
小学男子80mH

5月7日 09:20

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2 2

ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 富　山 ﾋﾗﾉ ｶｲｾｲ 富　山

3 113 吉川　倫生(4) 慶応陸上クラブ 3 111 平野　海晴(4) 慶応陸上クラブ

ﾓﾓｲ ｶｽﾞｱｷ 富　山 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 富　山

4 71 桃井　一陽(4) Luxe 4 82 山本　士(6) 下関っ子
ｷﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 富　山 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾄ 富　山

5 5 北村　樹(5) クラブホップ 5 112 藤村　勇斗(4) 慶応陸上クラブ

ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ 富　山 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾄ 富　山

6 110 岡崎　恒輝(4) 慶応陸上クラブ 6 12 藤村　勇斗(4) 慶応陸上クラブ

ﾋﾗﾉ ｶｲｾｲ 富　山 ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 富　山

7 11 平野　海晴(4) 慶応陸上クラブ 7 8 佐々木　琉生(5) クラブホップ

ｶﾔﾊﾗ ｼﾘｭｳ 富　山 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 富　山

8 83 茅原　子龍(6) 下関っ子 8 13 吉川　倫生(4) 慶応陸上クラブ

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2

ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾔ 富　山

3 106 中嶋　将弥(4) 黒部陸上スポ少

ｲｼﾏｻ ﾕｳﾄ 富　山

4 72 石正　悠翔(4) Luxe
ﾐﾔﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ 富　山

5 109 宮野　隼太朗(5) 慶応陸上クラブ

ﾋﾗｲ ｼｮｳ 富　山

6 101 平井　翔(6) 新庄北小
ﾐﾔﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ 富　山

7 9 宮野　隼太朗(5) 慶応陸上クラブ

ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ 富　山

8 10 岡崎　恒輝(4) 慶応陸上クラブ



小学男子1000m

5月7日 10:05

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｻｻｷ ｹﾝｺﾞ 富　山 ﾀｹﾀﾞ  ﾜｸ 富　山

1 42 佐々木　謙悟(6) 豊田小学校 3:34.0 1 17 竹田　羽雲(5) A.C.TOYAMA Jr.

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 富　山 ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 富　山

2 85 丸山　太陽(5) ふくのジュニア 2 8 佐々木　琉生(5) クラブホップ

ｱｻﾉ ﾁｻﾄ 富　山 ｵﾋﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 富　山

3 4 浅野　千聖(6) クラブホップ 3 30 小尾　龍之介(4) 立山ランラン

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾜ 富　山 ﾅﾁ ﾘｮｳﾀ 富　山

4 38 橋本　怜和(5) Ｔｅａｍ．Ｉ 4 27 那智　亮太(5) 立山ランラン

ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 富　山 ﾀﾅｶ  ﾖｳｼﾞｭ 富　山

5 75 黒田　朝陽(3) Luxe 5 14 田中　瑶樹(4) A.C.TOYAMA Jr.

ｻﾜﾀﾞ ﾄｼﾁｶ 富　山 ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 富　山

6 3 澤田　利周(5) クラブホップ 6 70 荻原　蒼太(5) Luxe
ﾏｷﾉ ﾊﾙﾋﾄ 富　山 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 富　山

7 73 牧野　悠仁(3) Luxe 7 63 佐藤　壮真(4) 堀川小
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富　山 ｳｴﾉ ｺｼﾞﾛｳ 富　山

8 18 林 　亮太(5) A.C.TOYAMA Jr. 8 117 上野　冴治朗(5) ふくみつＡＣ

ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 富　山 ｴﾀﾞ ﾊﾙﾀ 富　山

9 97 西本　和眞(6) 新庄北小 9 86 江田　晴太(6) ふくのジュニア

ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ 富　山 ｶﾅｷ ｾｲｺﾞｳ 富　山

10 74 吉本　蒼生(6) Luxe 10 99 金木　正剛(6) 新庄北小
ﾊｼﾓﾄ  ｹｲｽｹ 富　山 ﾀｹﾔﾏ  ﾘｮｳﾍｲ 富　山

11 20 橋本　圭輔(6) A.C.TOYAMA Jr. 11 16 竹山　竜平(5) A.C.TOYAMA Jr.

ﾃﾗﾂﾎﾞ ﾘｮｳﾔ 富　山 ﾔｷﾞ ﾁﾋﾛ 富　山

12 122 寺坪　亮哉(6) 立山ランラン 12 98 八木　千大(6) 新庄北小
ｼﾝﾑﾗ ﾘｸ 富　山 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 富　山

13 19 新村　玲空(5) A.C.TOYAMA Jr. 13 24 宝田　栗己(5) 立山ランラン

ﾇﾏﾀ　ﾊﾙﾄ 富　山 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 富　山

14 123 沼田　悠杜(4) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 14 15 伊藤　奏太(5) A.C.TOYAMA Jr.

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 富　山 ﾄﾀﾞ ﾘｸﾄ 富　山

15 104 清水　大雅(3) 下新川郡陸協 15 26 戸田　梨來斗(5) 立山ランラン

ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ 富　山 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 富　山

16 114 森田　悠介(6) ふくみつＡＣ 16 25 田中　琉惺(5) 立山ランラン

ｻﾜｲ ﾅﾂｷ 富　山 ﾃﾗﾂﾎﾞ　ﾘｮｳﾔ 富　山

17 22 澤井　直樹(4) 小杉小学校 3:55.37 17 32 寺坪亮哉(6) 立山ランラン

ﾅｶｻﾞｷ ﾙｲﾄ 富　山 ﾏﾂﾓﾘ ｼﾞﾝ 富　山

18 53 中﨑　琉斗(6) 堀川小 18 29 松森　慈人(5) 立山ランラン

ﾅｶﾞﾓﾘ  ﾄｱ 富　山 ｼｹﾞﾓﾘ ﾚｲﾔ 富　山

19 21 長森　叶空(6) A.C.TOYAMA Jr. 19 100 重森　羚矢(6) 新庄北小
ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾞｲ 富　山

20 52 森田　航大(6) 堀川小

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



小学4年男子100m

5月7日 10:35

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

2 2

ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 富　山 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ 富　山

3 105 大橋　海斗(4) 黒部陸上スポ少 3 110 岡崎　恒輝(4) 慶応陸上クラブ

ﾓﾓｲ ｶｽﾞｱｷ 富　山 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ 富　山

4 71 桃井　一陽(4) Luxe 4 10 岡崎　恒輝(4) 慶応陸上クラブ

ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ 富　山 ﾆｯﾀ ﾕｳﾅｷﾞ 富　山

5 62 野田　航生(4) 堀川小 5 76 新田　優凪(4) Luxe
ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾀ 富　山 ﾉﾑﾗ ﾀﾂｷ 富　山

6 120 本間　　晴大(4) 五位 6 61 能村　樹生(4) 堀川小
ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 富　山 ﾇﾏﾀ　ﾊﾙﾄ 富　山

7 113 吉川　倫生(4) 慶応陸上クラブ 7 123 沼田　悠杜(4) 婦中ジュニアＡ．Ｃ．

ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 富　山 ﾀｶﾐ ｱｷﾗ 富　山

8 35 本田　良輝(小4) 悟空アスリーツ 8 31 高見　彰(4) 立山ランラン

ﾋﾗﾉ ｶｲｾｲ 富　山 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 富　山

9 11 平野　海晴(4) 慶応陸上クラブ 9 40 吉田　廉太郎(4) Ｔｅａｍ．Ｉ

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

2 2

ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾔ 富　山 ﾑﾛｵｶ ﾎｳﾉｽｹ 富　山

3 106 中嶋　将弥(4) 黒部陸上スポ少 3 107 室岡　穂之介(4) 黒部陸上スポ少

ﾀﾅｶ  ﾖｳｼﾞｭ 富　山 ｵﾋﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 富　山

4 14 田中　瑶樹(4) A.C.TOYAMA Jr. 4 30 小尾　龍之介(4) 立山ランラン

ﾋﾗﾉ ｶｲｾｲ 富　山 ﾀﾆｶﾜ ﾀﾞｲｻｸ 富　山

5 111 平野　海晴(4) 慶応陸上クラブ 5 92 谷川　大朔(4) ほたるいかAC

ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 富　山 ｲｼﾏｻ ﾕｳﾄ 富　山

6 13 吉川　倫生(4) 慶応陸上クラブ 6 72 石正　悠翔(4) Luxe
ﾐﾔﾔﾁ ﾕｳｷ 富　山 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾄ 富　山

7 60 宮谷内　優希(4) 堀川小 7 112 藤村　勇斗(4) 慶応陸上クラブ

ﾀｶｷﾞ ｱﾕﾑ 富　山 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳﾄ 富　山

8 39 髙木　歩睦(4) Ｔｅａｍ．Ｉ 8 12 藤村　勇斗(4) 慶応陸上クラブ

ｶﾈﾀﾞ ｹｲ 富　山 ﾂﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 富　山

9 43 金田　京(4) 中太閤山 9 59 津根　良太朗(4) 堀川小



小学5年男子100m

5月7日 11:05

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱﾗｷ ﾊﾙｷ 富　山

1 1 90 荒木　晴喜(5) ほたるいかAC

ﾀｶﾏﾂ ｶﾞｸ 富　山 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀ 富　山

2 45 高松　岳(5) 富山JAC 2 84 池田　壮太(5) ふくのジュニア

ﾐﾔﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ 富　山 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富　山

3 109 宮野　隼太朗(5) 慶応陸上クラブ 3 18 林 　亮太(5) A.C.TOYAMA Jr.

ﾅｶﾆｼ ﾋﾛ 富　山 ﾏｷﾉ ｹｲﾀ 富　山

4 115 中西　寛(5) ふくみつＡＣ 4 2 牧野　圭汰(5) ホップ
ｲﾄｳ ｿｳﾀ 富　山 ｳｴﾉ ｺｼﾞﾛｳ 富　山

5 15 伊藤　奏太(5) A.C.TOYAMA Jr. 5 117 上野　冴治朗(5) ふくみつＡＣ

ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ 富　山 ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 富　山

6 8 佐々木　琉生(5) クラブホップ 6 70 荻原　蒼太(5) Luxe
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 富　山 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 富　山

7 55 池田　翔太(5) 堀川小 7 56 伊藤　雄大(5) 堀川小
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾜ 富　山 ﾉｻﾞｷ ｱﾂﾄ 富　山

8 38 橋本　怜和(5) Ｔｅａｍ．Ｉ 8 28 野崎　敦斗(5) 立山ランラン

ﾀｶﾗﾀﾞ ﾘﾂｷ 富　山 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 富　山

9 24 宝田　栗己(5) 立山ランラン 9 25 田中　琉惺(5) 立山ランラン

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾅﾁ ﾘｮｳﾀ 富　山

1 27 那智　亮太(5) 立山ランラン 1
ﾀｹﾔﾏ  ﾘｮｳﾍｲ 富　山 ﾏﾂﾓﾘ ｼﾞﾝ 富　山

2 16 竹山　竜平(5) A.C.TOYAMA Jr. 2 29 松森　慈人(5) 立山ランラン

ﾀｹﾀﾞ  ﾜｸ 富　山 ﾏﾂﾔﾏ ｿｵｼ 富　山

3 17 竹田　羽雲(5) A.C.TOYAMA Jr. 3 57 松山　想思(5) 堀川小
ﾐﾔﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ 富　山 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 富　山

4 9 宮野　隼太朗(5) 慶応陸上クラブ 4 85 丸山　太陽(5) ふくのジュニア

ﾉｻﾞｷ ﾕｳｾｲ 富　山 ｼﾝﾑﾗ ﾘｸ 富　山

5 116 野崎　悠成(5) ふくみつＡＣ 5 19 新村　玲空(5) A.C.TOYAMA Jr.

ｽｽﾞｷ ﾙｶ 富　山 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾁ 富　山

6 1 鈴木　流加(5) 宇奈月小 15.40 6 69 五十嵐　那知(5) Luxe
ｻﾜﾀﾞ ﾄｼﾁｶ 富　山 ﾐﾂｽﾞｶ ｿｳｳﾝ 富　山

7 3 澤田　利周(5) クラブホップ 7 91 光塚　梢雲(5) ほたるいかAC

ﾐﾔﾊﾗ ｶｲｼ 富　山 ﾀｶﾉ ｼｭﾝ 富　山

8 33 宮原　魁士(小5) 悟空アスリーツ 8 118 高野　隼(5) ふくみつＡＣ

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅﾀ 富　山 ﾂﾎﾞｻｷ ﾃﾝｶｲ 富　山

9 58 宮本　陽向(5) 堀川小 9 36 坪崎　天魁(小5) 悟空アスリーツ



小学6年男子100m

5月7日 11:40

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｼﾊﾞﾉ ｱｶｽ 富　山 ｴﾀﾞ ﾊﾙﾀ 富　山

2 68 柴野　アカス(6) Luxe 2 86 江田　晴太(6) ふくのジュニア

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｶﾞ 富　山 ﾔｷﾞ ﾁﾋﾛ 富　山

3 6 高木　勇嘉(6) クラブホップ 3 98 八木　千大(6) 新庄北小
ｻｻｷ ｹﾝｺﾞ 富　山 ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 富　山

4 42 佐々木　謙悟(6) 豊田小学校 15.02 4 48 田邉　宗士(6) 堀川小
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼ 富　山 ｶﾔﾊﾗ ｼﾘｭｳ 富　山

5 95 中嶋　航士(6) 新庄北小 5 83 茅原　子龍(6) 下関っ子 15.13
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 富　山 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 富　山

6 47 坂井　一登(6) 堀川小 6 23 中島　蒼生(6) 立山ランラン

ｳｷﾀ ﾁｶﾋﾛ 富　山 ｺｳﾉ ﾕｳﾏ 富　山

7 54 浮田　慶寛(6) 堀川小 7 50 河野　有真(6) 堀川小
ﾀﾝｼﾞ ｱｷﾋﾄ 富　山 ｶﾏﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 富　山

8 80 丹治　尭舜(6) ラッキーメイツ 8 88 鎌仲　翼(6) ほたるいかAC

ﾑﾗｲ ﾘｮｳﾏ 富　山 ﾄｻｶ ﾕｳｼﾞﾝ 富　山

9 37 村井　涼真(6) Ｔｅａｍ．Ｉ 9 81 登坂　祐仁(6) ラッキーメイツ

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 富　山

1 82 山本　士(6) 下関っ子 1
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 富　山 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 富　山

2 79 嶋田　晃人(6) ラッキーメイツ 2 97 西本　和眞(6) 新庄北小
ﾊｼﾓﾄ  ｹｲｽｹ 富　山 ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾋﾛ 富　山

3 20 橋本　圭輔(6) A.C.TOYAMA Jr. 3 49 神代　直弘(6) 堀川小
ﾔﾏﾓﾄ ｲｽﾞｷ 富　山 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵﾔ 富　山

4 87 山本　泉稀(6) ほたるいかAC 4 78 山口　碧也(6) ラッキーメイツ

ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ 富　山 ｱｻﾉ ﾁｻﾄ 富　山

5 114 森田　悠介(6) ふくみつＡＣ 5 4 浅野　千聖(6) クラブホップ

ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 富　山 ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ 富　山

6 46 佐藤　琉成(6) 堀川小 6 74 吉本　蒼生(6) Luxe
ﾅｶﾞｲ ｶﾅﾄ 富　山 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 富　山

7 102 長井　奏和(6) はしろっとAC 14.26 7 44 小倉　嘉高(6) 富山JAC 17.63
ﾐｽﾞﾉ ｹﾝ 富　山 ﾃﾗﾂﾎﾞ ﾘｮｳﾔ 富　山

8 103 水野　健(6) 下新川郡陸協 8 122 寺坪　亮哉(6) 立山ランラン

ﾀｶﾀ ｳﾀ 富　山 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 富　山

9 51 髙田　羽汰(6) 堀川小 9 89 圓山　瑛仁(6) ほたるいかAC



小学3年男子100m

5月7日 12:05

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ﾔﾏﾓﾄ  ｶﾝｼ 富　山

2 2 64 山本　幹士(3) 堀川小
ﾅｶｼﾏ ｺｳｾｲ 富　山 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｷ 富　山

3 108 中嶋　光誠(3) 黒部陸上スポ少 3 41 水野　晟玖(3) Ｔｅａｍ．Ｉ

ｻｲﾄｳ ｼﾝﾘｭｳ 富　山 ｶﾝｺ ｽｽﾞｵ 富　山

4 66 齊藤　伸竜(3) 堀川小 4 65 神戸　鈴央(3) 堀川小
ｸｾ ﾅｵﾋﾛ 富　山 ｸﾛﾀﾞ ｱｻﾋ 富　山

5 67 久世　直央(3) 堀川小 5 75 黒田　朝陽(3) Luxe
ﾏｷﾉ ﾊﾙﾋﾄ 富　山 ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ 富　山

6 73 牧野　悠仁(3) Luxe 6 121 本間　　啓大(3) 五位
ﾊﾏﾉ ｼｮｳｺﾞ 富　山 ﾐﾔﾓﾄ ﾗｲﾄ 富　山

7 34 浜野　祥伍(小3) 悟空アスリーツ 7 7 宮本　來音(3) クラブホップ

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 富　山 ﾃﾗﾂﾎﾞ　ﾘｮｳﾔ 富　山

8 104 清水　大雅(3) 下新川郡陸協 8 32 寺坪亮哉(6) 立山ランラン

ｵｶﾔﾏ ﾊﾙ 富　山 ﾓﾘﾀ ｱｻﾋ 富　山

9 77 岡山　晴(3) Luxe 9 119 森田　旭飛(3) ふくみつＡＣ



小学女子80mH

5月7日 09:00

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲｹﾀﾞ ﾆｲﾅ 富　山 ｷｼ ﾐｵﾘ 富　山

2 6 池田　新菜(5) 慶応陸上クラブ 2 119 岸　美緒莉(6) 慶応陸上クラブ

ｻｻｷ ﾛｶ 富　山 ﾀﾁﾞｶ ﾋｶﾘ 富　山

3 126 佐々木　六花(4) 慶応陸上クラブ 3 84 田近　光(5) Luxe
ｻｲ ﾐｻﾄ 富　山 ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓｶ 富　山

4 81 齋　美咲登(5) Luxe 4 118 下村　桃香(6) 慶応陸上クラブ

ｱｵｷ ﾅﾅ 富　山 ｶﾄｳ ｱｵｲ 富　山

5 122 青木　菜南(5) 慶応陸上クラブ 5 98 加藤　蒼(6) ほたるいかAC

ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓｶ 富　山 ｼﾐｽﾞ ﾐｵ 富　山

6 2 下村　桃香(6) 慶応陸上クラブ 6 123 清水　美旺(5) 慶応陸上クラブ

ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾐ 富　山 ｷｼ ﾐｵﾘ 富　山

7 131 藤田　玲美(5) ふくみつＡＣ 7 4 岸　美緒莉(6) 慶応陸上クラブ

ｻｴｷ ﾕﾒ 富　山 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 富　山

8 10 佐伯　優芽(4) 慶応陸上クラブ 8 13 中村　仁美(3) 慶応陸上クラブ

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｻｻｷ ﾆｺ 富　山

2 5 佐々木　仁胡(6) 慶応陸上クラブ 2
ｻｴｷ ﾕﾒ 富　山 ｲｹﾀﾞ ﾆｲﾅ 富　山

3 125 佐伯　優芽(4) 慶応陸上クラブ 3 121 池田　新菜(5) 慶応陸上クラブ

ｻｻｷ ﾛｶ 富　山 ｽﾅﾀﾞ ﾕｲ 富　山

4 11 佐々木　六花(4) 慶応陸上クラブ 4 112 砂田　結衣(6) 下新川郡陸協

ﾆｼｷﾄﾞ ﾐﾜ 富　山 ｶﾅｷ ｼﾞｭﾘ 富　山

5 130 錦戸　心環(6) ふくみつＡＣ 5 12 金木　樹里(3) 慶応陸上クラブ

ﾉｼﾞﾏ ﾏﾔ 富　山 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 富　山

6 9 野島　万椰(4) 慶応陸上クラブ 6 128 中村　仁美(3) 慶応陸上クラブ

ｻｶｷ ｺﾊﾈ 富　山 ｶﾅｷ ｼﾞｭﾘ 富　山

7 85 坂木　湖羽(4) Luxe 7 127 金木　樹里(3) 慶応陸上クラブ

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 富　山 ｱｵｷ ﾅﾅ 富　山

8 3 高橋　夏姫(6) 慶応陸上クラブ 8 7 青木　菜南(5) 慶応陸上クラブ

5組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2

ﾉｼﾞﾏ ﾏﾔ 富　山

3 124 野島　万椰(4) 慶応陸上クラブ

ｻｻｷ ﾆｺ 富　山

4 120 佐々木　仁胡(6) 慶応陸上クラブ

ｵｶﾞﾜﾗ  ﾓﾓｶ 富　山

5 23 小河原　百香(6) A.C.TOYAMA Jr.

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 富　山

6 129 高橋　夏姫(6) 慶応陸上クラブ

ﾐｽﾞｼﾏ ｱｶﾘ 富　山

7 114 水島　彩花璃(6) 下新川郡陸協

ｼﾐｽﾞ ﾐｵ 富　山

8 8 清水　美旺(5) 慶応陸上クラブ



小学女子1000m

5月7日 09:45

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｸ 富　山 ｽﾅｶﾜ　ｱﾐ

1 26 松永　未来(4) A.C.TOYAMA Jr. 1 144 砂川　愛珠(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ．

ﾉﾑﾗ ﾏｵﾝ 富　山 ﾀﾆｸﾞﾁ  ｺﾑｷﾞ 富　山

2 33 野村　舞音(6) 立山ランラン 2 27 谷口　小麦(5) A.C.TOYAMA Jr.

ﾐｽﾞｶﾐ ｱｵｲ 富　山 ﾃﾂﾞｶ  ﾋﾅ 富　山

3 80 水上　碧李(4) Luxe 3 19 手塚　陽菜(5) A.C.TOYAMA Jr.

ﾅｶｻﾞｷ ﾘﾝｶ 富　山 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾅ 富　山

4 64 中﨑　琳華(4) 堀川小 4 73 川口　凛奈(3) 堀川小
ｼﾊﾞﾀ ｾﾅ 富　山 ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾕｳ 富　山

5 65 柴田　聖梛(4) 堀川小 5 25 松永　悠(6) A.C.TOYAMA Jr.

ｱﾝﾀﾞ　ｺｺﾅ ﾏｾ ﾕｲﾅ 富　山

6 140 按田　来奈(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 6 35 間瀬　有衣菜(6) 立山ランラン

ｲｲﾑﾛ ﾕﾅ 富　山 ｲﾜﾔﾏ  ｻｴ 富　山

7 28 飯室　優奈(6) 能町小学校 3:37.0 7 17 岩山　紗愛(5) A.C.TOYAMA Jr.

ｲﾉｸﾁ ｻｷ 富　山 ｳｴﾉ ｺｺｱ 富　山

8 135 井口　抄希(5) ふくみつＡＣ 8 30 上野　心碧(6) 立山ランラン

ﾋﾒﾉ ｶｵ 富　山 ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ 富　山

9 63 姫野　栞央(4) 堀川小 9 36 上野　白純(4) 立山ランラン

ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｽﾞﾎ ﾅｶｼﾏ ﾕﾗ 富　山

10 137 中川　柚穂(3) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 10 97 中嶋　優来(6) ふくのジュニア

ﾅｶｶﾞﾜ　ｾﾝﾘ ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒ 富　山

11 138 中川　千理(6) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 11 40 宮下　結愛(小5) 悟空アスリーツ

ｷﾀｶﾞﾜ　ｱｽﾞ ｶﾉｳ  ｺｺ 富　山

12 143 北川　杏純(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 12 22 加納　幸来(6) A.C.TOYAMA Jr.

ｲｼﾊﾗ　ﾉｱ ｳﾁﾀﾞ ﾊﾉﾝ 富　山

13 141 石原　望愛(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 13 31 内田　羽音(6) 立山ランラン

ｶﾒﾀﾆ　ﾕﾉ ｻｻｶﾜ  ﾒｲ 富　山

14 142 亀谷　友音(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 14 21 笹川　愛唯(6) A.C.TOYAMA Jr.

ﾅｶｶﾞﾜ　ｾﾝﾅ ﾅｶｼﾏ ｱﾝ 富　山

15 139 中川　千那(6) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 15 115 中島　杏(3) 黒部陸上スポ少

ｶﾈｼﾛ ﾚｲｶ 富　山

16 105 金城　怜花(5) ほたるいかAC

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



小学4年女子100m

5月7日 10:25

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

2 2

ｷｮｳﾀﾆ ｾｲｶ 富　山

3 117 京谷　星花(4) 戸出西部小 3
ｻｶﾀ ﾕｲﾅ 富　山 ｻｻｷ ﾛｶ 富　山

4 83 坂田　結菜(4) Luxe 4 11 佐々木　六花(4) 慶応陸上クラブ

ﾐｽﾞｶﾐ ｱｵｲ 富　山 ﾀｶﾀ ﾅﾂﾈ 富　山

5 80 水上　碧李(4) Luxe 5 133 高田　夏寧(4) ふくみつＡＣ

ﾋｻﾀﾞ ｱｻﾋ 富　山 ｵｷﾞｭｳ ｻｷ 富　山

6 38 久田　朝陽(4) 立山ランラン 6 37 荻生　咲希(4) 立山ランラン

ﾓﾘﾀ ﾚﾅ 富　山 ﾐｽﾞｶﾐ ｽｽﾞｶ 富　山

7 62 森田　怜那(4) 堀川小 7 76 水上　鈴夏(4) Luxe
ﾉｼﾞﾏ ﾏﾔ 富　山 ｻｴｷ ﾕﾒ 富　山

8 9 野島　万椰(4) 慶応陸上クラブ 8 125 佐伯　優芽(4) 慶応陸上クラブ

ﾉｼﾞﾏ ﾏﾔ 富　山 ｵｵﾉ ｿﾗﾉ 富　山

9 124 野島　万椰(4) 慶応陸上クラブ 9 49 大野　空埜(4) 富山JAC

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

3

ﾐｽﾞﾐｽﾞｶﾐ ﾌｳｶ 富　山

4 77 水上　楓夏(4) Luxe
ｻｻｷ ﾛｶ 富　山

5 126 佐々木　六花(4) 慶応陸上クラブ

ｻｴｷ ﾕﾒ 富　山

6 10 佐伯　優芽(4) 慶応陸上クラブ

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 富　山

7 136 長谷川　茉穂(4) ふくみつＡＣ

ｻｶｷ ｺﾊﾈ 富　山

8 85 坂木　湖羽(4) Luxe
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｸ 富　山

9 26 松永　未来(4) A.C.TOYAMA Jr.



小学5年女子100m

5月7日 10:50

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒ 富　山 ｱｵｷ ﾅﾅ 富　山

1 40 宮下　結愛(小5) 悟空アスリーツ 1 122 青木　菜南(5) 慶応陸上クラブ

ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾐ 富　山 ﾅｶﾔﾏ ｱｻｷ 富　山

2 131 藤田　玲美(5) ふくみつＡＣ 2 103 中山　朝貴(5) ほたるいかAC

ｱｵｷ ﾅﾅ 富　山 ﾃﾂﾞｶ  ﾋﾅ 富　山

3 7 青木　菜南(5) 慶応陸上クラブ 3 19 手塚　陽菜(5) A.C.TOYAMA Jr.

ﾅｶｼﾞﾝ ｶｺ 富　山 ﾀﾁﾞｶ ﾋｶﾘ 富　山

4 47 中陣　嘉子(5) 富山JAC 17.13 4 84 田近　光(5) Luxe
ｱﾝﾀﾞ　ｺｺﾅ ﾀｶﾀ ｱﾕﾐ 富　山

5 140 按田　来奈(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 5 60 高田　歩実(5) 堀川小
ﾋﾗﾓﾄ  ﾐｵﾝ 富　山 ｷﾀｶﾞﾜ　ｱｽﾞ

6 18 平本　美音(5) A.C.TOYAMA Jr. 6 143 北川　杏純(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ．

ｶﾜﾊﾗ ﾐｻｷ 富　山 ｶﾒﾀﾆ　ﾕﾉ

7 58 河原　美咲(5) 堀川小 7 142 亀谷　友音(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ．

ﾅｶﾞﾌ ﾋﾅﾉ 富　山 ｼﾐｽﾞ ﾐｵ 富　山

8 92 永生　日菜乃(5) ふくのジュニア 8 8 清水　美旺(5) 慶応陸上クラブ

ｼﾐｽﾞ ﾐｵ 富　山 ﾐｳﾗ ｱｵｲ 富　山

9 123 清水　美旺(5) 慶応陸上クラブ 9 61 三浦　葵(5) 堀川小

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｲﾜﾔﾏ  ｻｴ 富　山

1 17 岩山　紗愛(5) A.C.TOYAMA Jr. 1
ﾏﾂｼﾏ ﾘﾅ 富　山 ﾀｶｵｶ ｻﾁ 富　山

2 42 松島　吏奈(小5) 悟空アスリーツ 2 48 高岡　紗千(5) 富山JAC
ｵｵﾊｼ ｶﾉｺ 富　山 ﾀﾆｸﾞﾁ  ｺﾑｷﾞ 富　山

3 57 大橋　佳乃子(5) 堀川小 3 27 谷口　小麦(5) A.C.TOYAMA Jr.

ｽﾅｶﾜ　ｱﾐ ｻｲ ﾐｻﾄ 富　山

4 144 砂川　愛珠(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 4 81 齋　美咲登(5) Luxe
ﾀｶﾄﾞｲ ｽｽﾞﾉ 富　山 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾗ 富　山

5 132 高土居　涼乃(5) ふくみつＡＣ 5 59 柴田　優来(5) 堀川小
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾉﾝ 富　山 ｲｼﾊﾗ　ﾉｱ

6 102 中島　結音(5) ほたるいかAC 6 141 石原　望愛(5) 婦中ジュニアＡ．Ｃ．

ﾅﾙﾐ ｱﾔﾈ 富　山 ｲｹﾀﾞ ﾆｲﾅ 富　山

7 15 鳴海　絢音(5) A.C.TOYAMA Jr. 7 6 池田　新菜(5) 慶応陸上クラブ

ｲﾀﾔ  ﾆｺ 富　山 ﾊﾏﾉ ﾅﾂﾊ 富　山

8 16 板屋　和(5) A.C.TOYAMA Jr. 8 43 浜野　夏羽(小5) 悟空アスリーツ

ｲｹﾀﾞ ﾆｲﾅ 富　山 ﾌﾙﾉ ｺﾊﾙ 富　山

9 121 池田　新菜(5) 慶応陸上クラブ 9 104 古野　心晴(5) ほたるいかAC



小学6年女子100m

5月7日 11:20

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘﾐｲ 富　山 ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓｶ 富　山

1 95 得永　莉未衣(6) ふくのジュニア 1 118 下村　桃香(6) 慶応陸上クラブ

ｲｼﾀﾞ ﾕｱ 富　山 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾐ 富　山

2 113 石田　結愛(6) 下新川郡陸協 2 87 澤田　柚実(6) ラッキーメイツ

ｷｼ ﾐｵﾘ 富　山 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ 富　山

3 4 岸　美緒莉(6) 慶応陸上クラブ 3 52 山﨑　結(6) 堀川小
ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 富　山 ｵｲﾂﾞｷ ﾊﾅ 富　山

4 14 中村　真緒(6) 高岡ジュニア 14.3 4 46 老月　映南(6) 富山JAC 15.46
ｼﾌﾞﾔ  ｸﾙﾐ 富　山 ｱｲﾊﾞ ﾙｼﾞｭ 富　山

5 20 渋谷　くるみ(6) A.C.TOYAMA Jr. 5 82 愛場　月樹(6) Luxe
ｶﾄｳ ｱｵｲ 富　山 ﾀｶﾉ ｹｲ 富　山

6 98 加藤　蒼(6) ほたるいかAC 6 134 高野　景(6) ふくみつＡＣ

ﾅｶｶﾞﾜ　ｾﾝﾅ ﾏﾂ ﾕｳｶﾞ 富　山

7 139 中川　千那(6) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 7 1 松　優佳(6) クラブホップ

ﾋｻﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 富　山 ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾕｳ 富　山

8 34 久田　葉月(6) 立山ランラン 8 25 松永　悠(6) A.C.TOYAMA Jr.

ｳｻﾐ ﾘﾅ 富　山 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 富　山

9 53 宇佐美　莉奈(6) 堀川小 9 3 高橋　夏姫(6) 慶応陸上クラブ

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾐｽﾞﾉ ﾙﾘ 富　山 ｻｻｶﾜ  ﾒｲ 富　山

1 96 水野　琉梨(6) ふくのジュニア 1 21 笹川　愛唯(6) A.C.TOYAMA Jr.

ｽﾅﾀﾞ ﾕｲ 富　山 ｲｹﾀﾞ ｱﾚﾝ 富　山

2 112 砂田　結衣(6) 下新川郡陸協 2 54 池田　安蓮(6) 堀川小
ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 富　山 ｵｷﾞｭｳ ｱﾔｶ 富　山

3 129 高橋　夏姫(6) 慶応陸上クラブ 3 32 荻生　彩花(6) 立山ランラン

ｵｶﾞﾜﾗ  ﾓﾓｶ 富　山 ｶﾜﾑﾗ ﾐｶ 富　山

4 23 小河原　百香(6) A.C.TOYAMA Jr. 4 90 川村　美佳(6) 下関っ子 14.64
ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾊﾞ 富　山 ｳｴﾉ ﾐﾕｳ 富　山

5 50 中村　青葉(6) 堀川小 5 56 上野　美柚(6) 堀川小
ｽｽﾞｷ ｿﾉ 富　山 ﾎﾝｺﾞｳ ｱﾔﾉ 富　山

6 86 鈴木　想乃(6) ラッキーメイツ 6 44 本郷　綾乃(6) Ｔｅａｍ．Ｉ

ｻｺﾝ　ﾕﾘｱ ﾉﾀﾞ ｱｶﾘ 富　山

7 145 佐近　結理愛(6) 南加積小学校 7 100 野田　明香里(6) ほたるいかAC

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾅ 富　山 ｻｻｷ ﾆｺ 富　山

8 29 稲垣　羽七(6) 立山ランラン 8 120 佐々木　仁胡(6) 慶応陸上クラブ

ﾏｴﾀﾞ ﾕｱ 富　山 ﾖﾂｼﾏ ﾅﾂ 富　山

9 101 前田　悠葵(6) ほたるいかAC 9 89 四ツ嶋　なつ(6) ラッキーメイツ

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾏｾ ﾕｲﾅ 富　山 ｷｼ ﾐｵﾘ 富　山

1 35 間瀬　有衣菜(6) 立山ランラン 1 119 岸　美緒莉(6) 慶応陸上クラブ

ﾄﾞｳﾘﾝ ｺｱ 富　山 ｱﾀｸ ﾕｽﾞｷ 富　山

2 99 道林　胡朱(6) ほたるいかAC 2 93 安宅　柚稀(6) ふくのジュニア

ｲｼﾂﾞｷ ｺｳﾐ 富　山 ｼﾏﾉ ﾐｲﾅ 富　山

3 94 石附　幸美(6) ふくのジュニア 3 51 島野　心那(6) 堀川小
ﾉｼﾞﾘ ｱｽｶ 富　山 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｶﾘ 富　山

4 45 野尻　明日風(6) 富山JAC 16.07 4 114 水島　彩花璃(6) 下新川郡陸協

ｶﾉｳ  ｺｺ 富　山 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾎ 富　山

5 22 加納　幸来(6) A.C.TOYAMA Jr. 5 91 竹村　優穂(6) 下関っ子 15.34
ﾎﾝﾀﾞ ﾐｷ 富　山 ﾆｼｷﾄﾞ ﾐﾜ 富　山

6 88 本田　美姫(6) ラッキーメイツ 6 130 錦戸　心環(6) ふくみつＡＣ

ｻｻｷ ﾆｺ 富　山 ｵﾔﾄﾞﾏﾘ  ﾌｳ 富　山

7 5 佐々木　仁胡(6) 慶応陸上クラブ 7 24 親泊　風(6) A.C.TOYAMA Jr.

ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 富　山 ｷｮｳﾀﾆ ﾐｿﾗ 富　山

8 55 小川　栞奈(6) 堀川小 8 116 京谷　美空(6) 戸出西部小
ﾅｶｶﾞﾜ　ｾﾝﾘ ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓｶ 富　山

9 138 中川　千理(6) 婦中ジュニアＡ．Ｃ． 9 2 下村　桃香(6) 慶応陸上クラブ



小学3年女子100m

5月7日 11:55

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 富　山

2 2 107 小林　香絵(3) ほたるいかAC

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 富　山 ﾀｶﾀ ﾅﾙﾐ 富　山

3 128 中村　仁美(3) 慶応陸上クラブ 3 75 高田　成実(3) 堀川小
ｵｶﾞﾜ ｱｵｲ 富　山 ｻｶｸﾗ ｱﾔﾉ 富　山

4 74 小川　蒼央(3) 堀川小 4 68 坂倉　彩乃(3) 堀川小
ｻｴｷ ﾜｶﾅ 富　山 ﾔﾏﾓﾄ  ｱﾔﾅ 富　山

5 71 佐伯　和奏(3) 堀川小 5 70 山本　采奈(3) 堀川小
ｵｶﾓﾄ ｳﾕ 富　山 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｽﾞﾎ

6 67 岡本　うゆ(3) 堀川小 6 137 中川　柚穂(3) 婦中ジュニアＡ．Ｃ．

ﾏｷﾀ ﾉﾉﾅ 富　山 ﾅｶｼﾏ ｱﾝ 富　山

7 66 牧田　　　希菜(3) 堀川小 7 115 中島　杏(3) 黒部陸上スポ少

ｶﾅｷ ｼﾞｭﾘ 富　山 ｲﾅｶﾞｷ ｳﾀ 富　山

8 12 金木　樹里(3) 慶応陸上クラブ 8 39 稲垣　嬉多(3) 立山ランラン

ｱｻﾊﾀ ﾋﾅ 富　山 ﾐｽﾞﾏ ﾕﾘｺ 富　山

9 69 浅畑　光菜(3) 堀川小 9 79 水馬　優理子(3) Luxe

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

ｼｮｳﾏﾝ ｱｲﾙ 富　山

3 106 正満　愛瑠(3) ほたるいかAC

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 富　山

4 13 中村　仁美(3) 慶応陸上クラブ

ﾀﾆﾀﾞ ｱﾔｶ 富　山

5 78 谷田　綾香(3) Luxe
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾅ 富　山

6 73 川口　凛奈(3) 堀川小
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｲ 富　山

7 72 辻本　結(3) 堀川小
ｱﾘｻﾜ ﾕﾒ 富　山

8 41 有澤　優芽(小3) 悟空アスリーツ

ｶﾅｷ ｼﾞｭﾘ 富　山

9 127 金木　樹里(3) 慶応陸上クラブ



小学混合4X100mR

5月7日 12:30

2組

1組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 95 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼ (  ) 82 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ (  ) 50 ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾊﾞ
(  ) 110 ｸｻﾋﾞﾗｷ ﾊﾙｶ (  ) 90 ｶﾜﾑﾗ ﾐｶ (  ) 51 ｼﾏﾉ ﾐｲﾅ
(  ) 111 ﾎﾘｶﾜ ﾐｲﾅ (  ) 91 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾎ (  ) 46 ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ
(  ) 96 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｼ (  ) 83 ｶﾔﾊﾗ ｼﾘｭｳ (  ) 47 ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
(  ) 69 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾁ (  ) 55 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ (  ) 78 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵﾔ
(  ) 77 ﾐｽﾞﾐｽﾞｶﾐ ﾌｳｶ (  ) 56 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ (  ) 86 ｽｽﾞｷ ｿﾉ
(  ) 81 ｻｲ ﾐｻﾄ (  ) 57 ﾏﾂﾔﾏ ｿｵｼ (  ) 87 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾐ
(  ) 74 ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ (  ) 58 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅﾀ (  ) 79 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾄ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
(  ) 90 ｱﾗｷ ﾊﾙｷ (  ) 58 ｶﾜﾊﾗ ﾐｻｷ
(  ) 91 ﾐﾂｽﾞｶ ｿｳｳﾝ (  ) 59 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾗ
(  ) 92 ﾀﾆｶﾜ ﾀﾞｲｻｸ (  ) 60 ﾀｶﾀ ｱﾕﾐ
(  ) 102 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾉﾝ (  ) 61 ﾐｳﾗ ｱｵｲ
(  ) 103 ﾅｶﾔﾏ ｱｻｷ (  )
(  ) 104 ﾌﾙﾉ ｺﾊﾙ (  )
(  ) 105 ｶﾈｼﾛ ﾚｲｶ [  ]
[  ] [  ]

2組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 48 ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ (  ) 84 ｲｹﾀﾞ ｿｳﾀ (  ) 14 ﾀﾅｶ  ﾖｳｼﾞｭ
(  ) 49 ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾋﾛ (  ) 86 ｴﾀﾞ ﾊﾙﾀ (  ) 15 ｲﾄｳ ｿｳﾀ
(  ) 50 ｺｳﾉ ﾕｳﾏ (  ) 94 ｲｼﾂﾞｷ ｺｳﾐ (  ) 18 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ
(  ) 51 ﾀｶﾀ ｳﾀ (  ) 95 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘﾐｲ (  ) 20 ｼﾌﾞﾔ  ｸﾙﾐ
(  ) 52 ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾞｲ (  ) (  ) 23 ｵｶﾞﾜﾗ  ﾓﾓｶ
(  ) (  ) (  ) 24 ｵﾔﾄﾞﾏﾘ  ﾌｳ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
(  ) 68 ｼﾊﾞﾉ ｱｶｽ (  ) 108 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ (  ) 114 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ
(  ) 72 ｲｼﾏｻ ﾕｳﾄ (  ) 109 ﾌｼﾞﾉ ｱｵﾊﾞ (  ) 115 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛ
(  ) 76 ﾐｽﾞｶﾐ ｽｽﾞｶ (  ) 93 ｸﾛﾀﾞ ｺﾀﾛｳ (  ) 130 ﾆｼｷﾄﾞ ﾐﾜ
(  ) 82 ｱｲﾊﾞ ﾙｼﾞｭ (  ) 94 ﾅｶﾞﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ (  ) 131 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾐ
(  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  )
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
(  ) 52 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ (  ) 87 ﾔﾏﾓﾄ ｲｽﾞｷ
(  ) 53 ｳｻﾐ ﾘﾅ (  ) 88 ｶﾏﾅｶ ﾂﾊﾞｻ
(  ) 54 ｲｹﾀﾞ ｱﾚﾝ (  ) 89 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾋﾄ
(  ) 55 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ (  ) 98 ｶﾄｳ ｱｵｲ
(  ) 56 ｳｴﾉ ﾐﾕｳ (  ) 99 ﾄﾞｳﾘﾝ ｺｱ
(  ) (  ) 100 ﾉﾀﾞ ｱｶﾘ
[  ] (  ) 101 ﾏｴﾀﾞ ﾕｱ
[  ] [  ]

堀川　みいな(6)

中嶋　創士(6)

下関っ子(富　山)
山本　士(6)
川村　美佳(6)
竹村　優穂(6)
茅原　子龍(6)

堀川小A(富　山)
中村　青葉(6)
島野　心那(6)
佐藤　琉成(6)
坂井　一登(6)

LuxeB(富　山) ラッキーメイツ(富　山)

新庄北小B(富　山)
中嶋　航士(6)
草開　はるか(6)

五十嵐　那知(5)

水上　楓夏(4)
齋　美咲登(5)
吉本　蒼生(6)

堀川小D(富　山)
池田　翔太(5)
伊藤　雄大(5)
松山　想思(5)
宮本　陽向(5)

古野　心晴(5)
金城　怜花(5)

山口　碧也(6)
鈴木　想乃(6)
澤田　柚実(6)
嶋田　晃人(6)

ほたるいかACB(富　山)

荒木　晴喜(5)
堀川小E(富　山)

河原　美咲(5)
柴田　優来(5)
高田　歩実(5)
三浦　葵(5)

堀川小B(富　山)
田邉　宗士(6)
神代　直弘(6)

光塚　梢雲(5)
谷川　大朔(4)
中島　結音(5)
中山　朝貴(5)

河野　有真(6)
髙田　羽汰(6)
森田　航大(6)

ふくのジュニア(富　山)

池田　壮太(5)
江田　晴太(6)
石附　幸美(6)
得永　莉未衣(6)

A.C.TOYAMA Jr.(富　山)

田中　瑶樹(4)
伊藤　奏太(5)
林 　亮太(5)
渋谷　くるみ(6)

小河原　百香(6)

親泊　風(6)

LuxeA(富　山)
柴野　アカス(6)

石正　悠翔(4)
水上　鈴夏(4)
愛場　月樹(6)

新庄北小A(富　山)
青山　優希(6)
藤野　葵羽(6)
黒田　琥太郎(6)

永田　恵嗣郎(6)

ふくみつＡＣ(富　山)

森田　悠介(6)
中西　寛(5)
錦戸　心環(6)
藤田　玲美(5)

堀川小C(富　山)
山﨑　結(6)
宇佐美　莉奈(6)

池田　安蓮(6)
小川　栞奈(6)
上野　美柚(6)

野田　明香里(6)

前田　悠葵(6)

ほたるいかACA(富　山)

山本　泉稀(6)
鎌仲　翼(6)
圓山　瑛仁(6)
加藤　蒼(6)
道林　胡朱(6)


