
No.1

陸協 富山陸協 コード 16 競技会名 コード 16170007 審判長

主催団体 競技場名 コード 172030 記録主任

 06/25 男子 決勝 +2.4m 1 林    直人 富山高専教員 11秒65 2 滝川祐一郎 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 11秒69 3 左近  誠司 不二越 11秒91 4 細岡  翔平 ＹＫＫ 11秒92
100m

5 中田  大介 A.C.TOYAMA 11秒92 6 岩井  広樹 A.C.TOYAMA 11秒97 数井  茂行 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 欠場 安田  典史 富山ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱｻｰﾋﾞｽ 欠場

 06/25 男子 決勝 1 滝川祐一郎 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 54秒12 2 林    直人 富山高専教員 54秒17 3 安井  寿希 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 55秒49 4 原井  拓実 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 56秒81
400m

5 岸岡  昇吾 福岡A.C 59秒06

 06/25 男子 決勝 1 太田  清史 ＹＫＫ 4分01秒73 2 後沢  広大 ＹＫＫ 4分05秒63 3 山田  直弘 ＹＫＫ 4分07秒24 4 石倉  昌和 魚津市体育協会 4分11秒13
1500m

5 原井  拓実 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 4分12秒43 6 今    正徳 万葉健友会 4分29秒21 7 安井  寿希 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 4分44秒49 四方田知浩 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 欠場

 06/25 男子 決勝 1 ｱﾚｯｸｽ ﾑﾜﾝｷ ＹＫＫ 14分08秒23 2 及川  佑太 ＹＫＫ 14分30秒83 3 山本  拓巳 ＹＫＫ 14分30秒89 4 樋本  芳弘 ＹＫＫ 14分31秒03
5000m 大会新

5 後沢  広大 ＹＫＫ 14分39秒26 6 山田  直弘 ＹＫＫ 14分39秒42 7 末上  哲平 ＹＫＫ 14分39秒70 8 竹本  紘希 ＹＫＫ 14分42秒89

 06/25 男子 決勝 +2.6m 1 船川  英伸 A.C.TOYAMA 16秒58 2 成瀬  陽三 A.C.TOYAMA 18秒14
110mH[1.067m/9.14m]

 06/25 男子 決勝 +1.5m 1 吉崎    守 MC吉崎 11秒93 2 徳田  勝大 北陸電力 11秒99 3 安田  典史 富山ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱｻｰﾋﾞｽ 12秒12 4 竹内    勧 福岡A.C 12秒36
40歳以上100m

5 数井  茂行 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 12秒39 6 木下  隆行 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 12秒42 7 米田  英史 北陸電力 13秒03 氷見  和人 福岡A.C 欠場

 06/25 男子 決勝 1 稲塚  昌樹 北陸電力 10分31秒30 2 山中  勝也 富山大職員 11分43秒60
40歳以上3000m

県出場 稲塚  昌樹 北陸電力 山中  勝也 富山大職員

 06/25 男子 決勝 1 新木  祐太 A.C.TOYAMA 6m05 2 林    直人 富山高専教員 5m81
走幅跳 +2.0m +1.6m

 06/25 男子 決勝 新木  祐太 A.C.TOYAMA 12m82
三段跳 +0.6m

 06/25 男子 決勝 1 山本  純貴 ＹＫＫ 63m33
やり投[800g]

 06/25 オープン 1 可西  光珠 佛教大学（OP） 38m36
やり投[800g] オープン

 06/25 男子 決勝 1 山本  純貴 ＹＫＫ 13m41
砲丸投[7.260kg]

 06/25 オープン 1 竹内  漱太 富山大（OP） 11m18
砲丸投[7.260kg] オープン

 06/25 男子 決勝 中田  大介 木下  隆行
4×100mR 1 新木  祐太 A.C.TOYAMA 47秒94 2 安井  寿希 大沢野陸上ｸﾗﾌﾞ 52秒04

成瀬  陽三 四方田知浩
岩井  広樹 原井  拓実

 06/25 女子 決勝 +1.8m 1 坂口ありさ JIYUU陸上ｸﾗﾌﾞ 13秒38 2 池田  美貴 A.C.TOYAMA 13秒41
100m

 06/25 女子 決勝 1 笹島  亜美 ＹＫＫ 1分08秒82
400m

 06/25 女子 決勝 1 坂口ありさ JIYUU陸上ｸﾗﾌﾞ 4m49
走幅跳 +2.0m

 06/25 女子 決勝 1 池田  美貴 A.C.TOYAMA 10m65(+4.6m)

三段跳 公10m52(+2.0m)

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第45回富山県実業団陸上競技選手権大会 朝野 勝行

富山実業団陸上競技連盟 魚津桃山運動公園陸上競技場 阿部 靖
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No.2

陸協 富山陸協 コード 16 競技会名 コード 16170007 審判長

主催団体 競技場名 コード 172030 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第45回富山県実業団陸上競技選手権大会 朝野 勝行

富山実業団陸上競技連盟 魚津桃山運動公園陸上競技場 阿部 靖

日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 記録所属 記録
順
位

競技者名

 06/25 中学生男子 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 成瀬    樹 魚津東部中 9分17秒90 2 藤田  健人 A.C.TOYAMA Jr. 9分33秒26 3 石﨑  陽来 城端中 9分37秒51 4 中松    大 大沢野中 9分47秒22
3000m

5 荒木  鷹人 城端中 9分47秒35 6 中嶋  啓太 富山南部中 9分47秒62 7 加藤  誠士 大沢野中 9分48秒59 8 稲塚  大祐 城端中 9分48秒80

 06/25 中学生女子 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 東海  京蘭 魚津東部中 4分53秒73 2 谷口  知穂 A.C.TOYAMA Jr. 4分54秒70 3 伊東すみれ 魚津東部中 5分00秒31 4 城川  紗弥 城山中 5分03秒28
1500m

5 松木  萌結 大沢野中 5分07秒52 6 稲塚  麻衣 城端中 5分08秒48 7 加藤    栞 大沢野中 5分08秒61 8 恒川  知優 婦中ｼﾞｭﾆｱ 5分09秒41


