 1 寺田  未咲(6) 高岡市    14.33 q 1 日影  柚月(6) 富山市    13.78 q
ﾃﾗﾀﾞ ﾐｻｷ 福岡 ﾋｶｹﾞ ﾕﾂﾞｷ A.C.TOYAMA.Jr.

 2 西野  莉来奈(6) 富山市    14.49 2 寺田  優月(6) 砺波市    14.27 q
ﾆｼﾉ ﾘｺﾅ ﾗｯｷｰﾒｲﾂとやま ﾃﾗﾀﾞ  ﾕﾂﾞｷ となみAC

 3 藤  綾音(6) 高岡市    14.61 3 福島  沙帆(6) 下新川    14.43 q
ﾌｼﾞ ｱﾔﾈ 下関 ﾌｸｼﾏ ｻﾎ 入善

 4 松井  湖都(6) 滑川市    14.78 4 石黒  楓佳(6) 魚津市    14.45 
ﾏﾂｲ  ｺﾄ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ｲｼｸﾞﾛ ﾌｳｶ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 5 坂本  葵(6) 富山市    14.95 5 坊  百花(6) 氷見市    14.93 
ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ 風の子ｸﾗﾌﾞ ﾎﾞｳ ﾓﾓｶ 比美乃江

 6 中斎  美希(6) 富山市    15.15 6 笹岡  茉央(6) 富山市    15.11 
ﾅｶｻｲ ﾐｷ TEAM四つ葉 ｻｻｵｶ ﾏｵ かみだきっず

 7 檜物  瑞希(6) 砺波市    15.58 7 杉木  ナコ(6) 滑川市    15.78 
ﾋﾓﾉ  ﾐｽﾞｷ となみAC ｽｷﾞｷ  ﾅｺ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 8 法才  友莉亜(6) 射水市    15.67 竹内  あかり(6) 射水市
ﾎｳｻｲﾕﾘｱ 歌の森ｸﾗﾌﾞ ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 小杉 欠場
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[ 7組] 風速 +1.9

 1 石原  優衣(6) 魚津市    14.38 q
ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 2 高畠  李奈(6) 中新川    14.57 
ﾀｶﾊﾞﾀｹ  ﾘﾅ 舟橋

 3 武藤  陽菜(6) 富山市    14.59 
ﾌﾞﾄｳ ﾋﾅ 八尾AC

 4 松嶋  桃子(6) 下新川    14.77 
ﾏﾂｼﾏ  ﾓﾓｺ 黒東

 5 中川  紗奈(6) 南砺市    15.01 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾅ 福光中部AC

 6 鍋谷  佳音(6) 高岡市    15.17 
ﾅﾍﾞﾀﾆ ｶﾉﾝ 川原

 7 安元  由香(6) 射水市    15.19 
ﾔｽﾓﾄ ﾕｶ 大島AC

 8 安藤  琴葉(6) 富山市    15.22 
ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾊ 広田AC

風速 +0.4

 1 日影  柚月(6) 富山市    13.71 
ﾋｶｹﾞ ﾕﾂﾞｷ A.C.TOYAMA.Jr.

 2 竹島  夏希(6) 富山市    14.04 
ﾀｹｼﾏ ﾅﾂｷ A.C.TOYAMA選抜

 3 寺田  優月(6) 砺波市    14.27 
ﾃﾗﾀﾞ  ﾕﾂﾞｷ となみAC

 4 寺田  未咲(6) 高岡市    14.31 
ﾃﾗﾀﾞ ﾐｻｷ 福岡

 5 福田  向葵(6) 富山市    14.35 
ﾌｸﾀ ｱｵｲ 保内ｸﾗﾌﾞ

 6 福島  沙帆(6) 下新川    14.38 
ﾌｸｼﾏ ｻﾎ 入善

 7 石原  優衣(6) 魚津市    14.56 
ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 8 宮村  美葵(6) 高岡市    14.57 
ﾐﾔﾑﾗ ﾐｷ 戸出西部
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9   463

記録／備考
7   241

5   242

6   520

所属名

8   355

6   251

決勝
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決勝 7月27日 10:15

県小学生記録(KR)              3:04.92 柳沢　史             富山市  杉原             1999/7/20   
大会記録(GR)                  3:04.92 柳沢　史             富山市  杉原             1999/7/20   

[ 1組] [ 2組]

 1 栃澤  梨里佳(5) 富山市  3:16.53 1 伊東  すみれ(6) 魚津市  3:08.87 
ﾄﾁｻﾞﾜ ﾘﾘｶ A.C.TOYAMA.Jr. ｲﾄｳ ｽﾐﾚ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 2 浦島  萌乃佳(6) 魚津市  3:20.38 2 大塚  明実(6) 南砺市  3:17.91 
ｳﾗｼﾏ ﾎﾉｶ 魚津ｼﾞｭﾆｱ ｵｵﾂｶ ｱﾐ 福光中部AC

 3 中才  茉子(5) 富山市  3:21.42 3 上田  悠香子(6) 小矢部  3:19.27 
ﾅｶｻｲ ﾏｺ A.C.TOYAMAT&F ｳｴﾀﾞﾕｶｺ 蟹谷

 4 囲  優希(6) 下新川  3:23.54 4 城川  紗弥(6) 富山市  3:20.04 
ｶｺｲ  ﾕｳｷ 飯野 ｼﾛｶﾜ ｻﾔ 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C

 5 野嶽  なごみ(6) 高岡市  3:27.18 5 高松  琉羅(6) 富山市  3:20.50 
ﾉﾀﾞｹ ﾅｺﾞﾐ 戸出西部 ﾀｶﾏﾂ ﾙﾗ A.C.TOYAMA選抜

 6 吉川  綾香(6) 中新川  3:30.99 6 藤本  香那(6) 富山市  3:20.76 
ﾖｼｶﾜ  ｱﾔｶ 立山ﾗﾝﾗﾝ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ A.C.TOYAMAﾕｰｽ

 7 竹内  百花(6) 中新川  3:32.47 7 林　果音(6) 高岡市  3:26.61 
ﾀｹｳﾁ  ﾓﾓｶ 立山ﾗﾝﾗﾝ ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ MAKINO

 8 山岸  華夏(6) 南砺市  3:32.58 8 吉江  千夏(6) 砺波市  3:28.80 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾅ 福野AC ﾖｼｴ  ﾁﾅﾂ となみAC

 9 四柳  沙彩(6) 射水市  3:33.58 9 加藤  優里(6) 富山市  3:31.11 
ﾖﾂﾔﾅｷﾞｻﾔ 作道 ｶﾄｳ ﾕｳﾘ Team.I

10 稲葉  さくら(5) 下新川  3:35.36 10 荒川  梨佳(6) 高岡市  3:33.56 
ｲﾅﾊﾞ ｻｸﾗ 入善 ｱﾗｶﾜ ﾘｶ 千鳥丘

11 小名木  沙月(6) 砺波市  3:36.12 11 酒井  梨李(6) 高岡市  3:35.63 
ｵﾅｷﾞ  ｻﾂｷ となみAC ｻｶｲ ﾘﾘ 西条

12 島浦  敬子(6) 滑川市  3:37.11 12 上野  愛莉(6) 氷見市  3:36.84 
ｼﾏｳﾗ  ｹｲｺ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ｳｴﾉ ｱｲﾘ 湖南

13 宮下  美穂(6) 射水市  3:45.70 13 東　沙英(6) 富山市  3:37.12 
ﾐﾔｼﾀﾐﾎ 大門AC ｱｽﾞﾏ ｻｴ 大沢野ｼﾞｭﾆｱ

14 刀利  美礼(6) 小矢部  3:46.96 14 塩田  珠璃(6) 氷見市  3:47.23 
ﾄｳﾘﾐﾗｲ 石動 ｼｵﾀﾞ ｼｭﾘ 比美乃江
中井  小梅(5) 富山市 15 三島  希来里(6) 射水市  4:07.68 
ﾅｶｲ ｺｳﾒ 広運AC ﾐｼﾏｷﾗﾘ 大門AC

ラップタイム ラップタイム
   400m    1:14.7   297 栃澤  梨里佳(5)   400m   1:14.5  102 伊東  すみれ(6)
   800m    2:37.2   〃    〃   800m   2:31.1  〃     〃 
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記録／備考
14   297 2   102

No. 氏  名 所属名

女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 伊東  すみれ(6) 魚津市 魚津ｼﾞｭﾆｱ    3:08.87  2  1
   2 栃澤  梨里佳(5) 富山市 A.C.TOYAMA.Jr.    3:16.53  1  1
   3 大塚  明実(6) 南砺市 福光中部AC    3:17.91  2  2
   4 上田  悠香子(6) 小矢部 蟹谷    3:19.27  2  3
   5 城川  紗弥(6) 富山市 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C    3:20.04  2  4
   6 浦島  萌乃佳(6) 魚津市 魚津ｼﾞｭﾆｱ    3:20.38  1  2
   7 高松  琉羅(6) 富山市 A.C.TOYAMA選抜    3:20.50  2  5
   8 藤本  香那(6) 富山市 A.C.TOYAMAﾕｰｽ    3:20.76  2  6
   9 中才  茉子(5) 富山市 A.C.TOYAMAT&F    3:21.42  1  3
  10 囲  優希(6) 下新川 飯野    3:23.54  1  4
  11 林　果音(6) 高岡市 MAKINO    3:26.61  2  7
  12 野嶽  なごみ(6) 高岡市 戸出西部    3:27.18  1  5
  13 吉江  千夏(6) 砺波市 となみAC    3:28.80  2  8
  14 吉川  綾香(6) 中新川 立山ﾗﾝﾗﾝ    3:30.99  1  6
  15 加藤  優里(6) 富山市 Team.I    3:31.11  2  9
  16 竹内  百花(6) 中新川 立山ﾗﾝﾗﾝ    3:32.47  1  7
  17 山岸  華夏(6) 南砺市 福野AC    3:32.58  1  8
  18 荒川  梨佳(6) 高岡市 千鳥丘    3:33.56  2 10
  19 四柳  沙彩(6) 射水市 作道    3:33.58  1  9
  20 稲葉  さくら(5) 下新川 入善    3:35.36  1 10
  21 酒井  梨李(6) 高岡市 西条    3:35.63  2 11
  22 小名木  沙月(6) 砺波市 となみAC    3:36.12  1 11
  23 上野  愛莉(6) 氷見市 湖南    3:36.84  2 12
  24 島浦  敬子(6) 滑川市 滑川ｼﾞｭﾆｱ    3:37.11  1 12
  25 東　沙英(6) 富山市 大沢野ｼﾞｭﾆｱ    3:37.12  2 13
  26 宮下  美穂(6) 射水市 大門AC    3:45.70  1 13
  27 刀利  美礼(6) 小矢部 石動    3:46.96  1 14
  28 塩田  珠璃(6) 氷見市 比美乃江    3:47.23  2 14
  29 三島  希来里(6) 射水市 大門AC    4:07.68  2 15
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予選 7月27日 9:30
決勝 7月27日 14:55

県小学生記録(KR)                12.95 植田　菜々実         富山市  水橋西部AC       2008/8/30   
大会記録(GR)                    13.03 山下　治菜           上新川  かみだきっず     2005/7/24   

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.6

 1 萩野  芹奈(6) 滑川市    14.79 q 1 金子  真碧(6) 高岡市    14.36 q
ﾊｷﾞﾉ  ｾﾘﾅ 滑川ｼﾞｭﾆｱ ｶﾈｺ ﾏｵ MAKINO

 2 横川  葵(6) 南砺市    15.69 2 八ﾂ橋  結菜(6) 富山市    14.38 q
ﾖｺｶﾜ ﾋﾏﾘ 井波AC ﾔﾂﾊｼ ﾕｲﾅ 新庄北ｸﾗﾌﾞ

 3 山本  彩華(6) 富山市    15.95 3 京塚  璃胡(6) 富山市    15.77 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ かみだきっず ｷｮｳﾂﾞｶ ﾘｺ 大沢野ｼﾞｭﾆｱ

 4 増本  遥日(6) 高岡市    16.64 4 栗田  花帆(6) 中新川    16.13 
ﾏｽﾓﾄ ﾊﾙｶ 能町 ｸﾘﾀ  ｶﾎ 上市AC

 5 小川  綾乃(6) 砺波市    17.01 5 西淵  天音(6) 砺波市    16.39 
ｵｶﾞﾜ  ｱﾔﾉ となみAC ﾆｼﾌﾞﾁ  ｱﾏﾈ となみAC

 6 東澤  知佳(6) 富山市    17.06 6 山口  菜子(5) 射水市    18.75 
ﾄｳｻﾞﾜ ﾁｶ 堀南ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｸﾞﾁﾅｺ 大門AC

 7 片野  愛実(5) 射水市    24.00 中村  未来(6) 氷見市
ｶﾀﾉﾏﾅﾐ 堀岡 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 海峰

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +0.5

 1 熊崎  有紗(6) 小矢部    14.91 q 1 岡田  夕空(6) 南砺市    14.96 q
ｸﾏｻﾞｷｱﾘｻ 大谷 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾗ 福光南部AC

 2 堀江  美海(6) 氷見市    14.94 q 2 杉田  陽(6) 黒部市    15.24 q
ﾎﾘｴ ﾐｳ 比美乃江 ｽｷﾞﾀ  ﾐﾅﾐ 黒部名水

 3 種田  千華(6) 中新川    15.12 q 3 野田  藍鈴(6) 高岡市    15.34 
ﾀﾈﾀﾞ  ﾁｶ 上市AC ﾉﾀﾞ ｱｲﾘ MAKINO

 4 関藤  瑞紀(6) 高岡市    15.42 4 三鍋  綺乃(6) 富山市    15.52 
ｾｷﾄｳ ﾐｽﾞｷ 南条ｸﾗﾌﾞ ﾐﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ AC真北

 5 奥野  汐織(6) 富山市    15.79 5 坂田  結香(6) 富山市    16.94 
ｵｸﾉ ｼｵﾘ 広田AC ｻｶﾀ ﾕｲｶ 白ばと倶楽部

 6 ﾊﾟﾌﾞﾘｰ  ﾏﾘﾔ(6) 富山市    17.28 6 宮井  乃愛(6) 射水市    17.07 
ﾊﾞﾌﾞﾘｰ ﾏﾘｱ 山室AC ﾐﾔﾉﾉｱ 塚原

 7 城崎  万理亜(6) 下新川    18.37 
ｼﾛｻｷ ﾏﾘｱ 入善

風速 +1.7

 1 金子  真碧(6) 高岡市    13.63 
ｶﾈｺ ﾏｵ MAKINO

 2 八ﾂ橋  結菜(6) 富山市    13.78 
ﾔﾂﾊｼ ﾕｲﾅ 新庄北ｸﾗﾌﾞ

 3 堀江  美海(6) 氷見市    14.32 
ﾎﾘｴ ﾐｳ 比美乃江

 4 熊崎  有紗(6) 小矢部    14.53 
ｸﾏｻﾞｷｱﾘｻ 大谷

 5 岡田  夕空(6) 南砺市    14.76 
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾗ 福光南部AC

 6 萩野  芹奈(6) 滑川市    14.77 
ﾊｷﾞﾉ  ｾﾘﾅ 滑川ｼﾞｭﾆｱ

 7 種田  千華(6) 中新川    14.94 
ﾀﾈﾀﾞ  ﾁｶ 上市AC

 8 杉田  陽(6) 黒部市    14.99 
ｽｷﾞﾀ  ﾐﾅﾐ 黒部名水

9   572

5   140

2   177

3    68

6   608

所属名 記録／備考

8   429

4   495

7   305

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5    32

決勝

7   306 3   311

3   310 4   387

4   177 2   497

8   496 7   307

6   608 5   572

2   429 6    68

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場

8   312 2   389

7   388 4   428

4   498 7   176

6   536 8   537

3   573 3   305

5   308 6   309

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名所属名 記録／備考
2   140 5   495

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

８０ｍＨ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



予選 7月27日 13:05
決勝 7月27日 15:30

県小学生記録(KR)                53.35 富山JAC              富山市  富山JAC          1997/7/27   
（西村・後田・原田・松田）

大会記録(GR)                    53.35 富山JAC              富山市  富山JAC          1997/7/27   
（西村・後田・原田・松田）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 豊田ｸﾗﾌﾞ   211 魚谷  美羽(6)    58.72 q 1  5 能町  433 太田  梨里(6)    58.76 q

ﾄﾖﾀｸﾗﾌﾞ ｳｵﾀﾆ ﾐｳ ﾉｳﾏﾁ ｵｵﾀ ﾘﾘ
富山市   212 田子  彩由夢(6) 高岡市  434 淵  遥馨(6)

ﾀｺﾞ ｱﾕﾑ ﾌﾁ ﾊﾙｶ
  213 谷  友瑛(6)  435 東  和花(6)

ﾀﾆ ﾄﾓｴ ｱｽﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ
  214 開田  颯礼(6)  436 大田  歩果(6)

ﾋﾗｷﾀﾞ ｻｱﾔ ｵｵﾀ ｱﾕｶ
 2   7 下関   455 北田  未来(5)  1:00.20 2  2 朝日丘  402 堀川  愛夏(6)    59.58 

ｼﾓｾﾞｷ ｷﾀﾀﾞ ﾐｸ ｱｻﾋｶﾞｵｶ ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅｶ
高岡市   453 山田  莉子(6) 氷見市  404 冨樫  七歩子(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ ﾄｶﾞｼ ﾅﾎｺ
  454 才高  佳那子(6)  403 宝達  葵衣(6)

ｻｲﾀｶ ｶﾅｺ ﾎｳﾀﾞﾂ ｱｵｲ
  456 向  みのり(5)  405 篠原  菜月(6)

ﾑｶｲ ﾐﾉﾘ ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂｷ
 3   4 上市AC   145 松本  莉奈(6)  1:00.83 3  3 大門AC  346 恒枝  美穂(6)    59.59 

ｶﾐｲﾁｴｰｼｰ ﾏﾂﾓﾄ  ﾘﾅ ﾀﾞｲﾓﾝｴｰｼｰ ﾂﾈｷ ﾐﾎ
中新川   146 浦野  伶菜(6) 射水市  348 堀井  小葵(6)

ｳﾗﾉ  ﾚｲﾅ ﾎﾘｲ ｻｷ
  147 碓井  怜(6)  347 河野  菜伯(6)

ｳｽｲ  ﾚﾝ ｺｳﾉ ﾅｵ
  148 酒井  春帆(6)  345 室　路栞(6)

ｻｶｲ  ﾊﾙﾎ ﾑﾛ ﾐｶﾝ
 4   6 となみAC   507 武田  彩花(6)  1:00.87 4  7 上市AC  B  151 廣島  祐希(6)  1:01.10 

ﾄﾅﾐｴｰｼｰ ﾀｹﾀﾞ  ｻﾔｶ ｶﾐｲﾁｴｰｼｰ ﾋﾛｼﾏ  ﾕｳｷ
砺波市   508 竹田  ひなた(6) 中新川  153 長田  理奈(6)

ﾀｹﾀﾞ  ﾋﾅﾀ ﾅｶﾞﾀ  ﾘﾅ
  509 荒木  彩羽(6)  150 作内  風花(6)

ｱﾗｷ  ｱﾔﾈ ｻｸﾅｲ  ﾌｳｶ
  506 炭谷  明依(6)  152 谷川  梨音(6)

ｽﾐﾀﾆ  ﾒｲ ﾀﾆｶﾜ  ﾘﾈ
 5   2 中太AC  A   340 京角  美聖(6)  1:00.97 5  8 MAKINO  458 大橋  莉那(6)  1:01.56 

ﾅｶﾀｲｴｰｼｰｴｰ ｷｮｳｶﾞｸﾐｻﾄ ﾏｷﾉ ｵｵﾊｼ ﾘﾅ
射水市   342 民谷  愛華(6) 高岡市  459 津田  彩夏(6)

ﾀﾐﾔﾏﾅｶ ﾂﾀﾞ ｱﾔｶ
  343 羽岡  愛梨(6)  460 大門  彩乃(6)

ﾊｵｶｱｲﾘ ﾀﾞｲﾓﾝ ｱﾔﾉ
  341 町口  李音(6)  461 鍛治  光砂(6)

ﾏﾁｸﾞﾁﾘｵﾝ ｶｼﾞ ﾐｽﾞﾅ
 6   3 宮田AC   407 西出  真優(6)  1:02.90 6  4 福光南部ｼﾞｭﾆｱ  547 冨堂  帆南(6)  1:02.07 

ﾐﾔﾀｴｰｼｰ ﾆｼﾃﾞ ﾏﾕ ﾌｸﾐﾂﾅﾝﾌﾞｼﾞｭﾆｱ ﾄﾐﾄﾞｳ ﾎﾅﾐ
氷見市   410 長井  雪羽(6) 南砺市  548 東  美月(6)

ﾅｶﾞｲ ﾕｷﾊ ｱｽﾞﾏ ﾐﾂﾞｷ
  409 松本  梨々華(6)  546 久保  ひなの(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ ｸﾎﾞ ﾋﾅﾉ
  408 田中  千尋(6)  549 山下  琉李(6)

ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ ﾔﾏｼﾀ ﾙﾘ
  5 福光中部ｼﾞｭﾆｱ 7  6 となみAC C  517 中川  瑠菜(5)  1:02.76 

ﾌｸﾐﾂﾁｭｳﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 棄権 ﾄﾅﾐｴｰｼｰｼｰ ﾅｶｶﾞﾜ  ﾙﾅ
南砺市 砺波市  516 山田  実穂(5)

ﾔﾏﾀﾞ  ﾐﾎ
 518 金子  桃愛(5)

ｶﾈｺ  ﾓﾓｱ
 519 島田  湖己乃(5)

ｼﾏﾀﾞ  ｺｺﾉ

女子

４×１００ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 堀川ｸﾗﾌﾞ   194 前田  百合香(6)    55.43 q 1  3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ  182 今井  綾音(6)    54.91 q

ﾎﾘｶﾜｸﾗﾌﾞ ﾏｴﾀﾞ ﾕﾘｶ ﾗｯｷｰﾒｲﾂ ｲﾏｲ ｱﾔﾈ
富山市   192 塩組  莉子(6) 富山市  185 松本  瑠衣(6)

ｼｵｸﾐ ﾘｺ ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ
  193 長原  里奈(6)  184 直井  保乃花(6)

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘﾅ ﾅｵｲ ﾎﾉｶ
  195 森  菜々花(6)  183 吉田  沙妃(6)

ﾓﾘ ﾅﾅｶ ﾖｼﾀﾞ ｻｷ
 2   6 双葉ｼﾞｭﾆｱ   220 山崎  真美(5)    57.39 q 2  2 富山JAC  186 石崎  こはる(6)    55.49 q

ﾌﾀﾊﾞｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐ ﾄﾔﾏｼﾞｪｲｴｲｼｰ ｲｼｻｷ ｺﾊﾙ
富山市   218 松原  夕奈(5) 富山市  190 板倉  彩(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾅ ｲﾀｸﾗ ｱﾔ
  219 見角  芽衣(5)  188 松谷  渚紗(6)

ﾐｶﾄﾞ ﾒｲ ﾏﾂﾀﾆ ﾅｷﾞｻ
  216 福井  南帆(5)  187 小倉  佳奈(6)

ﾌｸｲ ﾅﾐﾎ ｵｸﾞﾗ ｶﾅ
 3   4 五福ｸﾗﾌﾞ   208 辻  なつ美(6)    58.73 q 3  8 山室AC  204 山本  まい(6)    59.67 

ｺﾞﾌｸｸﾗﾌﾞ ﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ ﾔﾏﾑﾛｴｰｼｰ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲ
富山市   206 島田  実怜(6) 富山市  203 谷口  彩夏(6)

ｼﾏﾀﾞ ﾐｻﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅ
  209 大津  文乃(6)  202 石葉  日菜(6)

ｵｵﾂ ﾌﾐﾉ ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅ
  207 太田  佳歩(6)  201 塩野  遊羅(6)

ｵｵﾀ ｶﾎ ｼｵﾉ ﾕﾗ
 4   7 西条   443 辻　花(6)    59.15 q 4  5 針原AC  231 平野  由栞(6)    59.70 

ｻｲｼﾞｮｳ ﾂｼﾞ ﾊﾅ ﾊﾘﾜﾗｴｰｼｰ ﾋﾗﾉ ﾕﾅ
高岡市   444 鎌仲  美緒(6) 富山市  232 岡山  彩優(6)

ｶﾏﾅｶ ﾐｵ ｵｶﾔﾏ ｻﾕ
  445 東　七愛(6)  234 稲垣  萌々音(6)

ｱｽﾞﾏ ﾅﾅｴ ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾓﾈ
  446 松井  収那(6)  233 塩原  ちひろ(6)

ﾏﾂｲ ｼｭｳﾅ ｼｵﾊﾗ ﾁﾋﾛ
 5   2 野村   448 坂田  梅乃(6)  1:00.50 5  7 片口AC  335 寺田  夢羽(6)  1:00.42 

ﾉﾑﾗ ｻｶﾀ ｳﾒﾉ ｶﾀｸﾞﾁｴｰｼｰ ﾃﾗﾀﾞﾕｳ
高岡市   449 藤田  実優(6) 射水市  337 小路  ここな(5)

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕｳ ｺｼﾞｺｺﾅ
  450 柿田  実里(6)  338 栗原  こまき(5)

ｶｷﾀ ﾐｻﾄ ｸﾘﾊﾗｺﾏｷ
  451 海下  絵玲奈(6)  336 濵谷  綾美(6)

ｶｲｹﾞ ｴﾚﾅ ﾊﾏﾔｱﾐ
 6   5 となみAC B   513 西川  千尋(5)  1:01.08 6  4 入善    1 紺田  愛乃(5)  1:01.57 

ﾄﾅﾐｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾆｼｶﾜ  ﾁﾋﾛ ﾆｭｳｾﾞﾝ ｺﾝﾀ ｱｲﾉ
砺波市   514 佐々木  つかさ(5) 下新川    2 米原  夢菜(5)

ｻｻｷ  ﾂｶｻ ﾖﾈﾊﾗ ﾕﾒﾅ
  511 大谷  咲歩(5)    3 田原  惟月(6)

ｵｵﾔ  ｻｷﾎ ﾀﾊﾗ ｲﾂｷ
  512 石田  雅(5)    4 泊　采那(6)

ｲｼﾀﾞ  ﾐﾔﾋﾞ ﾄﾏﾘ ｱﾔﾅ
  3 滑川ｼﾞｭﾆｱ  C  6 滑川ｼﾞｭﾆｱ  B

ﾅﾒﾘｶﾜｼﾞｭﾆｱｼｰ 棄権 ﾅﾒﾘｶﾜｼﾞｭﾆｱﾋﾞｰ 棄権
滑川市 滑川市

女子

４×１００ｍ



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 水橋西部AC   229 渡辺  涼音(6)    59.45 1  2 新庄ｼﾞｭﾆｱ  198 平内  要(6)    59.75 

ﾐｽﾞﾊｼｾｲﾌﾞｴｰｼｰ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾈ ｼﾝｼﾞｮｳｼﾞｭﾆｱ ﾋﾗｳﾁ ｶﾅﾒ
富山市   227 齊藤  香乃(6) 富  山  197 竹田  茉綾(6)

ｻｲﾄｳ ｶﾉ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾔ
  226 岡本  藍利(6)  196 髙江  葉奈(6)

ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ ﾀｶｴ ﾊﾅ
  228 宮島  まどか(6)  200 山本  詩乃(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉ
 2   6 萩浦ｼﾞｭﾆｱ   224 谷井  宥那(6)    59.53 2  6 福野AC  541 朝山  祐佳(6)  1:01.38 

ﾊｷﾞｳﾗｼﾞｭﾆｱ ﾀﾆｲ ﾕﾅ ﾌｸﾉｴｰｼｰ ｱｻﾔﾏ ﾕｳｶ
富山市   225 温盛  彩加(6) 南砺市  542 嶋田  梨沙(6)

ﾇｸﾓﾘ ｻﾔｶ ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ
  221 安部  真里菜(6)  543 工藤  真衣(6)

ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ ｸﾄﾞｳ ﾏｲ
  222 新井  万里菜(6)  544 高瀬  七海(6)

ｱﾗｲ ﾏﾘﾅ ﾀｶｾ ﾅﾅﾐ
 3   3 南条ｸﾗﾌﾞ   438 鎌谷  奈緒(6)  1:00.52 3  3 黒部名水   39 宮﨑  未悠(6)  1:02.01 

ﾅﾝｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶﾏﾔ ﾅｵ ｸﾛﾍﾞﾒｲｽｲ ﾐﾔｻﾞｷ  ﾐﾕｳ
高岡市   439 卯松  舞美(6) 黒部市   37 亀谷  咲希(6)

ｳﾏﾂ ﾏﾐ ｶﾒﾀﾆ  ｻｷ
  440 新田  千夏(6)   38 江川  日菜(6)

ﾆｯﾀ ﾁﾅﾂ ｴｶﾞﾜ  ﾋﾅ
  441 山本  咲希(6)   40 中村  彩音(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ ﾅｶﾑﾗ  ｱﾔﾈ
 4   7 上庄   401 硲  菜々香(6)  1:01.15 4  4 ﾁｰﾑ上青   11 尾山  七海(6)  1:02.22 

ｶﾐｼｮｳ ﾊｻﾞﾏ ﾅﾅｶ ﾁｰﾑｼﾞｮｳｾｲ ｵﾔﾏ ﾅﾅﾐ
氷見市   400 曽場  望心(6) 下新川   12 廣多  結愛(6)

ｿﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾋﾛﾀ ﾕｱ
  398 神谷  なつみ(6)   13 朝比奈  泉(6)

ｶﾐﾔ ﾅﾂﾐ ｱｻﾋﾅ ｲｽﾞﾐ
  399 上山  夢亜(6)   14 板川  潤奈(6)

ｶﾐﾔﾏ ﾉｱ ｲﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾅ
 5   4 魚津ｼﾞｭﾆｱ    76 朝野  真実(6)  1:01.36 5  7 高野  155 跡池  萌香(6)  1:02.28 

ｳｵﾂﾞｼﾞｭﾆｱ ｱｻﾉ ﾏﾐ ﾀｶﾉ ｱﾄｲｹ  ﾓｴｶ
魚津市    74 林  遥(6) 中新川  156 久世  菜々美(6)

ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ ｸｾﾞ  ﾅﾅﾐ
   75 宮崎  こころ(6)  157 池田  未夢(6)

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｺﾛ ｲｹﾀﾞ  ﾐﾕ
   73 山田  瑠花(6)  158 松波  千夏(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾙｶ ﾏﾂﾅﾐ  ﾁﾅﾂ
 6   2 飯野     6 上田  栞菜(6)  1:01.54 6  8 大島AC  328 柴田  怜奈(6)  1:02.98 

ｲｲﾉ ｳｴﾀﾞ  ｶﾝﾅ ｵｵｼﾏｴｰｼｰ ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ
下新川     7 諸橋  杏津(6) 射水市  327 八尾  実沙(6)

ﾓﾛﾊｼ  ｱﾝｽﾞ ﾔﾂｵ ﾐｻ
    8 野坂  璃歩(6)  325 高桑  愛実(6)

ﾉｻﾞｶ  ﾘﾎ ﾀｶｸﾜﾏﾅﾐ
    9 西島  莉帆(6)  326 亀谷  夏実(6)

ﾆｼｼﾞﾏ  ﾘﾎ ｶﾒﾀﾆﾅﾂﾐ
  8 小杉   330 小見　純永(6) 7  5 滑川ｼﾞｭﾆｱ  111 土肥  凛花  1:03.92 

ｺｽｷﾞ ｵﾐ ｼﾞｭﾅ 欠場 ﾅﾒﾘｶﾜｼﾞｭﾆｱ ﾄﾞｲ  ﾘﾝｶ
射水市   331 笹山　未夢(6) 滑川市  109 野口  百花

ｻｻﾔﾏ ﾐﾕ ﾉｸﾞﾁ  ﾓﾓｶ
  332 平野  杏美(6)  112 高原  涼

ﾋﾗﾉｱﾐ ﾀｶﾊﾗ  ｽｽﾞ
  333 白石 真菜(6)  110 山口  琴葉

ｼﾗｲｼﾏﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ  ｺﾄﾊ

女子

４×１００ｍ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ   182 今井  綾音(6)    54.36 

ﾗｯｷｰﾒｲﾂ ｲﾏｲ ｱﾔﾈ
富山市   185 松本  瑠衣(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ
  184 直井  保乃花(6)

ﾅｵｲ ﾎﾉｶ
  183 吉田  沙妃(6)

ﾖｼﾀﾞ ｻｷ
 2   4 富山JAC   186 石崎  こはる(6)    56.09 

ﾄﾔﾏｼﾞｪｲｴｲｼｰ ｲｼｻｷ ｺﾊﾙ
富山市   190 板倉  彩(6)

ｲﾀｸﾗ ｱﾔ
  188 松谷  渚紗(6)

ﾏﾂﾀﾆ ﾅｷﾞｻ
  187 小倉  佳奈(6)

ｵｸﾞﾗ ｶﾅ
 3   6 堀川ｸﾗﾌﾞ   194 前田  百合香(6)    56.20 

ﾎﾘｶﾜｸﾗﾌﾞ ﾏｴﾀﾞ ﾕﾘｶ
富山市   192 塩組  莉子(6)

ｼｵｸﾐ ﾘｺ
  193 長原  里奈(6)

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘﾅ
  195 森  菜々花(6)

ﾓﾘ ﾅﾅｶ
 4   9 五福ｸﾗﾌﾞ   208 辻  なつ美(6)    58.60 

ｺﾞﾌｸｸﾗﾌﾞ ﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ
富山市   206 島田  実怜(6)

ｼﾏﾀﾞ ﾐｻﾄ
  209 大津  文乃(6)

ｵｵﾂ ﾌﾐﾉ
  207 太田  佳歩(6)

ｵｵﾀ ｶﾎ
 5   8 豊田ｸﾗﾌﾞ   211 魚谷  美羽(6)    58.85 

ﾄﾖﾀｸﾗﾌﾞ ｳｵﾀﾆ ﾐｳ
富山市   212 田子  彩由夢(6)

ﾀｺﾞ ｱﾕﾑ
  213 谷  友瑛(6)

ﾀﾆ ﾄﾓｴ
  214 開田  颯礼(6)

ﾋﾗｷﾀﾞ ｻｱﾔ
 6   3 能町   433 太田  梨里(6)    58.95 

ﾉｳﾏﾁ ｵｵﾀ ﾘﾘ
高岡市   434 淵  遥馨(6)

ﾌﾁ ﾊﾙｶ
  435 東  和花(6)

ｱｽﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ
  436 大田  歩果(6)

ｵｵﾀ ｱﾕｶ
 7   2 西条   443 辻　花(6)  1:00.44 

ｻｲｼﾞｮｳ ﾂｼﾞ ﾊﾅ
高岡市   444 鎌仲  美緒(6)

ｶﾏﾅｶ ﾐｵ
  445 東　七愛(6)

ｱｽﾞﾏ ﾅﾅｴ
  446 松井  収那(6)

ﾏﾂｲ ｼｭｳﾅ
 8   5 双葉ｼﾞｭﾆｱ   220 山崎  真美(5)  1:05.95 

ﾌﾀﾊﾞｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐ
富山市   218 松原  夕奈(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾅ
  219 見角  芽衣(5)

ﾐｶﾄﾞ ﾒｲ
  216 福井  南帆(5)

ﾌｸｲ ﾅﾐﾎ

女子

４×１００ｍ
決勝



決勝 7月27日 13:00

県小学生記録(KR)                 1.36 岡村　陽乃           南砺市  城端ＡＣ         2004/6/27   
大会記録(GR)                     1.36 岡村　陽乃           南砺市  城端ＡＣ         2004/6/27   

林  蘭々香(6) 氷見市
ﾊﾔｼ ﾗﾗｶ 湖南
川口  京華(6) 高岡市
ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳｶ 横田
上田  妃菜(6) 下新川
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 桃李
福井  愛(6) 黒部市
ﾌｸｲ  ｱｲ 黒部名水
増川  菜月(6) 高岡市
ﾏｽｶﾜ ﾅﾂｷ 高岡太田
古島  帆夏(6) 砺波市
ﾌﾙｼﾏ  ﾎﾅﾂ となみAC
長谷川  七海(6) 中新川
ﾊｾｶﾞﾜ  ﾅﾅﾐ 上市AC
藤井  桃乃(6) 下新川
ﾌｼﾞｲ ﾓﾓﾉ 入善
阿波加　佳穂(6) 富山市
ｱﾜｶ ｶﾎ 月岡T&F
岩田  なみ(6) 高岡市
ｲﾜﾀ ﾅﾐ 伏木
田近  莉来(6) 富山市
ﾀﾁﾞｶ ﾘｺ JAC太田
瀧  日向理(6) 下新川
ﾀｷ  ﾋﾅﾘ さみさと
山谷  梨華(6) 富山市
ﾔﾏﾀﾆ ﾘｶ 八重津ｸﾗﾌﾞ
高見  玲奈(6) 高岡市
ﾀｶﾐ ﾚﾅ 西条
渡辺  理子(6) 氷見市
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 比美乃江
川波  栞奈(6) 射水市
ｶﾜﾅﾐｶﾝﾅ 作道
津田  華奈(6) 高岡市
ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾅ 東五位
水上  真希(6) 南砺市
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｷ 福光中部AC
若林  ゆり(6) 富山市
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 保内ｸﾗﾌﾞ
加藤  愛梨(6) 富山市
ｶﾄｳ ｱｲﾘ 奥田ｼﾞｭﾆｱ
坂口  梨乃(6) 富山市
ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾉ 長岡JR
成瀬  光里(6) 富山市
ﾅﾙｾ ﾋｶﾘ A.C.TOYAMA.Jr.
稲葉  亜依(6) 砺波市
ｲﾅﾊﾞ  ｱｲ となみAC
森  愛乃(6) 南砺市
ﾓﾘ ｱｲﾉ 福光東部AC
岡部  海美(5) 砺波市
ｵｶﾍﾞ  ｳﾐ となみAC
澤田  真弥子(6) 南砺市 記録なし
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾐｺ 城端AC
山田  小夏(6) 高岡市 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ 戸出東部
酒井  千春(6) 富山市 記録なし
ｻｶｲ ﾁﾊﾙ 大久保
高倉  歩海(6) 氷見市 記録なし
ﾀｶｸﾗ ｱﾕﾐ 窪
稲葉  小春(6) 中新川 記録なし
ｲﾅﾊﾞ  ｺﾊﾙ 立山ﾗﾝﾗﾝ
髙木  智央(5) 射水市 記録なし
ﾀｶｷﾞﾁﾋﾛ 東明AC
村石  結衣(6) 富山市 記録なし
ﾑﾗｲｼ ﾕｲ TEAM四つ葉
堀内  小雪(6) 富山市 記録なし
ﾎﾘｳﾁ ｺﾕｷ 四方ｼﾞｭﾆｱ
阿部  水海(6) 中新川 記録なし
ｱﾍﾞ  ﾐｳﾐ 上市AC
京谷  雅(6) 射水市 欠場
ｷｮｳﾀﾆﾐﾔﾋﾞ 東明AC
霜野  明日音(6) 黒部市 欠場
ｼﾓﾉ  ｱｽﾈ 黒部名水
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決勝 (1,2組) 7月27日 13:00

県小学生記録(KR)                 4.60 濱岸　佑恵           魚津市  魚津ジュニア     1998/7/26   
前出　明日菜         射水市  太閤山           2000/7/20   

大会記録(GR)                     4.60 濱岸　佑恵           魚津市  魚津ジュニア     1998/7/26   
前出　明日菜         射水市  太閤山           2000/7/20   

[ 1組]
３回の
最高記録

中川  南英(6) 中新川   x  4.51  4.37   4.51  4.40   x   4.67    4.67 県小新
ﾅｶｶﾞﾜ  ﾅﾅｴ 立山ﾗﾝﾗﾝ  +0.7  +0.6   +0.7  +0.2   +1.1    +1.1
井上  ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ(6) 高岡市  3.70  3.55  3.61   3.70  3.83  3.89   3.87    3.89 
ｲﾉｳｴ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ 西条  +0.6  +3.0  +1.8   +0.6  +0.2  +2.1   +1.0    +2.1
八木  陽菜(6) 富山市   x  3.51  3.72   3.72   x  3.82   3.76    3.82 
ﾔｷﾞﾊﾙﾅ 白鳥ｸﾗﾌﾞ  +1.4  +0.7   +0.7  +1.4   +1.1    +1.4
中島  美波(6) 砺波市  3.69  3.65  3.65   3.69   -   -    -    3.69 
ﾅｶｼﾏ  ﾐﾅﾐ となみAC  +2.3  -0.3  +1.6   +2.3    +2.3
村山  佳穂(5) 滑川市  3.39  3.66  3.68   3.68   -   -    -    3.68 
ﾑﾗﾔﾏ  ｶﾎ 滑川ｼﾞｭﾆｱ  +0.5  +0.8  +0.4   +0.4    +0.4
岡本  妃生(5) 小矢部  3.66  3.21   x   3.66   -   -    -    3.66 
ｵｶﾓﾄﾋﾅ 大谷   0.0  -0.1    0.0     0.0
二口  愛那(6) 高岡市  3.65  3.51  3.38   3.65   -   -    -    3.65 
ﾌﾀｸﾁ ｱｲﾅ 伏木  +0.8  +1.9  +1.3   +0.8    +0.8
尾山  千乃(5) 富山市  3.63  3.62  3.40   3.63   -   -    -    3.63 
ｵﾔﾏ ﾁﾉ AC真北  +1.3  +0.8  +1.3   +1.3    +1.3
本田  純奈(6) 富山市  3.61   x  3.23   3.61    3.61 
ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾅ 月岡T&F  +1.1  +0.8   +1.1    +1.1
古舘  小葉瑠(6) 砺波市   x  3.53  3.59   3.59    3.59 
ﾌﾙﾀﾞﾃ  ｺﾊﾙ となみAC  +1.9  +0.1   +0.1    +0.1
永口  真央(6) 富山市  3.59  3.50  3.27   3.59    3.59 
ｴｲｸﾞﾁ ﾏｵ 広田AC  +0.7  +0.5  +1.2   +0.7    +0.7
水嶋  楓(5) 下新川  3.57   x   x   3.57    3.57 
ﾐｽﾞｼﾏ  ｶｴﾃﾞ さみさと  +1.1   +1.1    +1.1
春田  果乃(6) 南砺市  3.37   x  3.13   3.37    3.37 
ﾊﾙﾀ ｶﾉ 城端AC  +1.5  +0.8   +1.5    +1.5
竹田  夢歩(6) 射水市  3.06  3.25  3.25   3.25    3.25 
ﾀｹﾀﾞﾕﾒﾎ 小杉  +0.5  +1.0  +1.2   +1.0    +1.0
屋敷  陽(6) 氷見市  2.37   x  3.24   3.24    3.24 
ﾔｼｷ ｱｷ 速川  +2.0  +1.6   +1.6    +1.6
松浦  陽菜(6) 氷見市  3.21  3.16  2.57   3.21    3.21 
ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙﾅ 久目  +0.9  +1.4  +0.6   +0.9    +0.9
水野  愛希(5) 下新川  3.14  3.16  3.05   3.16    3.16 
ﾐｽﾞﾉ  ｱｷ さみさと  +0.8  +0.8  +1.8   +0.8    +0.8
加治  花音(6) 射水市  3.06   x   x   3.06    3.06 
ｶｼﾞｶﾉﾝ 放生津  +1.0   +1.0    +1.0
辻  春華(6) 黒部市   x   x   x    x 記録なし
ﾂｼﾞ  ﾊﾙｶ 黒部名水
松浦  愛佳(6) 富山市 欠場
ﾏﾂｳﾗ ｱｲｶ 奥田ｼﾞｭﾆｱ
黒瀨  未帆(6) 射水市 欠場
ｸﾛｾﾐﾎ 大門AC
若林  穂乃花(5) 富山市 欠場
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 博隆ｸﾗﾌﾞ
黒田  頼那(6) 中新川 欠場
ｸﾛﾀﾞ  ﾗｲﾅ 上市AC
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[ 2組]
３回の
最高記録

橋本  依佳(6) 中新川  4.02  4.02  4.08   4.08   x  4.25   4.00    4.25 
ﾊｼﾓﾄ  ﾖﾘｶ 上市AC  +0.8  +0.4  +0.8   +0.8  +0.6   +0.3    +0.6
松木  萌結(6) 富山市   x  4.04  3.87   4.04   x  3.76   3.93    4.04 
ﾏﾂｷ ﾒｲ Team.I  +1.1  -1.1   +1.1  +0.2   +1.1    +1.1
谷口  伊知花(5) 富山市  3.86  3.57   x   3.86  4.01  3.87   3.85    4.01 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲﾁｶ 清明ｼﾞｭﾆｱ  -0.7  +2.1   -0.7  +1.6  +2.0   +0.6    +1.6
安川  奈那(5) 砺波市   x  3.51  3.73   3.73  3.75  3.83   3.68    3.83 
ﾔｽｶﾜ  ﾅﾅ となみAC  +1.6  +1.7   +1.7  +0.1  +3.3   -0.2    +3.3
石黒  葵(6) 南砺市  3.73  3.61  3.51   3.73  3.33  3.60   3.52    3.73 
ｲｼｸﾛ ｱｵｲ 福光中部AC  +0.7  +1.6  +0.6   +0.7  +1.7  +0.6   +0.7    +0.7
福岡  美佑(6) 射水市  3.68  2.33  3.20   3.68   -   -    -    3.68 
ﾌｸｵｶﾐﾕ 大島AC  +0.6  +0.7  +1.2   +0.6    +0.6
喜田  梨々花(6) 高岡市  3.67  3.48  3.63   3.67   -   -    -    3.67 
ｷﾀ ﾘﾘｶ 木津  +0.8  +0.9  +1.8   +0.8    +0.8
青木  悠華(5) 滑川市   x   x  3.65   3.65   -   -    -    3.65 
ｱｵｷ  ﾕｳｶ 滑川ｼﾞｭﾆｱ  +1.2   +1.2    +1.2
山本  里音(6) 氷見市  3.64  3.45  3.40   3.64    3.64 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵﾝ 比美乃江  +1.7  +1.2  +1.5   +1.7    +1.7
大橋  美月(6) 高岡市  3.58  3.63  3.60   3.63    3.63 
ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 野村  +0.9  +0.8  +1.6   +0.8    +0.8
宮本  佳果(6) 高岡市  3.49  2.84  3.54   3.54    3.54 
ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｶ 万葉  +0.7  +1.2  +0.3   +0.3    +0.3
細川  由華(6) 南砺市  3.54  3.37  3.33   3.54    3.54 
ﾎｿｶﾜ ﾕｳｶ 城端AC  +0.8  +0.7  +1.3   +0.8    +0.8
西  優香(6) 射水市  3.53   x  3.41   3.53    3.53 
ﾆｼﾕｳｶ 歌の森ｸﾗﾌﾞ  +0.8  +0.7   +0.8    +0.8
松島  陽菜(5) 富山市  3.47  3.10  2.87   3.47    3.47 
ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙﾅ 双葉ｼﾞｭﾆｱ  +0.4  +0.9  +1.1   +0.4    +0.4
寺林  優希(6) 射水市  3.13  3.36  3.45   3.45    3.45 
ﾃﾗﾊﾞﾔｼﾕｳｷ ﾁｰﾑ下村  +1.2  +0.4  +1.2   +1.2    +1.2
鋤田  未帆(6) 高岡市  3.23  3.42   x   3.42    3.42 
ｽｷﾀﾞ ﾐﾎ 福岡  +1.3  +0.7   +0.7    +0.7
西出  双葉(6) 黒部市   x  3.42   x   3.42    3.42 
ﾆｼﾃﾞ  ﾌﾀﾊﾞ 黒部名水  +0.5   +0.5    +0.5
江藤  鈴(6) 富山市  3.11   x  3.41   3.41    3.41 
ｴﾄｳ ｽｽﾞ 速星ｼﾞｭﾆｱ  +1.7  +1.3   +1.3    +1.3
小林  奈月(6) 富山市  3.29   x  2.98   3.29    3.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 大久保  +1.5  +0.4   +1.5    +1.5
増本  朱莉(5) 下新川  3.16  2.92  2.02   3.16    3.16 
ﾏｽﾓﾄ  ｱｶﾘ さみさと  -0.1  +0.7  -0.1   -0.1    -0.1
貫場  結衣(6) 富山市   x   x  3.04   3.04    3.04 
ﾇｷﾊﾞ  ﾕｲ 大沢野ｼﾞｭﾆｱ  +0.7   +0.7    +0.7
庭田  李音(6) 黒部市  2.88  3.02  2.93   3.02    3.02 
ﾆﾜﾀ  ﾘｵﾝ 黒部名水  +1.4  -0.1  +1.4   -0.1    -0.1

３回の
最高記録

中川  南英(6) 中新川   x  4.51  4.37   4.51  4.40   x   4.67    4.67 県小新
ﾅｶｶﾞﾜ  ﾅﾅｴ 立山ﾗﾝﾗﾝ  +0.7  +0.6   +0.7  +0.2   +1.1    +1.1
橋本  依佳(6) 中新川  4.02  4.02  4.08   4.08   x  4.25   4.00    4.25 
ﾊｼﾓﾄ  ﾖﾘｶ 上市AC  +0.8  +0.4  +0.8   +0.8  +0.6   +0.3    +0.6
松木  萌結(6) 富山市   x  4.04  3.87   4.04   x  3.76   3.93    4.04 
ﾏﾂｷ ﾒｲ Team.I  +1.1  -1.1   +1.1  +0.2   +1.1    +1.1
谷口  伊知花(5) 富山市  3.86  3.57   x   3.86  4.01  3.87   3.85    4.01 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲﾁｶ 清明ｼﾞｭﾆｱ  -0.7  +2.1   -0.7  +1.6  +2.0   +0.6    +1.6
井上  ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ(6) 高岡市  3.70  3.55  3.61   3.70  3.83  3.89   3.87    3.89 
ｲﾉｳｴ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾗ 西条  +0.6  +3.0  +1.8   +0.6  +0.2  +2.1   +1.0    +2.1
安川  奈那(5) 砺波市   x  3.51  3.73   3.73  3.75  3.83   3.68    3.83 
ﾔｽｶﾜ  ﾅﾅ となみAC  +1.6  +1.7   +1.7  +0.1  +3.3   -0.2    +3.3
八木  陽菜(6) 富山市   x  3.51  3.72   3.72   x  3.82   3.76    3.82 
ﾔｷﾞﾊﾙﾅ 白鳥ｸﾗﾌﾞ  +1.4  +0.7   +0.7  +1.4   +1.1    +1.4
石黒  葵(6) 南砺市  3.73  3.61  3.51   3.73  3.33  3.60   3.52    3.73 
ｲｼｸﾛ ｱｵｲ 福光中部AC  +0.7  +1.6  +0.6   +0.7  +1.7  +0.6   +0.7    +0.7
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決勝 7月27日 10:00

県小学生記録(KR)                61.83 林　瑠里奈           射水市  金山             2011/8/27   
大会記録(GR)                    58.59 林　瑠里奈           射水市  金山             2011/7/24   

３回の
最高記録

北口  遥(6) 中新川
ｷﾀｸﾞﾁ  ﾊﾙｶ 上市AC
佐々木　思和(6) 富山市
ｻｻｷ  ｺﾄﾜ 奥田ｼﾞｭﾆｱ
柴山  蘭(6) 魚津市
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾗﾝ 魚津ｼﾞｭﾆｱ
広上  夏希(6) 高岡市
ﾋﾛｶﾐ ﾅﾂｷ 戸出東部
前川  愛里(5) 砺波市
ﾏｴｶﾜ  ｱｲﾘ となみAC
酒井  晴未(6) 富山市
ｻｶｲ  ﾊﾙﾐ 広田AC
南部  華乃(6) 砺波市
ﾅﾝﾌﾞ  ｶﾉ となみAC
小神  鈴華(6) 小矢部
ｵｺｽｽﾞｶ 石動
川島  渚(6) 富山市
ｶﾜｼﾏ  ﾅｷﾞｻ 豊田ｸﾗﾌﾞ
安田  聖羅(6) 高岡市
ﾔｽﾀﾞ ｾｲﾗ 南条ｸﾗﾌﾞ
山岸  珠莉(6) 滑川市
ﾔﾏｷﾞｼ  ｼﾞｭﾘ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
藤澤  仁菜(6) 南砺市
ﾌｼﾞｻﾜ ﾆｲﾅ 城端AC
寺拝  和奏(6) 高岡市
ﾃﾗﾊｲ ﾜｶﾅ MAKINO
大島  彩夏(6) 下新川
ｵｵｼﾏ ｻﾔｶ 入善
永生  彩乃(6) 南砺市
ﾅｶﾞﾌ ｱﾔﾉ 福野AC
中根  乙花(6) 高岡市
ﾅｶﾈ ｵﾄｶ SEIBI
尾﨑  葉菜(6) 高岡市
ｵｻﾞｷ ﾊﾅ 定塚
中田  祐菜(6) 氷見市
ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 宮田AC
下田  羽音(6) 南砺市
ｼﾓﾀﾞ ｳﾉ 上平AC
水島  礼音(6) 下新川
ﾐｽﾞｼﾏ  ｱﾔﾈ さみさと
島田  紗英(6) 砺波市
ｼﾏﾀﾞ  ｻｴ となみAC
中山  珠寧(6) 黒部市
ﾅｶﾔﾏ  ﾀﾏﾈ 黒部名水
干場  菜央(6) 氷見市
ﾎｼﾊﾞ ﾅｵ 久目
土田  千聖(6) 射水市
ﾂﾁﾀﾞﾁｻﾄ 大門AC
畑中  琴李(6) 氷見市
ﾊﾀﾅｶ ｺﾄﾘ 比美乃江
清水  心(6) 射水市
ｼﾐｽﾞｺｺﾛ 作道
井村  水咲(6) 高岡市
ｲﾑﾗ ﾐｻｷ 中田
水島  こころ(5) 下新川
ﾐｽﾞｼﾏ  ｺｺﾛ さみさと
田村  涼(5) 中新川
ﾀﾑﾗ  ﾘｮｳ 立山
島  香乃果(6) 射水市
ｼﾏｺﾉｶ 大門AC
藤井  のぞみ(6) 射水市
ﾌｼﾞｲﾉｿﾞﾐ 小杉
西野  瑠莉(6) 射水市
ﾆｼﾉﾙﾘ 東明AC
高畠  明子(5) 滑川市
ﾀｶﾊﾞﾀｹ  ﾊﾙｺ 滑川ｼﾞｭﾆｱ
石本  りんご(6) 射水市 欠場
ｲｼﾓﾄﾘﾝｺﾞ 大島AC
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決勝 7月27日 14:00

県小学生記録(KR)                12.91 金井　菜奈           下新川  さみさと         2010/7/25   
大会記録(GR)                    12.91 金井　菜奈           下新川  さみさと         2010/7/25   

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.7

 1 伊藤  さくら(6) 中新川    15.42 1 加藤  瞳(6) 富山市    15.06 
ｲﾄｳ  ｻｸﾗ 上市ACB ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 堀川ｸﾗﾌﾞ

 2 八井  優稀(6) 中新川    15.98 2 牧  奈菜代(5) 富山市    15.38 
ﾔﾂｲ  ﾕｳｷ 上市AC ﾏｷ ﾅﾅﾖ 双葉ｼﾞｭﾆｱ

 3 小谷  梨心(6) 砺波市    16.19 3 伊藤  千菜(6) 富山市    16.03 
ｺﾀﾆ  ﾘｺ となみAC ｲﾄｳ ﾁﾅ ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

 4 廣谷  芽(6) 氷見市    16.43 4 樽川　楓(5) 下新川    16.23 
ﾋﾛﾀﾆ ﾒｲ 朝日丘 ﾀﾙｶﾜ  ｶｴﾃﾞ 入善

 5 中田  帆南(6) 氷見市    17.15 5 木田  凪咲(6) 高岡市    16.43 
ﾅｶﾀﾞ ﾎﾅﾐ 宮田AC ｷﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 西条

[ 3組] 風速 +0.8

 1 髙瀬  優空(6) 富山市    15.33 
ﾀｶｾ ﾕﾗ 萩浦ｼﾞｭﾆｱ

 2 柴田  花奈子 南砺市    15.82 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ 福野AC

 3 星野黒  由唯(5) 魚津市    15.85 
ﾎｼﾉｸﾛ ﾕｲ 魚津ｼﾞｭﾆｱ

 4 北山  美咲(5) 砺波市    16.27 
ｷﾀﾔﾏ  ﾐｻｷ となみACB

 5 寺田  侑里香(5) 砺波市    16.94 
ﾃﾗﾀﾞ  ﾕﾘｶ となみACC
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

友好１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7   154 4   191



   1 加藤  瞳(6) 富山市 堀川ｸﾗﾌﾞ    15.06 (+1.7)  2  1
   2 髙瀬  優空(6) 富山市 萩浦ｼﾞｭﾆｱ    15.33 (+0.8)  3  1
   3 牧  奈菜代(5) 富山市 双葉ｼﾞｭﾆｱ    15.38 (+1.7)  2  2
   4 伊藤  さくら(6) 中新川 上市ACB    15.42 (+2.6)  1  1
   5 柴田  花奈子 南砺市 福野AC    15.82 (+0.8)  3  2
   6 星野黒  由唯(5) 魚津市 魚津ｼﾞｭﾆｱ    15.85 (+0.8)  3  3
   7 八井  優稀(6) 中新川 上市AC    15.98 (+2.6)  1  2
   8 伊藤  千菜(6) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ    16.03 (+1.7)  2  3
   9 小谷  梨心(6) 砺波市 となみAC    16.19 (+2.6)  1  3
  10 樽川　楓(5) 下新川 入善    16.23 (+1.7)  2  4
  11 北山  美咲(5) 砺波市 となみACB    16.27 (+0.8)  3  4
  12 廣谷  芽(6) 氷見市 朝日丘    16.43 (+2.6)  1  4
  12 木田  凪咲(6) 高岡市 西条    16.43 (+1.7)  2  5
  14 寺田  侑里香(5) 砺波市 となみACC    16.94 (+0.8)  3  5
  15 中田  帆南(6) 氷見市 宮田AC    17.15 (+2.6)  1  5
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タイムレース
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