
日付 種目

渡辺　佑希(2) 16.93(+1.8) 和田　一史(3) 17.09(+1.2) 伊藤　佑太(2) 17.13(+4.2) 松　隼太郎(3) 17.21(+1.2) 喜多　宏太朗(3) 17.26(+1.8) 姫野　帆尭(3) 17.36(+1.9) 山本　宗汰(2) 17.47(+1.9) 高田　蒼天(3) 17.75(+4.2)

福光 新庄 富山南部 福野 富大附属 雄山 水橋 速星

堀田　礼人(3) 2:35.26 森田　陽斗(2) 2:37.03 森本　真琴(3) 2:42.78 田中　優真(3) 2:42.86 高森　はる(2) 2:43.16 松野　秀祐(3) 2:45.05 小森　天翔(3) 2:45.79 浦野　蒼日(3) 2:48.28

速星 福野 興南 雄山 魚津西部 雄山 高岡西部 大門

渡辺　佑希(2) 15.77 佐竹　智英(3) 16.10 大山　航志(3) 16.79 坂又　陸斗(2) 20.21

福光 井波 芝園 射北

田部　日南太(3) 12m74(+3.9) 蓑﨑　詠太(3) 12m20(+3.6) 樋口　悟宇(3) 12m17(+3.7) 岩井　桜也(3) 11m84(+2.1) 外　康汰(2) 11m67(+3.4) 平野　光起(3) 11m20(+3.4) 浜野　翼(3) 10m99(+1.2) 伊野　太智(3) 10m74(+5.2)

速星 公認12m05(+1.9) 速星 公認11m96(+1.5) 城山 公認記録なし 清明 公認11m61(+1.7) 富山南部 公認記録なし 城山 公認11m17(+0.6) 南星 清明 公認10m70(+1.6)

早借　海斗(3) 25m57 浅井　佑真(3) 23m33 澤谷　和樹(2) 19m66 中村　柊満(3) 18m20 大島　民生(2) 17m78 吉野　神衣(3) 17m26 黒牧　大悟(2) 16m14 濵手　勇輝(2) 15m90

高岡西部 片山学園 富山南部 上滝 高岡西部 清明 奥田 伏木

坂口　恵生(3) 42m66 前田　隆晴(2) 40m99 竹中　大翔(3) 36m36 髙栁　圭汰(1) 27m70 柴野　ニマ(1) 26m75 吉野　神衣(3) 25m45 荒井　研人(3) 24m06 澤谷　和樹(2) 22m33

清明 吉江 速星 山室 富山東部 清明 上滝 富山南部

ンバマ　紗良(3) 19.79(+2.5) 濱元　咲帆(3) 19.96(+0.4) 山口　奈月美(3) 20.01(+2.6) 齋藤　知沙(2) 20.02(+2.6) 高杉　萌生(3) 20.94(+0.4) 森井　夢依(2) 20.97(+2.6) 細川　叶夢(2) 20.98(+2.6) 岡田　沙香(1) 21.01(+2.5)

堀川 魚津西部 藤ノ木 伏木 城山 雄山 城端 雄山

柴田　美冴(3) 2:58.69 上野　真由(3) 3:01.40 嶋岡　月梛(3) 3:09.87 高倉　亜子(2) 3:11.07 佐渡　結月(2) 3:13.78 杉本　みのり(2) 3:18.99 中島　喜愛(3) 3:19.86 寺松　倖菜(1) 3:25.09

新庄 庄西 速星 奥田 雄山 高岡西部 城端 雄山

松木　愛結(3) 14.22 湯浅　咲渚(3) 16.35 佐伯　心優(2) 17.83 浦田　悠希子(2) 18.70

大沢野 福光 雄山 富山東部

藤田　歩佳(3) 2m10 野原　朱莉(3) 2m00

出町 南星

岡田　一花(2) 10m32(+1.6) 小松　心奏(2) 10m31(+1.9) 中辻　依沙(3) 9m63(0.0) 河合　若菜(3) 9m58(0.0) 春日　咲重(3) 9m55(+1.0) 西島　怜(3) 9m39(-1.3)

雄山 上市 出町 出町 新庄 高岡西部

大橋　愛莉(2) 26m37 吉田　悠里(3) 24m98 上野　莉子(2) 19m11 野村　佳恩(3) 19m00 林　夕羽佳(2) 16m39 加藤　伶菜(3) 15m69 野島　綾乃(1) 15m68 松林　笑美(1) 14m76

高岡西部 出町 井波 出町 雄山 片山学園 雄山 伏木

岡田　心音(1) 37m99 田中　結衣(2) 37m48 齋藤　知沙(2) 33m80 二野井　未來(3) 30m06 林　夕羽佳(2) 28m15 高橋　あいか(3) 24m16 浦門　のあ(3) 16m11 野島　綾乃(1) 16m01

龍谷富山高 朝日 伏木 福光 雄山 大門 城山 雄山

凡例 
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9月19日 JO男子1000m

9月19日
JO男子110mJH(0.991m)

風：+2.0

9月19日 JO男子三段跳

9月19日 JO男子円盤投(1.500kg)

9月19日
JO男子ジャベリックス

ロー

9月19日 JO男子150m

9月19日
JO女子ジャベリックス

ロー

9月19日 JO女子1000m

9月19日
JO女子100mYH(0.762m)

風：+1.6

9月19日 JO女子棒高跳

9月19日 JO女子150m

9月19日 JO女子三段跳

9月19日 JO女子円盤投(1.000kg)


