
【開催日】 2016.7.3
【主催団体】 富山陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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/ 3 男子 長屋  匡起(6) 2:56.17 中野  景太(6) 3:07.56 南茂  侑汰(6) 3:07.93 舟瀬  壮馬(6) 3:09.04 阿閉  凌大(6) 3:12.03 高森  そら(7) 3:12.10 水井  航海(5) 3:12.28 石倉  陵羽(6) 3:13.08

１０００ｍ 中新川･立山ﾗﾝﾗﾝ GR 高岡市･下関 下新川･さみさと 富  山･A.C.TOYAMAJr. 富  山･山室中部 魚津市･魚津Jr 富  山･A.C.TOYAMAJr. 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ
 7/ 3   0.0 長坂  樹希(6) 13.09 柴田  晟那(6) 13.15 浅井  怜央(6) 13.85 山田  楓大(6) 13.98 西沢  琉生(6) 14.25 真木  陸希(6) 14.40 桂下  幸貴(6) 14.68 大窪    快(6) 16.21

８０ｍＨ 黒部市･黒部名水 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 射水市･大門AC 高岡市･NANJYO 小矢部･蟹谷 射水市･堀岡小学校 高岡市･東五位 南砺市･福野
 7/ 3 高木  克徳(6) 1.30 久保  風音(6) 1.30 長井  凛(6) 1.25 堀田  凌慈(6) 1.25 市野  天晴(6) 1.25 澤田  廉晶(6) 1.25 山本  孝太(6) 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 1.20

走高跳 富  山･宮野 下新川･さみさと 氷見市･比美乃江 黒部市･名水黒部 高岡市･成美 高岡市･下関 久保  海音(6) 下新川･さみさと
 7/ 3 青木  智弥(6) 4.70(-1.1) 篠原  玄(6) 4.49(-1.7) 梶原  廉(6) 4.41(-1.0) 池田  龍太(6) 4.37(-0.1) 村上  亮太(6) 4.34(+0.2) 松林  大貴(6) 4.27(-0.4) 藏田  康輔(6) 4.27(-0.5) 吉藤  永翔(6) 4.17(-0.7)

走幅跳 射水市･放生津 射水市･大島小学校 高岡市･福岡 砺波市･となみAC 砺波市･となみAC 高岡市･成美 高岡市･千鳥丘 砺波市･となみAC
 7/ 3  +0.6 吉倉  遼輔(5) 13.78 森木  悠太(5) 13.86 本田  想真(5) 13.94 竹田  龍一(5) 14.15 鉄村  一真(5) 14.29 辻  光陽(5) 14.30 鈴木  公貴(5) 14.38 谷本  晃輔(5) 14.55

５年  100m 富  山･熊野 砺波市･となみAC 南砺市･福光中部 富  山･堀川 高岡市･千鳥丘 小矢部･津沢 富  山･大久保 富  山･堀川
 7/ 3  +0.7 山本  嶺心(6) 12.92 笹村  咲斗(6) 13.05 鍋島  一星(6) 13.09 鎌田  陸利(6) 13.30 堀田  真裕(6) 高岡市･TEAM古府 13.49 澤谷  昌樹(6) 13.64 合田  紘輝(6) 13.73

６年  100m 富  山･老田ｸﾗﾌﾞ 南砺市･福野 富  山･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 富  山･山室 水島  健斗(6) 下新川･桃李 富  山･西田地方 富  山･月岡ｸﾗﾌﾞ
 7/ 3 澤木  翔陽(5) 14.33 市野  心晴(6) 14.40 松本  祥貴(6) 14.51 廣野  巧己(6) 14.67 奥村  洸(6) 15.08 池田  遥哉(6) 15.24 小倉  魁透(5) 15.37 堀田  大樹(6) 15.59

友好１００ｍ 富  山･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 高岡市･成美 富  山･蜷川 富  山･桜谷小学校 富  山･堀川 氷見市･比美乃江 黒部市･黒部名水 砺波市･となみAC
 7/ 3 辻  哲誠(6) 67.35 三野  文聖(6) 62.50 中勝  魁星(6) 58.27 伊藤  智也(6) 57.90 窪田  翔太(6) 56.62 清水  天太(6) 54.99 四柳  結雅(6) 54.89 澤村  伸成(6) 54.78

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 砺波市･となみAC 氷見市･速川 砺波市･となみAC 射水市･放生津 高岡市･東五位 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 富  山･宮野 中新川･上市中央AC
 7/ 3 堀川       52.37 古里AC       53.22 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       54.35 蜷川       54.71 熊野       54.73 桜谷小学校       55.20 富山中央       55.40 呉羽       55.93

４×１００ｍ 福島  雅広(6) 源  大成(6) 西川  永輝(6) 田中  良明(6) 酒谷  旺良(6) 坂井  七詩(6) 髙松  伶羽(6) 石山  紘貴(6)
西木戸  陽己(6) 小塚  拓人(6) 五十嵐  裕紀(6) 北浦  一樹(6) 馬渡  皓泰(6) 道下  光樹(6) 川井  絢貴(6) 今井  相太(6)
黒田  永都(6) 森  唯人(6) 折橋  巧也(6) 渡辺  葵斗(6) 山田  純平(6) 丸山  遼(6) 小川  遼也(6) 田尻  翼(6)
石田  康一郎(6) 野村  亮太(6) 大谷  徹郎(6) 黒田  健心(6) 川口  蒼太(6) 本木  絆就(6) 矢郷  ﾆｺﾙﾃﾘｰ(6) 石川  宗杜(6)



【開催日】 2016.7.3
【主催団体】 富山陸上競技協会 決勝記録一覧表

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/ 3 女子 阿部  楓愛(6) 3:09.32 斉藤  鈴菜(6) 3:16.08 山本  悠月(6) 3:19.36 柳瀬  花乃(6) 3:23.32 増田  百花(6) 3:23.52 大井  七菜子(6) 3:23.64 宮井  愛奈(6) 3:24.57 宮﨑  美樹(6) 3:26.74

１０００ｍ 富  山･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 富  山･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 砺波市･となみAC 富  山･船峅 高岡市･博労 富  山･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 砺波市･となみAC 南砺市･上平
 7/ 3  +0.2 開澤  蘭(6) 14.48 宮﨑  真央南(6) 14.82 古瀬  茉耶(6) 14.84 堀内  実稀(6) 14.84 平田  まりん(6) 14.85 長井  蘭生(6) 15.33 菓子井  心優(6) 15.56 畑  楓愛(6) 23.27

８０ｍＨ 黒部市･黒部名水 富  山･水橋中部小学校 南砺市･ふくのｼﾞｭﾆｱ 中新川･宮川AC 砺波市･となみAC 下新川･入善ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･下関 高岡市･定塚
 7/ 3 川崎  景子(6) 1.25 前田  埜杏(6) 1.25 馬場  結菜(6) 砺波市･となみAC 1.20

走高跳 黒部市･黒部名水 富  山･A.C.TOYAMAJr. 上田  来幸(6) 砺波市･となみAC
西川  采羽(5) 富  山･寒江
地田  晴菜(6) 富  山･鵜坂
小田島 唯(6) 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ
羽岡  依純(6) 高岡市･NOMURA

 7/ 3 金井  雪乃(6) 4.65(+1.9) 大森  美憂(6) 4.15(0.0) 高橋  李奈(6) 4.09(+1.5) 髙島  ひかる(6)4.05(-1.6) 山本  茉莉(6) 4.00(-1.1) 髙田  乃衣(6) 4.00(+0.3) 川田  舞衣(6) 3.97(-0.3) 辻榮  春菜(6) 3.96(+0.5)
走幅跳 富  山･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 富  山･柳町 高岡市･戸出西部 下新川･あさひ野 砺波市･となみAC 射水市･放生津 黒部市･黒部名水 黒部市･黒部名水

 7/ 3  +0.3 寺島  千陽(5) 14.35 石倉  萌楓(5) 14.48 林  桜(5) 14.54 川腰  李華(5) 14.63 吉尾  彩(5) 14.70 中平  雫葉(5) 14.73 吉崎  夢叶(5) 14.79 五嶋  理子(5) 15.07
５年  100m 高岡市･川原 射水市･新湊小学校 魚津市･魚津Jr 富  山･新庄北ｸﾗﾌﾞ 南砺市･福光ｼﾞｭﾆｱAC 富  山･堀川 富  山･蜷川 南砺市･ふくのｼﾞｭﾆｱ

 7/ 3  +1.3 村井  凜々(6) 13.55 上嶋  悠花(6) 13.80 本郷  結羽(6) 13.96 中村  美南(6) 14.01 土井  日葵(6) 14.06 水口  歩実(6) 14.17 堀田  瑞紀(6) 14.42 広上  咲来(6) 14.45
６年  100m 富  山･富山JAC 砺波市･となみAC 富  山･鵜坂 富  山･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 富  山･新庄ｼﾞｭﾆｱ 砺波市･となみAC 砺波市･となみAC 高岡市･TEAM古府

 7/ 3 上田  芽生(6) 14.68 田村  優奈(6) 14.77 横川  陽夏羽(6) 15.73 渡邊  愛奏(6) 高岡市･下関 15.79 飯原  佳那(6) 15.80 針山  凜(6) 15.96 津島  珠乙(6) 15.99
友好１００ｍ 富  山･堀川 富  山･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 砺波市･となみAC 川端  悠花(5) 富  山･ﾗｯｷｰﾒｲﾂB 富  山･速星AC 高岡市･MAKINO 砺波市･となみAC

 7/ 3 中林  風馨(6) 50.67 高桑  衣紗(6) 46.22 谷  希美(6) 45.02 谷口  夏菜(6) 43.55 小松  夢和(6) 43.10 原野  柚希(6) 42.79 大森  野乃子(6) 42.70 西川  楓華(6) 42.27
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 黒部市･黒部名水 南砺市･井波 中新川･上市中央AC 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 中新川･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 砺波市･となみAC 射水市･放生津 氷見市･朝日丘

 7/ 3 堀川       54.00 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       55.02 蜷川       56.98 魚津Jr       57.01 NOMURA       57.09 横田       57.51 立山ﾗﾝﾗﾝ       57.85 萩浦ｼﾞｭﾆｱ       58.34
４×１００ｍ 平井  梨恵(6) 荒木  佑理愛(6) 川上  瑞季(5) 谷越  桜子(6) 林    心菜(6) 水谷  芽生(6) 西川  葵(5) 谷井  光莉(6)

嶌田  百那(6) 目代  梨紗(6) 田中  咲希(6) 岩田  唯良(6) 牧野  芳子(6) 杉本  はな(6) 石正  彩綾(6) 加藤  有彩奈(6)
村家  光咲(6) 後藤  吏璃(6) 北谷  早蓉(5) 大野  葉月(6) 藤田  遥香(6) 秋山  きらら(6) 佐伯  遥菜(6) 山﨑  彩菜(6)
西村  充夏(6) 樽本  万莉(6) 佐藤  未空(6) 建部  さくら(6) 澤川  優奈(6) 大橋  聖香(6) 堀田  望天(6) 竹内  理恵(6)
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