
競技開始時間 種目 召集開始 招集完了

たすきリレー（女子） １組
たすきリレー（男子） １組

９：４０～ 1200mクロスカントリー（女子） １組 9:10 9:20

９：５０～ 1200mクロスカントリー（男子） ２組 1組9：20 1組9：30

2組9：25 2組9：35

１０：１０～ １００ｍ（６年生女子） １０組 1～3組9：40 １～3組9：50

4～6組9：45 4～6組9：55

7～10組9：50 7～10組10：00

１０：５０～ １００ｍ（６年生男子） １０組 1～3組10：20 １～3組10：30

4～6組10：25 4～6組10：35

7～10組10：30 7～10組10：40

１１：３０～ １００ｍ（５年生女子） １１組 1～3組11：00 １～3組11：10

4～6組11：05 4～6組11：15

7～9組11：10 7～9組11：20

10～11組11：15 10～11組11：25

１２：１５～ １００ｍ（５年生男子） １０組 1～3組11：45 １～3組11：55

4～6組11：50 4～6組12：00

7～10組11：55 7～10組12：05

１２：５５～ １００ｍ（4年生女子） ８組 1～3組12：25 １～3組12：35

4～6組12：30 4～6組12：40

7～8組12：35 7～8組12：45

１３：３０～ １００ｍ（4年生男子） ７組 1～3組13：00 １～3組13：10

4～7組13：05 4～7組13：15

１４：１０～ 4×１００ｍリレー（女子） ４組 1～2組13：40 1～2組13：50

3～4組13：45 3～4組13：55

１４：３０～ 4×１００ｍリレー（男子） ４組 1～2組14：00 1～2組14：10

3～4組14：05 3～4組14：15

１４：５０～ 4×１００ｍリレー（混合） ４組 1～2組14：20 1～2組14：30

3～４組14：25 3～４組14：35

１５：１０～ １００ｍ決勝(４年女子） １組 14:40 14:50

１５：１５～ １００ｍ決勝(４年男子） １組 14:45 14:55

１５：２０～ １００ｍ決勝(５年女子） １組 14:50 15:00

１５：２５～ １００ｍ決勝(５年男子） １組 14:55 15:05

１５：３０～ １００ｍ決勝(６年女子） １組 15:00 15:10

１５：３５～ １００ｍ決勝(６年男子） １組 15:05 15:15

２０２０年度富山県小学生秋季陸上競技交流大会　タイムテーブル

９：００～ 8:30 8:40
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１．競技規則 
  ２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則に準ずるが、児童である年齢を考慮した、教育的配慮の元に

競技を進行する。  
 
２．競技上の注意事項 

 １）スパイクシューズは使用してもよい（１００ｍ走と４×１００ｍＲのみ。スパイクピンは、オール

ウェザー用９ミリ以下のピンを使用する。土用（アンツーカー）のピンは使用できない。） 

 ２）素足での競技は禁止する。 

 ３）リレー競走におけるテイク・オーバーゾーンは、基準点から手前２０ｍから後ろ１０ｍの合計３０  

ｍとする。テイク・オーバーゾーン外から走り出してはならず、ゾーンの中でスタートしなければ 

ならない。  

 ４）スタートは、クラウチングスタートのみとし、スタンディングスタートは認めない。（スターティ

ングブロックは使用しなくても構わない。） 

  ５）スタート時のフライングについては、１人２回のフライングで失格とする。失格となった競技者は

オープンとして引き続きレースに参加させる。（順位には含めない。） 

６）スタートの合図は、イングリッシュ・コールとする。 

７）競技はタイムレースで行う。タイムレースによって順位を決定する。１００ｍのみ８名で決勝レー 

スを行う。 

８）４×１００ｍＲおよび４×１２００ｍＲの走順は、申し込みの時点で１走から順に記入する。変更

のある場合のみ所定の用紙（事前に富山県陸協ホームページアップする）に記入し、大会当日受付

時に大会本部（地下放送室）へ提出する。  

９）リレーで使用するマーカーは、各チームで用意する。各走者が使用できるマーカーは１つとする。

レース後、次走者のつけたマーカーを必ずはずすこと。 

１０）４×１２００ｍＲおよび１２００ｍクロスカントリーレースは、競技場外の富山県総合運動公園内

特設コースを用いて行う。 

１１）１００ｍ走において、同タイムの場合は写真判定装置で1000分の1秒まで読み取り順位をつける。

1000分の1秒まで同タイムの場合は、抽選によって決勝レース進出を決める。 

１２）招集場所は第２ゲートとし、選手は必ずマスクを着用する。招集開始時刻前に集まることはせず、

時間を厳守する。 
 
３．その他 

１）大会中のけがについては、応急処置のみ対応する。また、出場選手全員に１日スポーツ傷害保険を

かける。 

２）ナンバーカード、腰ナンバーカードは主催者側で用意し、当日受付にて配付する。 

３）各種目３位までは賞状・メダルを、４位～８位までは賞状を渡す。賞状、メダルについては地下 1

階ロビーに種目ごとに準備しておくので、各自持ち帰る。 

４）審判協力員は、８時に会議室①（地下１階）に集合し、打ち合わせを行う。 

５）競技結果については、場内に掲示せず随時ＨＰに掲載していく。ＨＰアドレスについては、当日会

場にて公開する。 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策として＞ 

・開門時刻は７時３０分とし、正面スタンド側のゲートのみを開放する。 

・入場の際に検温を行い氏名、住所、電話番号を主催者に提出する。再入場券を付与するので、再入場

する際は、必ず係員に掲示する。 

・チーム代表者は、朝必ず選手の健康観察を行い、８時３０分までに１階コンコースで受付を行う。 

・参加選手は、新型コロナウイルス感染症についての体調管理シートを提出する。

・雨天時のウオーミングアップは各チームが譲り合い、できるだけ３密を回避する。 

・選手、指導者以外は雨天走路の立ち入りを禁止とする。 

・タスキリレー、1200m クロスカントリー競技の沿道での応援は、禁止とする。競技場内の大型表示板
にレースの様子を表示するため、競技場内で観戦する。 

・閉会式は行わないため、競技終了後はできるだけ速やかな帰宅を心掛ける。 

・大会前１週間以内に発熱、だるさ、嗅覚・味覚に異常があるなどの症状があった選手は、決して出場

させない。 

・大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た場合は、必ず富山陸協事務局及

び富山県総合運動公園陸上競技場に連絡する。 

・大会主催者は、参加者、チーム関係者、競技運営関係者の感染に関するいかなる責任も負わない。 

 

 

－ 2－



１．競技規則 
  ２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則に準ずるが、児童である年齢を考慮した、教育的配慮の元に

競技を進行する。  
 
２．競技上の注意事項 

 １）スパイクシューズは使用してもよい（１００ｍ走と４×１００ｍＲのみ。スパイクピンは、オール

ウェザー用９ミリ以下のピンを使用する。土用（アンツーカー）のピンは使用できない。） 

 ２）素足での競技は禁止する。 

 ３）リレー競走におけるテイク・オーバーゾーンは、基準点から手前２０ｍから後ろ１０ｍの合計３０  

ｍとする。テイク・オーバーゾーン外から走り出してはならず、ゾーンの中でスタートしなければ 

ならない。  

 ４）スタートは、クラウチングスタートのみとし、スタンディングスタートは認めない。（スターティ

ングブロックは使用しなくても構わない。） 

  ５）スタート時のフライングについては、１人２回のフライングで失格とする。失格となった競技者は

オープンとして引き続きレースに参加させる。（順位には含めない。） 

６）スタートの合図は、イングリッシュ・コールとする。 

７）競技はタイムレースで行う。タイムレースによって順位を決定する。１００ｍのみ８名で決勝レー 

スを行う。 

８）４×１００ｍＲおよび４×１２００ｍＲの走順は、申し込みの時点で１走から順に記入する。変更

のある場合のみ所定の用紙（事前に富山県陸協ホームページアップする）に記入し、大会当日受付

時に大会本部（地下放送室）へ提出する。  

９）リレーで使用するマーカーは、各チームで用意する。各走者が使用できるマーカーは１つとする。

レース後、次走者のつけたマーカーを必ずはずすこと。 

１０）４×１２００ｍＲおよび１２００ｍクロスカントリーレースは、競技場外の富山県総合運動公園内

特設コースを用いて行う。 

１１）１００ｍ走において、同タイムの場合は写真判定装置で1000分の1秒まで読み取り順位をつける。

1000分の1秒まで同タイムの場合は、抽選によって決勝レース進出を決める。 

１２）招集場所は第２ゲートとし、選手は必ずマスクを着用する。招集開始時刻前に集まることはせず、

時間を厳守する。 
 
３．その他 

１）大会中のけがについては、応急処置のみ対応する。また、出場選手全員に１日スポーツ傷害保険を

かける。 

２）ナンバーカード、腰ナンバーカードは主催者側で用意し、当日受付にて配付する。 

３）各種目３位までは賞状・メダルを、４位～８位までは賞状を渡す。賞状、メダルについては地下 1

階ロビーに種目ごとに準備しておくので、各自持ち帰る。 

４）審判協力員は、８時に会議室①（地下１階）に集合し、打ち合わせを行う。 

５）競技結果については、場内に掲示せず随時ＨＰに掲載していく。ＨＰアドレスについては、当日会

場にて公開する。 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策として＞ 

・開門時刻は７時３０分とし、正面スタンド側のゲートのみを開放する。 

・入場の際に検温を行い氏名、住所、電話番号を主催者に提出する。再入場券を付与するので、再入場

する際は、必ず係員に掲示する。 

・チーム代表者は、朝必ず選手の健康観察を行い、８時３０分までに１階コンコースで受付を行う。 

・参加選手は、新型コロナウイルス感染症についての体調管理シートを提出する。

・雨天時のウオーミングアップは各チームが譲り合い、できるだけ３密を回避する。 

・選手、指導者以外は雨天走路の立ち入りを禁止とする。 

・タスキリレー、1200m クロスカントリー競技の沿道での応援は、禁止とする。競技場内の大型表示板
にレースの様子を表示するため、競技場内で観戦する。 

・閉会式は行わないため、競技終了後はできるだけ速やかな帰宅を心掛ける。 

・大会前１週間以内に発熱、だるさ、嗅覚・味覚に異常があるなどの症状があった選手は、決して出場

させない。 

・大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た場合は、必ず富山陸協事務局及

び富山県総合運動公園陸上競技場に連絡する。 

・大会主催者は、参加者、チーム関係者、競技運営関係者の感染に関するいかなる責任も負わない。 

 

 

た
す
き
リ
レ
ー
・
12
00
ｍ
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
コ
ー
ス
図

－ 3－



大 会 役 員
野上 浩太郎

荒木 正志 川岸 利光 川島 茂

顧 問 伍嶋 二美男 森野 泰夫 北川 鉄人

参 与 米山 隆 橋本 隆 老月 守 笹林 一樹

今堀 俊彦 山口 和彦 田中 宏育 五十里 親良

伊藤 政博 中島 昌之 石川 道範 二川 清

齋藤 喜八郎 中川 忠昭 永森 忠志 金森 勝

能登 忠之 榊 泰晴 峠 幸道 荒井 勇

井上 孝

太田 登

安井 末吉 村山 和夫

委 員 橘 一代 高田 友子 水原 豊

宮島 秋子 鏑木 龍太郎 山田 俊哉 山本 邦彦

田畑 力也 赤井 章 浜岡 次郎 大石 茂和

渡辺 久雄 小林 慎一 荒俣 範一 澁谷 一男

久保 純児 吉江 智晴 津川 俊雄

宮脇 範純 越後 俊朗 福島 洋樹 大懸 誠愉

阿部  靖 夏野 義一

和田 真幸 稲葉 茂 秋盛 勇 大門 秀司

田部 大輔

総務 太田  登
総務員 安井 末吉 村山 和夫 丸箸 兆延（医師）    前原 五輪雄

田部 大輔 大門 秀司
技術総務 四方田 春樹
ジュリー 川島 茂 嶋田 利隆 新中  隆志 酒井 辰男

 
競技進行員 (主) 片岡  英史
アナウンサー (主) 荒俣 範一 加藤 由莉 野口 卓成
大型表示盤係 (主) 小池 義廣 畔田 博 本多 剣五 中島 心 宮崎 旬平

島崎 裕一
記録兼番組編成員 (主) 柿沢  祐介 浦田 幹子 平川 和幸 湯浅 亮

宮前 仁
医務係 高重記念クリニック
競技者係 (主) 中林    寛 柳瀬  和昭 柳瀬 美子 荒木 康光 中山 隆博

大石 喜八 和仁 正勝
報道係 (主) 伊東 努 稲葉 茂
役員兼補助員係 (主) 夏野 義一 小林 慎一 柳原 紀代美 吉岡 慎一 野尻 順子
庶務係 (主) 阿部  靖 若林 景子 橘 一代 堀田 恵子 秋盛 勇

新多 勝 古木 大介 森 友紀
表彰係 (主) 澤井 匠 小林 和子
マーシャル (主) 猪島  裕永 古井 章 生駒 さち子 前田 真由美 森永 真美

志村 芙美江 川崎 令子
公式計測員 和田 真幸
風力計測員 (主) 大場 勝一 松田 憲和 古野 栄司 澤田 正幸
決勝・計時員 (主) 中島    進 鵜野  幸男 山本  隆義 上出  忠久 新田 広司
兼周回記録員 藤岡 俊太郎 北山 豊
写真判定員 (主) 小林  昭博 鈴木 信也 伊藤 靖 加藤 正 高柳 優也

栁瀬 明 加藤 伸司 元尾 海渡
監察員 (主) 稲垣  朝夫 馬場 公男 柿岡 弘之 中井  規一 三輪 磨須夫

堀田 真司 竹村  信一 安田    清 岩佐 文男 石川  道範
能登 忠之 中島 大加志

スターター (主) 林  直人 嘉藤 久勝 原 章洋 岡本 宏一 島 菊乃
唐島田ほたる 橘　　直

出発係 (主) 津根 憲正 舟木  充新 豊岡 成義 川合  拓也
鏑木 龍太郎 竹林 俊樹

衣類運搬 (主) 渋谷 一男 田中 智也

※ 参加チームより各一名協力員が出ます。（約５０名程度予定）

（招集所）   笠原 寿人(スタート)

競 技 役 員
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島崎 裕一
記録兼番組編成員 (主) 柿沢  祐介 浦田 幹子 平川 和幸 湯浅 亮

宮前 仁
医務係 高重記念クリニック
競技者係 (主) 中林    寛 柳瀬  和昭 柳瀬 美子 荒木 康光 中山 隆博

大石 喜八 和仁 正勝
報道係 (主) 伊東 努 稲葉 茂
役員兼補助員係 (主) 夏野 義一 小林 慎一 柳原 紀代美 吉岡 慎一 野尻 順子
庶務係 (主) 阿部  靖 若林 景子 橘 一代 堀田 恵子 秋盛 勇

新多 勝 古木 大介 森 友紀
表彰係 (主) 澤井 匠 小林 和子
マーシャル (主) 猪島  裕永 古井 章 生駒 さち子 前田 真由美 森永 真美

志村 芙美江 川崎 令子
公式計測員 和田 真幸
風力計測員 (主) 大場 勝一 松田 憲和 古野 栄司 澤田 正幸
決勝・計時員 (主) 中島    進 鵜野  幸男 山本  隆義 上出  忠久 新田 広司
兼周回記録員 藤岡 俊太郎 北山 豊
写真判定員 (主) 小林  昭博 鈴木 信也 伊藤 靖 加藤 正 高柳 優也

栁瀬 明 加藤 伸司 元尾 海渡
監察員 (主) 稲垣  朝夫 馬場 公男 柿岡 弘之 中井  規一 三輪 磨須夫

堀田 真司 竹村  信一 安田    清 岩佐 文男 石川  道範
能登 忠之 中島 大加志

スターター (主) 林  直人 嘉藤 久勝 原 章洋 岡本 宏一 島 菊乃
唐島田ほたる 橘　　直

出発係 (主) 津根 憲正 舟木  充新 豊岡 成義 川合  拓也
鏑木 龍太郎 竹林 俊樹

衣類運搬 (主) 渋谷 一男 田中 智也

※ 参加チームより各一名協力員が出ます。（約５０名程度予定）

（招集所）   笠原 寿人(スタート)

競 技 役 員

－ 5－



小学４年男子100m

10月11日 13:30 予　選
10月11日 15:15 決　勝

予　選　7組0着＋8

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

ｼｮｳﾜ ｱｲﾙ 富　山

1小南川堀)4(琉愛　和正7431
山　富ﾔｵｱ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ｷｼﾖ ﾔｵｵ

2 202 大屋　良貴(4) 富山中央ＦＣ 2 253 山口　碧也(4) ラッキーメイツ

山　富ﾛﾋｶﾀ ﾉｵｱ山　富ﾀｳﾕ ﾄﾓﾂﾏ

733小田豊)4(太悠　本松7723 青野　　高大(4) 速星小
山　富ｲﾞﾀｳｺ ｶﾅﾀ山　富ｷﾞｽｲ ﾄﾓﾏﾔ

4 185 山本　泉稀(4) ほたるいかAC 4 307 田中　煌大(4) 八幡小学校
山　富ｷｳｮｼ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ｼﾄﾋ ﾂﾏﾃﾀ

00.71小条南)4(輝将　口山165校学小橋舟)4(仁　松立1425
山　富ﾄｵﾅ ﾄﾓﾞｷｽ山　富ﾏｳｮﾘ ｲﾗﾑ

91.71小町能)4(都直　本杉26小園芝)4(真涼　井村4216
山　富ﾄﾙﾊ ﾆﾀｶﾅ山　富ﾙｹｶ ﾀﾐﾄ

7 249 富田　翔琉(4) ラッキーメイツ 7 204 中谷　遥斗(4) 富山中央ＦＣ

山　富ｲﾞﾀｳｺ ﾀﾘﾓ山　富ﾀﾝｶ ｼﾔﾞﾊｶﾅ

8 312 中林　幹太(4) クラブホップ 8 234 森田　航大(4) 堀川小
山　富ｳｮﾘ ﾞﾀﾏﾊ山　富ﾞｼﾝｶ ｲｶｻ

小田豊)4(亮　田濵1829校学小関下)4(司寛　井酒5529

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
山　富ﾀｳｺ ﾆﾀﾝｼ山　富ｲｾｲﾀ ｲﾞﾄ

小園芝)4(太滉　谷新7212小田豊)4(聖大　井土2822
山　富ｳﾛﾀｳｮｼ ﾏﾔﾁｳ山　富ｳｮﾞｼ ﾄｵﾁﾐ

3 190 道音　丈(4) 滑川ジュニア 3 149 内山　翔太郎(4) 堀川南小
山　富ﾗｿ ｷﾜｻﾏ山　富ﾄｸﾘ ﾀﾞﾊｵ

小田豊)4(空　脇正9724小部西橋水)4(斗陸　幡小7314
山　富ﾄﾅｶ ﾄﾓﾂﾏ山　富ｹｽｳｿ ﾗﾊﾞｷﾅﾔ

5 86 柳原　壮助(4) A.C.TOYAMA Jr. 5 242 松本　佳凪斗(4) 舟橋小学校
山　富ﾄｷｱ ﾞﾀﾏｼ山　富ｲｾﾝｹ ﾞﾀｲｲ

)4(人晃　田嶋2526小園芝)4(成健　田飯9216 ラッキーメイツ

山　富ﾀｳﾕ ﾄﾓｷｱ山　富ｳﾕ ﾞｶﾅﾂﾏ

7 1 松長　佑(4) 能町小 17.00 7 4 秋元　優汰(4) 能町小 15.98
山　富ﾀｲｹ ﾗﾊｲ山　富ﾄﾅﾏ ﾐﾞｶﾉ

8 201 野上　真叶(4) 富山中央ＦＣ 8 36 飯原　　啓太(4) 速星小
山　富ﾗｷｱ ﾁｳｹﾀ山　富ﾅｲｶ ｶｵｵｼ

)4(翠　内竹3029小南川堀)4(那快　岡塩7419 富山中央ＦＣ

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

1 1
山　富ｷｳｺ ﾞﾀｶｵ山　富ﾔｳﾄ ｶｻﾛｸ

2 166 黒坂　橙椰(4) 高岡ジュニア 2 148 岡田　晄希(4) 堀川南小
山　富ﾛﾋｶﾀ ｵﾗﾑ山　富ﾄｸﾞｶ ｷｾ

3 311 関　学跳(4) クラブホップ 3 128 村尾　貴祐(4) 芝園小
山　富ﾘﾉﾐ ｷｻﾅｶ山　富ｳﾕｲﾕ ｳｭｼ

小田豊)4(稔　崎金8724小川堀)4(佑禹　周5324
山　富ﾄｲｴ ｳﾄｶ山　富ｸﾊｺ ﾞﾊﾅﾌ

5 39 舟場　　琥珀(4) 小浦萩)4(人瑛　藤加345小星速
山　富ｶﾀｼﾖ ﾗﾞｸｵ山　富ｳﾛﾀｺ ﾜﾞｶｶﾅ

6 108 中川　琥太郎(4) CAJ山富)4(高嘉　倉小1436小崎黒浜
山　富ｹｽﾉｳｭﾘ ｼﾆ山　富ｳｮｼ ﾗﾊﾓｺ

小陽光)4(介ノ龍　西9517小田豊)4(翔　原菰6727
山　富ﾏﾞｽｶ ｲﾅｶ山　富ﾐｸﾀ ﾞﾀﾁｳ

8 251 内田　巧海(4) ラッキーメイツ 8 313 金井　一馬(4) クラブホップ

山　富ｷﾂﾐ ﾞﾀｴ山　富ｹｽｳﾕ ﾘﾎ

42.71小町能)4(希充　田江39小園芝)4(佑悠　堀5219

－ 6－



小学４年男子100m

10月11日 13:30 予　選
10月11日 15:15 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 富　山

2 131 高橋　啓悟(4) 芝園小
ﾀﾝｼﾞ ｱｷﾋﾄ 富　山

3 250 丹治　尭舜(4) ラッキーメイツ

ｲﾁｶﾜ ｺｳﾔ 富　山

4 136 市川　昊弥(4) 水橋西部小
ｶﾔﾊﾗ ｼﾘｭｳ 富　山

5 254 茅原　子龍(4) 下関小学校
ﾀﾅﾍﾞ ｿｳｼ 富　山

6 240 田邊　宗士(4) 堀川小
ｻｶｲ ｶｼﾞ 富　山

7 72 酒井　舵(4) はしろっと
ｷｸ ﾀｲｷ 富　山

8 310 菊　泰貴(4) 西田地方小
ｲﾁｲ ﾘｮｳﾀ 富　山

9 38 市井　　玲汰(4) 速星小

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

－ 7－



小学５年男子100m

10月11日 12:15 予　選
県小学生記録(KR)        13.19     山形　瑞規(下新川・浦山)              2003/7/2 勝　決 52:51 日11月016

予　選　10組0着＋8

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
山　富ｳｿ ﾜｻﾐ山　富ｳﾛﾀｲｾ ﾘﾓﾀｷ

1 142 北森　惺大郎(5) )5(颯　澤三6421小南川堀 ラッキーメイツ

山　富ﾄﾋﾙﾊ ｷﾞｻﾏﾔ山　富ﾜﾄ ﾞﾍﾅﾀﾜ

小浦萩)5(仁陽　崎山442小村野)5(和永　邉渡4122
山　富ﾄｺﾏ ﾗﾑｶﾅ山　富ﾔｳｿ ﾜｽ

3 6 須和　蒼也(5) 能町小 16.07 3 42 中村　純(5) 慶応陸上クラブ 15.86
山　富ﾞｶｳｮﾘ ﾁﾞｸﾜｶ山　富ﾀﾝｭｼ ﾞｽﾐｼ

2224小星速)5(太駿　水清924 川口　　凌岳(5) 堀川小
山　富ﾔﾝｼ ﾉｼﾆ山　富ｲｾｳﾖ ﾗﾊｶﾀ

5 330 高原　良成(5) 煌人ジュニア 5 145 西野　心也(5) 堀川南小
山　富ﾀｳｭﾘ ﾞｼｺﾖ山　富ﾄﾔﾊ ﾄﾓﾏﾔ

小村野)5(太竜　路横3126太中)5(斗駿　本山416
山　富ﾝﾚ  ｼﾔﾊ山　富ﾘﾅｻﾏ ﾉｶﾀ

7 62 髙野　真成(5) 南条小 17.00 7 87 林　蓮(5) A.C.TOYAMA Jr.

山　富ｹｽﾝｭｼ ｷﾞｷｽ山　富ﾀｲｴ ﾏﾔｸﾌ

CAJ山富)5(介俊　木杉0438校学小羽呉)5(大瑛　山福4238
山　富ｹｽﾉｳﾕ ﾏｼｶ山　富ﾄｳｭｼ ｲﾞﾀﾒ

9 248 目代　柊人(5) ラッキーメイツ 9 156 鹿島　悠之介(5) 光陽小

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
山　富ﾅｾ ｳﾄｲｻ山　富ｱｲﾚ ﾀﾞﾊﾀ

小星速)5(那世　藤齋621小尾八)5(明黎　畑田8131
山　富ｲｾｳｺ ﾏｼﾂﾏ山　富ﾏﾞｽｶ ｼﾔﾊ

2 247 林　千真(5) ラッキーメイツ 2 162 松島　昊正(5) 下新川陸協
山　富ｸﾛﾐ ﾜｶﾆﾀ山　富ｶﾀｼﾖ ｼﾔﾊ

小瀬岩)5(陸心　川谷063ンランラ)5(孝佳　林7913
山　富ﾄｸﾚ ﾄﾓｼﾞｶﾋ山　富ﾝﾚ ﾏﾔｽﾏ

1334小川堀)5(漣　山増3224 東本　怜来音(5) 煌人ジュニア

山　富ｷﾓﾄ ﾞﾀﾒｳ山　富ﾀﾝｭｼ ﾐﾞｶﾋ

5 172 樋上　竣大(5) 高岡ジュニア 5 167 梅田　智基(5) 高岡ジュニア

山　富ﾝｭｼ ﾗﾞﾊﾂﾏ山　富ｷｱﾖﾄ ﾀﾗﾋ

小浦萩)5(駿　原松546小里古)5(明豊　田平4016
山　富ﾞｶｳﾕ ﾞﾀﾁﾔ山　富ｲｾｳｮﾘ ﾞﾀﾅﾀ

3727小岡堀)5(成亮　田棚677 谷内田　侑雅(5) 豊田小
山　富ｷﾙﾅ ﾞﾀﾈｶ山　富ｱﾙ ﾏｼｷｱ

小村野)5(生成　田金5128協陸川新下)5(亜琉　島秋4618
山　富ﾔｵﾅ ﾞﾀﾗﾊ山　富ﾄﾂﾃ ﾞﾀｶｵ

小園芝)5(弥直　田原3219小園芝)5(斗鉄　田岡0219

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
山　富ｲｾｳｭﾘ ｳﾄｲｻ山　富ﾗｿ ﾜｶｼｲ

小里古)5(生琉　藤齊3011小星速)5(空青　川石031
山　富ｶﾙ ﾞｼﾂ山　富ｲｾｳｭﾘ ﾀﾏｴ

小南川堀)5(珂琉　辻6412小部西橋水)5(星龍　又江5312
山　富ｲｾｲﾀ ﾘﾀﾜ山　富ﾀﾝｹ ﾄﾓﾞｷﾊ

小園芝)5(成泰　亘1213校学小羽呉)5(太健　本萩3233
山　富ｷｵﾅ ﾞﾀﾁﾂ山　富ﾔｳﾄ  ﾜｶｿﾎ

4 88 細川　透弥(5) A.C.TOYAMA Jr. 4 28 土田　直輝(5) 速星小
山　富ﾄﾞｷﾅ ﾀﾗﾑ山　富ﾄｷﾕ ﾗﾊ

)5(冬凪　田村2335小田豊)5(都倖　原2725 煌人ジュニア

山　富ｷﾂﾐ ｲｶｻ山　富ﾀｳﾖ ﾄﾓﾀｷ

小浦萩)5(槻海　井酒646小園芝)5(太耀　本北2216
山　富ﾄｷｱ ﾐﾅﾐ山　富ｵﾅｻﾏ ﾝﾓｲﾞﾀ

)5(利明　南9617小川堀)5(直正　門大7127 高岡ジュニア

山　富ﾀﾝﾞｾ ﾏﾔﾗｱ山　富ﾄｷﾘ ｷﾞｶｶﾅ

)5(太善　山新6138小南川堀)5(飛力　垣中3418 クラブホップ

山　富ﾄﾙﾊ ﾏﾔｸﾀ山　富ﾔﾐﾌ ｲﾘｷ

9 173 桐井　郁弥(5) 高岡ジュニア 9 89 徳山　晴仁(5) A.C.TOYAMA Jr.

－ 8－



小学５年男子100m

10月11日 12:15 予　選
県小学生記録(KR)        13.19     山形　瑞規(下新川・浦山)              2003/7/2 勝　決 52:51 日11月016

予　選　10組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8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
山　富ﾄﾅｶ ﾜｻﾞｶﾅ山　富ﾔｻﾏ ｼﾆｶﾀ

)5(斗奏　澤長9711とっろしは)5(弥真　西鷹171 ふくのジュニア

山　富ｹｽｳｵ ﾏﾔﾀｷ山　富ﾛﾋｶﾀ ﾞﾀﾈﾖ

2 244 米田　貴大(5) ラッキーメイツ 2 319 北山　旺佑(5) 八尾小
山　富ｷｳﾕ ﾅﾊｴﾏ山　富ｷﾙﾊ ﾜﾞｶｶﾅ

)5(樹祐　花前9233小南川堀)5(希遙　川中4413 煌人ジュニア

ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｷﾖ 富　山

4 170 松田　晴聖(5) 高岡ジュニア 4
山　富ﾙｹﾀ ﾄﾓﾏｸ山　富ｳﾛﾀﾝｶ ﾄﾓﾘｸ

5 315 栗本　勘太郎(5) クラブホップ 5 73 熊本　丈瑠(5) はしろっと
山　富ｷｲﾀ ﾀﾞﾊｼ山　富ｹｽｳｮｷ ｷｻｻ

6 27 佐々木　京介(5) 小川堀)5(輝大　田柴0226小星速
山　富ｹｽｳｺ ﾞﾀﾝﾎ山　富ﾔｳﾄ ｷﾀﾜｲ

7 328 岩瀧　橙弥(5) 煌人ジュニア 7 101 本田　皐介(5) 古里小
山　富ｲﾞﾀｳｺ ﾀﾔﾐ山　富ｲｾｳﾕ ｳﾄｻ

)5(大煌　田宮4138小川堀)5(成優　藤佐9128 クラブホップ

山　富ﾏｳｭｼ ｲｵｵ山　富ﾔｲｶ ﾜﾞｶｾﾊ

9 317 長谷川　凱也(5) )5(眞寿　井大8719小尾八 Ｔｅａｍ．Ｉ

9組 風(+/-    ) 10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
ｶﾅﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 富　山

1小岡長)5(大祐　塚金5231
山　富ﾙﾊ ﾞﾀﾗｶﾀ山　富ﾛﾋｶﾀ ﾜｶｴﾏ

2 327 前川　幸廣(5) 煌人ジュニア 2 271 寶田　陽(5) 豊田小
山　富ﾄﾋﾘ ﾀｸﾌ山　富ﾁｲｷ ﾅﾜｸ

小陽光)5(人理　田福4513小陽光)5(一希　名桑5513
山　富ｷｳﾄ ﾞﾀﾏｼ山　富ｻﾏﾛﾋ ｲｶｻ

CAJ山富)5(貴統　田島9334小尾八)5(正宏　井酒0234
山　富ﾀｳﾕ ﾏﾔｵ山　富ﾀｳｿ ﾞｷｶﾀ

5 176 髙木　颯太(5) Ｔｅａｍ．Ｉ 5 218 尾山　優太(5) 堀川小
山　富ﾘｵｲ ﾀﾗﾑ山　富ﾄﾗｷ ｶｵﾞｷｻ

小岡長)5(哩庵　田村6236太中)5(大煌　岡鷺516
山　富ｷｳﾕ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ﾙﾊ ｼｺﾔﾐ

校学小幡八)5(輝裕　口山5037小里古)5(晴　腰宮2017
山　富ｷﾂﾐ ｴｳﾉｲ山　富ｲｾﾝｭｼ ﾀｼﾏﾔ

8 245 山下　隼征(5) ラッキーメイツ 8 177 井上　光稀(5) Ｔｅａｍ．Ｉ

山　富ｳﾕ ｳﾄｲﾅ山　富ﾀｳｿ ﾉﾂﾐ

小星速)5(優　藤内529校学小幡八)5(汰奏　野光4039

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

－ 9－



小学６年男子100m

10月11日 10:50 予　選
172/8/5002          )とさみさ・川新下(太雄　本板     61.21        )RK(録記生学小県 0月11日 15:35 決　勝

予　選　9組0着＋8

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
山　富ﾀｳ  ﾀｷﾇ山　富ﾄﾙﾊ ｷﾉｽｸ

1 165 楠　知隼(6) 高岡ジュニア 1 91 貫田　唄大(6) A.C.TOYAMA Jr.

山　富ﾁｲｷ ｲｶｻ山　富ｷﾙﾊ ｵｼﾆ

校学小関下)6(一稀　井酒9522小田豊)6(貴悠　尾西0722
山　富ﾝｼｳｿ ﾞﾊｼﾎ山　富ﾏｳﾄ ﾏﾔﾂｶ

02.51小条南)6(心創　場干463とっろしは)6(雅斗　山勝563
山　富ｲｾｯｲ ｷﾞｻﾏﾔ山　富ｳﾕ ﾘﾞｷﾀｶ

校学小幡八)6(成一　崎山1034校学小関下)6(悠　桐片0624
山　富ｹｽﾝｭｼ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ﾙｹﾀ ﾏﾔﾁｳ

小崎黒浜)6(佑隼　口山3115校学小羽呉)6(瑠丈　山内1235
山　富ﾔｳｮｼ ｷﾞｻﾏﾔ山　富ｷﾞﾂﾕ ﾉｴｳ

6 63 上野　悠月(6) 南条小 14.60 6 100 山崎　翔矢(6) 上市中央小
山　富ｲｾｯｲ ｷﾀﾗｱ山　富ｸﾘ ﾄﾓﾜｲ

とっろしは)6(惺一　瀧荒767小川堀)6(空凌　本岩0327
山　富ｷﾂｲ ﾀｼﾂﾏ山　富ｲｾｳｭﾘ  ﾄﾓﾏｼ

8 90 島本　竜惺(6) A.C.TOYAMA Jr. 8 163 松下　一期(6) 下新川陸協
山　富ﾔﾛﾋ ﾜｶｷﾀ山　富ｷﾙﾅ ﾔﾀｲ

小村野)6(矢紘　川瀧9029小方地田西)6(桔成　屋板9039

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
山　富ｲﾒｳｵ ｷﾞｻﾘｽ山　富ﾎｸﾀ ﾞﾀｹｲ

1 175 池田　卓帆(6) Ｔｅａｍ．Ｉ 1 75 摺崎　央明(6) 堀岡小
山　富ｲｳﾄ ｼﾞｷﾏﾔ山　富ﾐﾕｱ ｼｶﾀ

小田豊)6(生到　岸山7622校学小関下)6(歩　志髙8522
山　富ｽﾔﾛﾋ ﾄﾓｼﾆ山　富ﾀｳﾕ ﾘﾞｼﾉ

)6(泰大　本西8613CAJ山富)6(太悠　尻野6333 高岡ジュニア

山　富ｷｲﾀ ﾗﾞｶﾏ山　富ｷﾞｽｶ ﾏｼﾂﾏ

小崎黒浜)6(起汰　柄麻2114小葉万)6(輝一　島松6924
山　富ｶﾀﾎ ｼﾗﾞｶｲ山　富ｼｻﾑ ﾞﾀﾅﾀ

7335とっろしは)6(蔵武　田棚075 五十嵐　穂高(6) 富山JAC
山　富ｳﾛﾞｼｲｹ ｷｴｻ山　富ﾄﾔﾊ ﾗﾑﾓｼ

966小川堀)6(翔颯　村下6226 佐伯　圭次郎(6) はしろっと
山　富ｹｽｳｺ ｼﾔﾞﾊﾞｷｽ山　富ﾄｸﾘ ｼﾆﾗﾃ

)6(輔晃　林杉3427校学小幡八)6(人陸　西寺9927 ラッキーメイツ

山　富ﾀｳｮｼ ｷﾞｻｶﾅ山　富ﾏｳｮﾘ ﾀﾘﾅ

小村野)6(健翔　﨑中5028小南川堀)6(真涼　田成1418
山　富ﾗｭﾞｼ  ﾗﾊﾔﾐ山　富ﾔｳﾕ  ﾜﾞｻｲｱ

9 94 相澤　佑弥(6) A.C.TOYAMA Jr. 9 93 宮原　樹等(6) A.C.TOYAMA Jr.

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
山　富ｷｳﾕ  ﾗﾊｼｲ山　富ﾞｶｳｸ  ﾀｵｵ

1 92 太田　久翔雅(6) A.C.TOYAMA Jr. 1 95 石原　有輝(6) A.C.TOYAMA Jr.

山　富ﾞｺｳｮｼ ﾞﾀﾅｽ山　富ｼﾄｷｱ ﾀﾗﾑ

小浦萩)6(吾祥　田砂942CAJ山富)6(稔暁　田村8332
山　富ﾞｼｲｶ ﾉﾞｷｽ山　富ﾀｲｹ ﾞｷﾅﾔｶﾀ

3 174 高柳　圭汰(6) Ｔｅａｍ．Ｉ 3 206 杉野　凱士(6) 野村小
山　富ﾏｳﾕ ﾄﾓﾏﾔ山　富ｳﾛﾀｳｮｼ ｷｶﾀ

4 20 高木　翔太郎(6) 小葉万)6(雅悠　元山7924校学小杉小
山　富ｹｽｳｮｼ ｲﾙﾀ山　富ﾄｳﾕ ﾄﾓﾏﾔ

小田豊)6(祐翔　井樽8625小陽光)6(人悠　本山0515
山　富ﾄﾙﾊ ﾌｿｶｱ山　富ｳﾛﾀｺ ﾂﾋｵｵ

6 139 大櫃　胡太朗(6) 616小南川堀 赤祖父　遥人(6) 中太
山　富ﾏｳﾕ ﾞﾍｼﾆ山　富ｹｽｲｴ ﾞﾌﾝﾅ

7 40 南部　瑛祐(6) 慶応陸上クラブ 15.72 7 23 西部　裕真(6) 速星小
山　富ﾔﾙﾊ ﾀﾘｸ山　富ﾄﾙﾊ ｶｯﾊ

小川堀)6(也晴　田栗1328校学小関下)6(空春　箇八7528
山　富ｳﾛﾀｳｮｼ ﾐﾅﾁﾀ山　富ﾄﾋﾘ ｶｻｴｳ

1719校学小幡八)6(仁理　坂上8929 立浪　正太郎(6) 高岡ジュニア

－ 10 －



小学６年男子100m

10月11日 10:50 予　選
172/8/5002          )とさみさ・川新下(太雄　本板     61.21        )RK(録記生学小県 0月11日 15:35 決　勝

予　選　9組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8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
山　富ﾘｳﾕ ﾏﾞｼｶﾅ山　富ﾝｵﾚ ﾗﾞﾊﾂﾏ

小田豊)6(理佑　島中9621小崎黒浜)6(穏怜　原松4111
山　富ﾞｶｳｭﾘ ﾞﾀｶﾅ山　富ﾔｳﾕ ﾆﾀﾞｷｽ

校学小幡八)6(雅琉　田中0032小川堀)6(哉侑　谷杉2322
山　富ﾞｼﾝﾚ ｻｱｵｵ山　富ｲｾｳｺ ﾁﾞﾌﾜｶ

太中)6(治蓮　浅大813小南川堀)6(生康　渕川0413
山　富ｳｮｼｲｹ ﾜｶﾜｻ山　富ﾄﾔﾊ ﾀﾔﾐ

4 183 宮田　　颯土(6) 小村野)6(生佳　川澤7024小尾樫
山　富ﾄｲｶ ｷﾞｻｳﾄ山　富ｷﾂｱ ｷｻｴﾏ

ンランラ)6(斗佳　﨑東4915小浦萩)6(希厚　崎前055
山　富ｳｮﾞｼ ﾏﾔｲｶﾑ山　富ｹｽｳｮｷ ﾜｶｿﾎ

小川堀)6(丞　山向8226ンランラ)6(祐恭　川細5916
山　富ｳｭﾘｼ ﾄﾓｶｻ山　富ﾀｳｿ ｷﾗｼ

とっろしは)6(流士　本坂667小村野)6(大颯　木白8027
山　富ｲｾｲｶ ｼﾞｺｺﾖ山　富ﾙﾊ ﾄﾓｽｸ

校学小関下)6(惺海　越横1628小陽光)6(陽　本楠1518
山　富ｷﾞﾂﾕ ﾞﾀｴｳ山　富ﾗｿ ｲｶｻ

小葉万)6(月悠　田上5929小岡堀)6(天蒼　堺479

9組 風(+/-    ) 10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
山　富ﾄｳﾕ ﾀｶｻ山　富ﾀｲｹ ﾗﾜﾞｶｽ

校学小羽呉)6(斗悠　田坂2231小園芝)6(太啓　原菅9111
山　富ｷﾞﾌｲ ﾀﾐﾄ山　富ｹｽﾉﾝｼ ｷｻﾜｲ

2 56 岩崎　心之介(6) 小南川堀)6(颯一　田富8312小瀬岩
山　富ﾝﾓｼ ｶﾅﾀ山　富ﾘｵｲ ｲﾞｼﾌ

小崎黒浜)6(門志　中田1113とっろしは)6(吏庵　井藤863
山　富ﾀｳｮｼ ｳﾄｲ山　富ｹｽｲﾞﾀ ｷﾞｻﾔﾐ

4 289 宮﨑　大輔(6) 五箇山スポ少 4 224 伊藤　　翔大(6) 堀川小
山　富ｲｾｳｭﾘ ﾉﾞｽﾐ山　富ﾄﾅﾅ ﾞﾎｸ

)6(晴龍　野水145校学小関下)6(斗七　保久6525 慶応陸上クラブ 14.14

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

－ 11 －



小学４年女子100m

10月11日 12:55 予　選
10月11日 15:10 決　勝

予　選　8組0着＋8

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
山　富ﾘﾙ ﾉﾞｽﾐ山　富ｵﾏ ﾗﾑｶﾅ

1 191 中村　真緒(4) 高岡ジュニア 1 204 水野　琉梨(4) ふくのジュニア

山　富ﾐﾕ ﾞﾀﾜｻ山　富ｷﾂﾅ ﾞｼﾄｱ

2 64 跡治　　夏姫(4) )4(実柚　田澤5722小星速 ラッキーメイツ

山　富ﾗｸｻ ｼﾔﾊ山　富ﾐｳｺ ｷﾞﾂｼｲ

3 205 石附　幸美(4) ふくのジュニア 3 68 林　　咲良(4) 速星小
山　富ﾎｳﾕ ﾗﾑｹﾀ山　富ｲﾏ ﾉｽﾅ

4 36 奈須野　真衣(4) 校学小関下)4(穂優　村竹0824校学小杉小
山　富ﾉｷﾕ ﾉｿｲ山　富ｲﾙ ﾏﾔｲｱ

小田豊)4(乃雪　野磯0035小部西橋水)4(唯瑠　山相5515
山　富ｷﾞﾂﾊ ﾞﾀｻﾋ山　富ｸﾘ ｲﾞｽｶ

ンランラ)4(月葉　田久4226小陽光)4(玖梨　井数8716
山　富ﾉﾘ ﾜｻｵｵ山　富ﾙﾊｺ ﾞﾀﾏﾇ

小陽光)4(乃凜　澤大0817校学小関下)4(春小　田沼7727
山　富ｲﾕ ﾞﾀﾅｽ山　富ｷﾐ ﾞﾀﾝﾎ

8 273 本田　美姫(4) ラッキーメイツ 8 181 砂田　結衣(4) 下新川陸協
山　富ﾅｲﾐ ﾉﾏｼ山　富ｷﾕ ﾞﾀﾂﾏ

小川堀)4(那心　野島5529太中)4(幸　田松029

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
山　富ﾅﾊ ﾐｶﾜｶ山　富ﾞｽｽﾐ ﾜﾞｶｾ

661小陽光)4(鈴美　川瀬9711 川上　　葉菜(4) 速星小
山　富ﾅｶ ﾂﾏｺ山　富ｶｴﾓ ｲﾗｸｻ

小浦萩)4(叶　松小182校学小関下)4(花萌　井櫻6722
山　富ﾊﾞｽｽ ﾞﾀﾛｸ山　富ｲﾕ ｷﾞｻﾏﾔ

小田豊)4(羽涼　田黒1033小川堀)4(結　﨑山7523
山　富ｲﾐﾘ ﾞｶﾅｸﾄ山　富ｲｵｱ ｼﾔﾞﾊｺ

6024太中)4(葵　林小124 得永　莉未依(4) ふくのジュニア

山　富ﾅｲﾚ ｷﾂﾏ山　富ｱﾙｳ ﾗﾞﾊﾀ

校学小杉小)4(奈麗　木松835小田豊)4(愛麗　原田2035
山　富ｶﾐ ﾗﾑﾉ山　富ｲﾒ ﾉｼﾖ

6 67 吉野　　愛唯(4) 小川堀)4(可実　村野6526小星速
山　富アリユ　ンコサ山　富ﾙﾊｺ ﾞﾀﾒｶ

7 195 亀田　心温(4) 高岡ジュニア 7 1 左近　結理愛(4) 上市アス
山　富ﾉｿ ｷﾞｽｽ山　富ｱﾐｴ ﾆﾀﾏﾙｸ

)4(乃想　木鈴4728小瀬岩)4(明笑　谷車888 ラッキーメイツ

山　富ｱｺｺ ﾉｴｳ山　富ﾛｺｺ ﾐｶﾜｲ

ンランラ)4(碧心　野上0229協陸川新下)4(桜心　上岩6819

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

1 1
山　富ｷｻ ﾐｽﾔｶﾀ山　富ﾅｵﾘ ﾎｶ

2 37 下保　莉穂奈(4) 小浦萩)4(紀咲　休鷹282校学小杉小
山　富ﾅﾔｱ ﾉｸｵ山　富ﾅﾔｱ ﾉｲｲ

563小田豊)4(奈紋　野飯3033 奥野　　綾菜(4) 速星小
山　富ﾅﾘ ﾐｻｳ山　富ｱﾘﾕ ﾗｸﾅｱ

4 193 穴蔵　百合愛(4) 高岡ジュニア 4 258 宇佐美　莉奈(4) 堀川小
山　富ﾐｺｺ ﾘﾓ山　富ｶﾓﾓ ﾀﾘﾎ

)4(美心　森7915校学小橋舟)4(花百　田堀2625 高岡ジュニア

山　富ﾒﾕ ﾛﾋｽﾔ山　富ﾅｶ ﾞﾀﾏﾔ

小瀬岩)4(夢結　廣安986小南川堀)4(菜夏　田山4616
山　富ﾅﾘ ﾜﾞｶｾ山　富ﾅﾝｶ ﾜﾞｶｵ

校学小橋舟)4(愛莉　川瀬3627小川堀)4(奈栞　川小9527
山　富ｶﾓﾓ ﾗﾑﾓｼ山　富ﾘﾉﾐ ﾞﾀﾜｵｵ

8 6 大和田　みのり(4) 能町小 17.42 8 72 下村　桃香(4) 慶応陸上クラブ 17.79
山　富ﾅﾙ ｶｵｶﾀ山　富ｳﾌ  ﾘﾏﾞﾄﾔｵ

9 108 親泊　風(4) A.C.TOYAMA Jr. 9 307 高岡　瑠菜(4) 豊田小

－ 12 －



小学４年女子100m

10月11日 12:55 予　選
10月11日 15:10 決　勝

予　選　8組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8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
山　富ﾄﾐ ﾗﾑﾜｶ山　富ｶﾔｱ ｳｭﾞｷｵ

362ンランラ)4(花彩　生荻2222 川村　　美翔(4) 速星小
山　富ｶﾐ ﾗﾑﾜｶ山　富ﾕﾐ ｶｵﾀｶ

校学小関下)4(佳美　村川9723太中)4(結美　岡片813
山　富ｶｲﾒ ﾞﾀﾅﾀ山　富ﾛﾋﾐ ﾘﾓﾁｲ

とっろしは)4(花芽　田棚694協陸川新下)4(陽心　森市5814
山　富ﾅﾐﾌ ﾜｶｽﾔ山　富ｺﾆ ｷｻｻ

5 80 佐々木　仁胡(4) 慶応陸上クラブ 18.72 5 109 安川　芙実奈(4) A.C.TOYAMA Jr.

山　富ｺｷｱ ｳｭｼｳﾞﾄ山　富ﾊﾔｱ ｲﾘﾓ

)4(子明　宗道4136校学小関下)4(羽彩　井森8726 五箇山スポ少

山　富ﾐﾙｸ ﾔﾞﾌｼ山　富ｶｽｱ ﾘﾞｼﾉ

7 352 野尻　明日風(4) 57CAJ山富 渋谷　くるみ(4) 能町小 16.07
山　富ﾅﾊ ｷﾞﾂｼｲ山　富ｲｱ ｶﾞﾀﾓｵ

)4(菜花　附石4338小田豊)4(愛　瀉澤6038 クラブホップ

山　富ﾞﾊｵｱ ﾗﾑｶﾅ山　富ｶﾐ ﾗﾑｶﾀ

小川堀)4(葉青　村中0629小園芝)4(伽美　篁3519

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

－ 13 －



小学５年女子100m

10月11日 11:30 予　選
192/8/9002          )とさみさ・川新下(奈菜　井金     74.31        )RK(録記生学小県 0月11日 15:20 決　勝

予　選　11組0着＋8

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
山　富ﾉﾁ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ﾎﾏ  ﾗﾑﾝｼ

1 114 新村　眞歩(5) A.C.TOYAMA Jr. 1 173 山口　莉乃(5) 光陽小
山　富ｺﾅﾅ ﾞｹｼﾞｼﾌ山　富ﾅｻ ｷﾗｼ

太中)5(子七　重藤522小村野)5(名咲　木白6322
山　富ﾅｲｱ ﾞﾍﾔ山　富ﾐﾅﾅ ﾂﾏﾘﾓ

3 296 森松　菜々美(5) 小村野)5(奈愛　部矢3323小田豊
山　富ｶﾓ ﾞﾌﾝﾅ山　富ｷｻ ｲﾗｱ

)5(花百　部南374小園芝)5(生彩　井新5414 慶応陸上クラブ 18.35
山　富ｱﾙﾊ ｷﾞﾋﾀ山　富ﾅﾕ ﾏｼﾄﾓ

5 77 本島　佑菜(5) 慶応陸上クラブ 16.05 5 57 多比木　遥愛(5) 速星小
山　富ﾊﾞｽﾕ ﾞﾀﾛｸ山　富ｳﾐ ｼﾔﾊ

校学小杉小)5(華柚　田黒046小星速)5(羽美　林266
山　富ｻﾘｱ ﾀﾊｶｵ山　富ﾅﾕ ﾉﾞｽﾐ

小葉万)5(紗有　畑岡2237太中)5(奈柚　野水627
山　富ﾗｸｻ ﾙﾏｼｲ山　富ﾅﾚ ﾞﾀｼﾆ

8 348 西田　怜奈(5) 煌人ジュニア 8 246 石丸　さくら(5) 堀川小
山　富ﾙｲｱ ｼﾔﾊ山　富ｲﾕ  ﾞｽﾐｼ

小田豊)5(琉愛　林9929小南川堀)5(生悠　水清0619

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
山　富ﾘﾄﾎ ｼﾔﾞﾊｺ山　富ﾑﾕｱ ｼﾊﾞｽﾐ

1 75 水橋　歩夢(5) 慶応陸上クラブ 15.00 1 270 小林　畔(5) ラッキーメイツ

山　富ｶﾁ ﾗﾋｵｵ山　富ｷﾂﾐ ｳｮﾞｼﾝﾎ

)5(佳千　平大3112小村野)5(月海　庄本7322 A.C.TOYAMA Jr.

山　富ｲｷ ｼﾞｷﾀｶ山　富ﾊﾂﾅ ｲﾞｼﾂ

)5(衣希　岸片6333小園芝)5(葉夏　井辻2413 クラブホップ

山　富ﾘﾕ ﾜﾞｶｾﾊ山　富ﾘﾏﾋ ﾞﾊｵｵ

4 210 大場　ひまり(5) 滑川ジュニア 4 194 沙魚川　友里(5) 高岡ジュニア

山　富ｶﾔｱ ﾜｶﾆﾀ山　富ﾅﾄｺ ﾁｳﾘﾓ

)5(香綾　川谷2125小南川堀)5(菜心　内森3615 滑川ジュニア

山　富ｷｻ ｲﾆﾀ山　富ｶﾁｲ ﾞｷｶﾀ

校学小羽呉)5(姫沙　井谷1436校学小幡八)5(椛唯　木髙9236
山　富ﾙﾊｺ ﾗﾊｶﾀ山　富ﾐﾘﾉ  ﾞﾄｻ

7 110 佐渡　智心(5) A.C.TOYAMA Jr. 7 78 高原　心春(5) 慶応陸上クラブ 16.79
山　富ﾗｻ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ｴﾓﾓ ﾆﾀﾞｶﾅ

小村野)5(楽紗　口山5328ンランラ)5(恵百　谷長6128
山　富ﾖﾐ ｴﾞｼﾌ山　富ｱｳﾕ ﾉｴｳ

小園芝)5(陽美　江藤4419小田豊)5(愛結　野植8929

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
山　富ﾉﾔｱ ﾜｶｲｴ山　富ｶﾝﾘ ﾜｶｿﾎ

1 269 細川　凜花(5) ラッキーメイツ 1 240 永川　綾乃(5) 堀川小
山　富ﾐﾅﾅ ｼﾔﾞﾊｶｻ山　富ﾉﾄｺ ﾐﾞｽｲﾏｲ

2 234 今泉　瑚都乃(5) 82小村野 坂林　奈々美(5) 能町小 16.33
山　富ﾔｱｻ ﾞﾀﾝﾎ山　富ｶｽｱ ｳﾄｲ

3 243 伊藤　　明日香(5) 小田豊)5(絢咲　多本4923小川堀
山　富ﾛﾋﾁ ﾞﾀﾏﾞｶ山　富ｵﾘ ﾞﾀﾏﾔ

小村野)5(尋千　田蒲8324校学小羽呉)5(緒梨　田山3434
山　富ﾗｲﾚ ﾗﾑｷ山　富ｴｻ ﾗﾑｶﾀ

小崎黒浜)5(来玲　村木3215小陽光)5(衣咲　村髙4715
山　富ｶｷ ﾗｸﾜｲ山　富ﾒﾕﾌ ﾞﾀｷ

6 293 喜多　ふゆめ(5) 小南川堀)5(椛葵　峅岩2616小田豊
山　富ｶｳﾕ ﾉｶﾅ山　富ﾝﾚｶ ﾐﾞｶﾉ

太中)5(香優　野中327小園芝)5(鈴花　上野1417
山　富ﾅｻ ｳｺｸｶ山　富ｺﾅﾅ ｲｽﾔ

8 339 安井　菜々子(5) 小星速)5(菜紗　幸覚168小尾八
山　富ﾅﾕ ﾞﾍﾅﾀﾜ山　富ｲﾚ ﾏﾔﾅｶ

小内保)5(菜結　辺渡49太中)5(怜　山金729
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小学５年女子100m

10月11日 11:30 予　選
192/8/9002          )とさみさ・川新下(奈菜　井金     74.31        )RK(録記生学小県 0月11日 15:20 決　勝

予　選　11組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8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
ﾌﾐｴ ｱﾝ 富　山

1CAJ山富)5(彩　江踏1531
山　富ｶｳﾌ ｷﾞｶﾅｲ山　富ﾐｽｶ ｷﾞｻｶｵ

2 74 岡崎　佳純(5) 慶応陸上クラブ 15.05 2 297 稲垣　風花(5) 豊田小
山　富ｶｲｱ ﾆﾀﾞｷｽ山　富ﾞｼﾐﾓ  ｼﾞｶﾄ

校学小杉小)5(佳愛　谷杉143小川堀)5(葉紅　樫藤9323
山　富ﾘﾝｱ ﾞﾀﾜｻ山　富ｴﾅﾅ ﾏﾔｶﾀ

4 121 高山　奈々恵(5) )5(莉杏　田澤2724小里古 ラッキーメイツ

山　富ｻｲﾒ ﾏｼｹﾀ山　富ﾐﾅﾐ  ｷﾅﾊ

5 112 花木　南風(5) A.C.TOYAMA Jr. 5 161 竹島　芽咲(5) 堀川南小
山　富ｷｳﾕ ｼﾔﾊ山　富ﾈﾄｺ ﾞﾍﾅﾀﾜ

6 349 渡辺　琴音(5) 煌人ジュニア 6 143 林　祐希(5) 芝園小
山　富ﾒﾕ ｳﾄｻ山　富ｱﾗﾗ ﾛｸｼｲ

7 94 石黒　來良愛(5) )5(萌結　藤佐0537とっろしは 煌人ジュニア

山　富ｷﾞﾂﾕ ﾉﾞｽﾐ山　富ﾐﾅﾎ ｼﾗﾞｶｲ

8 271 五十嵐　穂波(5) ラッキーメイツ 8 347 水野　結月(5) 長岡小
山　富ﾜｻ ﾞﾀﾂﾏ山　富ｸﾐ ﾞﾀﾏｼ

9 7 島田　心空(5) 能町小 16.49 9 60 松田　紗羽(5) 速星小

9組 風(+/-    ) 10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
山　富ﾘｵﾋ ﾞﾀｴｳ山　富ﾉﾒﾋ ﾞﾀﾛｸ

協陸川新下)5(織妃　田上3812小内保)5(乃妃　田黒22
山　富ｷﾞﾂﾕ ｲｻｻ山　富ｷｻﾐ ﾘﾄｯﾊ

小浦萩)5(月優　井笹383小星速)5(咲美　部服953
山　富ﾅﾕ ﾁﾞｸﾀ山　富ｺﾆ ﾀﾜｶ

小岡堀)5(華夢　口田2014校学小杉小)5(瑚仁　田川934
山　富ｷﾞﾂﾕ ｺﾈｶ山　富ｱﾘｱ ﾗﾞﾊﾂﾏ

5 84 松原　あり愛(5) 小尾八)5(月結　厚金7335小浦萩
山　富ﾕﾗ ﾜｶﾘﾓ山　富ﾈﾊﾐ  ｳﾞｺｸ

6 111 久郷　未羽(5) A.C.TOYAMA Jr. 6 241 森川　楽友(5) 堀川小
山　富ｵﾘ ﾏﾔﾘｱ山　富ｶﾝﾘ ﾏﾔｸﾌ

小田豊)5(生梨　山有5927小尾八)5(華凜　山福8337
山　富ﾙﾊｺ ﾂﾏｶﾜ山　富ﾊﾉﾉ ﾜﾞｶﾀｷ

小里古)5(遥心　松若2218校学小幡八)5(羽希　河北8238
山　富ｳﾌ ﾗﾑﾀｷ山　富ｲｵｱ ﾜｻﾗﾃ

校学小羽呉)5(楓　村北2439とっろしは)5(倭葵　澤寺599

11組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1
ｳｴﾀﾞ ﾅｵｶ 富　山

2 58 上田　直花(5) 速星小
ｺｳﾁ ﾏﾅ 富　山

3 245 光地　舞奈(5) 堀川小
ﾀｶﾉ ｱｵｲ 富　山

4 346 高野　碧(5) 長岡小
ｶｻﾏ ﾕｳﾅ 富　山

5 192 笠間　ゆう菜(5) 高岡ジュニア

ﾐﾔﾓﾘ ｱﾔﾈ 富　山

6 3 宮森　彩寧(5) 保内小
ｻｶｲ ﾊﾙｶ 富　山

7 211 酒井　春佳(5) 滑川ジュニア

ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 富　山

8 268 後藤　梛名(5) ラッキーメイツ

ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 富　山

9 93 橋本　莉緒(5) はしろっと

－ 15 －



小学５年女子100m

10月11日 11:30 予　選
192/8/9002          )とさみさ・川新下(奈菜　井金     74.31        )RK(録記生学小県 0月11日 15:20 決　勝

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8

－ 16 －



小学６年女子100m

10月11日 10:10 予　選
152/7/0102          )とさみさ・川新下(奈菜　井金     19.21        )RK(録記生学小県 0月11日 15:30 決　勝

予　選　10組0着＋8

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
山　富ﾒﾕ ﾞﾀｽﾔ山　富ﾅﾝｱ ﾀﾘﾎ

1 79 堀田　杏奈(6) 慶応陸上クラブ 16.33 1 70 安田　ゆめ(6) 慶応陸上クラブ 14.98
山　富ﾈﾊｺ  ﾁﾞﾌﾞｶﾅ山　富ﾞｷﾑﾂ  ﾁﾞｸﾆﾀ

2 118 谷口　つむぎ(6) A.C.TOYAMA Jr. 2 119 永渕　心羽(6) A.C.TOYAMA Jr.

山　富ﾊﾙｳ ﾛﾑ山　富ﾒﾔｱ ﾞﾀｵ

3 97 織田　あやめ(6) 協陸川新下)6(葉麗　室7813小岡堀
山　富ﾘﾖﾋ ｹｶﾞｼﾌ山　富ﾅｲﾚ ﾜﾞｻｼﾖ

)6(愛陽　掛藤1024小陽光)6(奈玲　沢吉5614 Ｔｅａｍ．Ｉ

山　富ｶｲｱ ﾉﾞｽﾐ山　富ｷｻ ﾞｶﾅｴｽ

)6(椛愛　野水5625校学小杉小)6(葵紗　永末445 ラッキーメイツ

山　富ｶﾕﾌ ﾀﾑ山　富ｺﾘ ﾏﾔｸﾄ

小星速)6(華冬　田牟156小星速)6(子璃　山德456
山　富ﾘﾝｾ ｷｻﾛｸ山　富ﾙﾊｺ ﾞﾀｼﾖ

7 200 吉田　心春(6) Ｔｅａｍ．Ｉ 7 323 黒崎　泉里(6) 八幡小学校
山　富ｵﾘ ﾞﾀｼﾆ山　富ｺｳﾄ ﾞﾍﾅﾀ

小村野)6(央理　田西5228小川堀)6(子櫂　邉田8428
山　富ｷｻﾐ ﾜｶﾗｱ山　富ｷﾞﾂｼ ﾏﾞｽｱ

校学小羽呉)6(咲実　川荒0439小村野)6(月詩　東6229

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
山　富ﾐﾙ ﾏｼｶﾅ山　富ｳﾌ ｳﾄｶ

1 213 加藤　楓(6) 滑川ジュニア 1 327 中島　瑠美(6) 八幡小学校
山　富ｵﾏ ﾉﾞｼﾌ山　富ﾕﾐ ﾞﾄｶﾅﾅ

小園芝)6(大真　野藤4512小南川堀)6(優美　門七6512
山　富ﾎﾅ ﾁﾞｸﾆﾀ山　富ｵﾏ ｼﾔﾞﾊｺ

校学小関下)6(穂奈　口谷2823校学小幡八)6(桜舞　林小4233
山　富ﾔｱｻ ﾘﾎ山　富ﾅｶﾜ ﾜｶｽﾔ

4 120 安川　和香奈(6) A.C.TOYAMA Jr. 4 158 堀　沙彩也(6) 堀川南小
山　富ｷﾞｽﾐ ﾄﾓｼﾊ山　富ﾕﾐ ﾗﾞｸﾅ

小方地田西)6(希瑞　本橋2335協陸川新下)6(優美　倉名2815
山　富ｶﾙﾊ ｳﾄｶ山　富ｲｱ ﾗﾑﾉ

校学小峅船)6(遙　藤加5136小川堀)6(衣彩　村野4526
山　富ﾘﾖﾋ ﾏﾔﾘﾓ山　富ｶﾅﾊ ﾝﾞｾﾁｴ

)6(和日　山守8917小村野)6(香花　前越8227 Ｔｅａｍ．Ｉ

山　富ﾊﾅｶ  ﾗﾑﾏﾔ山　富ﾐｱ ﾜｶｴﾏ

)6(羽奏　村山6118小浦萩)6(心彩　川前588 A.C.TOYAMA Jr.

山　富ｺﾘ ﾜｶﾏｼ山　富ﾐｺｺ ﾐﾅﾐ

9 91 南　心海(6) 南条小 14.80 9 53 島川　璃子(6) 速星小

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
山　富ｺﾅﾅ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ｶﾅﾏ ｷﾞｻﾏﾔ

9221小星速)6(央茉　﨑山251 山口　菜々子(6) 野村小
山　富ｴﾓ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ﾅﾙ ｳﾄｲｾ

小葉万)6(愛萌　口山1232小村野)6(奈瑠　藤清0322
山　富ｷﾏﾀ ｼｺﾁﾐ山　富ﾅﾚ ﾐﾞｶｹｲ

)6(葵玲　越道963小田豊)6(奈怜　上池2923 慶応陸上クラブ 16.06
山　富ﾅﾔｱ ﾞﾀﾏｼﾗｶ山　富ｺﾅﾋ ﾞｶﾅｽﾔ

4 139 安永　陽菜子(6) 5334小園芝 唐島田　絢菜(6) クラブホップ

山　富ｳﾐ ﾜｶﾙﾌ山　富ﾕﾊ ｼｺﾔﾐ

)6(羽美　川古4625校学小杉小)6(侑杷　腰宮345 ラッキーメイツ

山　富ｶﾞﾄﾏ ﾀﾘﾎ山　富ﾈｶｱ ﾞｼﾌｼﾖ

5126央中山富)6(茜　藤吉0926 堀田　まどか(6) ランラン
山　富ﾛｺｺ ﾉﾏｼ山　富ﾘﾕ ﾔｷﾜ

小川堀)6(愛心　野島1527校学小関下)6(合百　家脇1827
山　富ﾀﾅﾋ ﾏﾔﾙﾏ山　富ｲﾚﾐ  ｼﾔﾞﾊｺ

8 115 小林　美玲(6) A.C.TOYAMA Jr. 8 159 丸山　陽向(6) 堀川南小
山　富ﾎｶ ﾏﾞｽｱ山　富ﾅｲﾕ ﾄﾓﾞｼﾌ

9 266 藤本　唯愛(6) ラッキーメイツ 9 55 東　華帆(6) 速星小

－ 17 －



小学６年女子100m

10月11日 10:10 予　選
152/7/0102          )とさみさ・川新下(奈菜　井金     19.21        )RK(録記生学小県 0月11日 15:30 決　勝

予　選　10組0着＋8

7組 風(+/-    ) 8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
ｼﾏﾀﾞ ﾐｵ 富　山

1 190 島田　美桜(6) 高岡ジュニア 1
山　富ﾉｶ ﾞﾀﾏﾔ山　富ﾅｷﾂ ﾉｻ

校学小杉小)6(乃楓　田山242CA田広大)6(南月　野佐4432
山　富ﾅﾙﾊ ｲﾞｶﾅ山　富ｵﾐ ｷﾞｽｽ

校学小関下)6(奈花　井永3823小浦萩)6(央美　木鈴783
山　富ｵﾘ ﾁﾞｸﾏﾔ山　富ﾅﾕ ﾁﾞｸﾆﾀ

小崎黒浜)6(桜里　口山0314校学小関下)6(奈柚　口谷4824
山　富ﾅｭﾞｼ ﾄﾓｶｻ山　富ﾐｱ ﾆﾀﾅｶ

校学小幡八)6(南樹　本坂5235協陸川新下)6(未彩　谷金9815
山　富ﾅﾘ ﾁﾐﾘｸﾂ山　富ｷﾞｽﾐ ｼﾔﾊ

)6(奈莉　道作6916小南川堀)6(来泉　林7516 高岡ジュニア

山　富ｶｳﾕ  ﾆﾀｹｵ山　富ﾝﾕ ﾞﾀﾝﾎ

)6(花優　谷桶7117小園芝)6(ンユ　田本0417 A.C.TOYAMA Jr.

山　富ｷﾞｽﾐ ﾞﾍﾅﾀ山　富ﾕｻ ﾞｷｶﾀ

)6(貴瑞　邊田9918小星速)6(夢咲　城高658 Ｔｅａｍ．Ｉ

山　富ﾞﾊｶﾜ ﾗﾑｶﾅ山　富ｶﾐ ｲﾗｱ

小川堀)6(葉若　村中7429小田豊)6(香美　井荒1929

9組 風(+/-    ) 10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
山　富ﾛﾋﾁ ﾂﾎｲｶ山　富ﾉﾔｱ ﾏﾞｼﾉ

2 76 野島　綾乃(6) 慶応陸上クラブ 16.20 2 285 開發　千尋(6) 下関小学校
山　富ﾞﾋﾔﾐ ﾏｼｸﾌ山　富ｺﾎﾅ ｳｭｼｳﾞﾄ

3 313 道宗　眞子(6) 五箇山スポ少 3 92 福島　雅(6) 南条小 15.40
山　富ﾊﾛｲ ｶﾅ山　富ﾘﾞｼﾋ ｷﾗﾞﾋｻｸ

小葉万)6(羽彩　中0234校学小関下)6(聖　開草6824
山　富ﾅﾘ ﾗﾑﾓｼ山　富ｶﾔｻ ﾞﾀｶｵ

5 202 岡田　沙香(6) Ｔｅａｍ．Ｉ 5 71 下村　莉奈(6) 慶応陸上クラブ 15.25
山　富ﾈｶｱ ﾐﾅﾐ山　富ﾗｻ ﾀﾞﾋﾄ

小川堀)6(音茜　南1626小村野)6(来桜　田飛7226
山　富ﾈｶｱ ﾜﾞｻﾈﾖ山　富ﾅﾘ ｶﾅﾀ

協陸川新下)6(茜　澤米4817校学小幡八)6(奈利　中田6237
山　富ﾊﾄｵ ﾜｻﾘｱ山　富ﾅｶﾜ ﾉｵｵ

8 267 大野　和佳奈(6) ラッキーメイツ 8 86 有澤　乙葉(6) 萩浦小
山　富ｲﾕ ﾁﾞｸﾉ山　富ｺﾕｱ ﾞﾀｶﾅ

9 249 中田　安佑子(6) )6(衣優　口野3029小川堀 Ｔｅａｍ．Ｉ

決　勝　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 前記録 順位 記録

1

2

3

4

5

6

7

8
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小学男子4X100mR

県小学生記録(KR)        49.49     富山JAC（瀬川・河上・金嶋・四十物）(富山・富山JAC)1998/8/29 10月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組
ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2ﾝｰﾚ1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

小園芝821)   (小崎黒浜901)   ()   (
山　富山　富

小園芝921)   (小崎黒浜011)   ()   (
山　富山　富

小園芝031)   (小崎黒浜111)   ()   (
山　富山　富

小園芝131)   (小崎黒浜211)   ()   (
富　山

)   (小崎黒浜311)   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5ﾝｰﾚ4
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 92 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 49 萩浦小 (   ) 27 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 94 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 50 萩浦小 (   ) 28 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 96 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 51 萩浦小 (   ) 29 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 98 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 52 萩浦小 (   ) 30 速星小
富　山

(   ) 99 A.C.TOYAMA Jr. )   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ8ﾝｰﾚ7
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 65 はしろっと (   ) 174 Ｔｅａｍ．Ｉ
山　富山　富

(   ) 66 はしろっと (   ) 175 Ｔｅａｍ．Ｉ
山　富山　富

(   ) 69 はしろっと (   ) 176 Ｔｅａｍ．Ｉ
山　富山　富

(   ) 70 はしろっと (   ) 177 Ｔｅａｍ．Ｉ

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

浜黒崎小(富　山)

ﾊﾔｼ  ﾀﾞｲｺﾞ

林　大煌(5)
ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ

冨澤　京介(4)
ﾄﾐｻﾞﾜ ｹｲｽｹ

ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ

佐藤　正隆(6)
ﾀﾅｶ ｼﾓﾝ

田中　志門(6)
ﾏｶﾞﾗ ﾀｲｷ

芝園小B(富　山)

ﾑﾗｵ ﾀｶﾋﾛ

村尾　貴祐(4)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｾｲ

飯田　健成(4)

高橋　啓悟(4)

A.C.TOYAMA Jr.B(富　山)

ｵｵﾀ  ｸｳｶﾞ

太田　久翔雅(6)
ｱｲｻﾞﾜ  ﾕｳﾔ

山口　隼佑(6)

麻柄　汰起(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ

速星小(富　山)

ｻｻｷ ｷｮｳｽｹ

相澤　佑弥(6)
ｼﾐｽﾞ  ﾕｳｷ

清水　勇貴(6)
ﾅｶｶﾞﾜ  ｹｲﾀ

中川　慧太(6)

清水　駿太(5)
ｲｼｶﾜ ｿﾗﾅｶﾞﾓﾘ ﾄｳﾏ

萩浦小B(富　山)

ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

砂田　祥吾(6)
ﾏｴｻｷ ｱﾂｷ

前崎　厚希(6)
ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳ

佐々木　京介(5)
ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵｷ

土田　直輝(5)
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ

Ｔｅａｍ．Ｉ(富　山)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ

中川　航(6)

高柳　圭汰(6)
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾎ

石川　青空(5)

はしろっと(富　山)

ｶﾂﾔﾏ ﾄｳﾏ

勝山　斗雅(6)
ｻｶﾓﾄ ｼﾘｭｳ

永森　斗真(6)

佐藤　伶音(6)
ｻﾄｳ  ﾚｵﾝ

坂本　士流(6)
ｻｴｷ ｹｲｼﾞﾛｳ

佐伯　圭次郎(6)
ﾀﾅﾀﾞ ﾑｻｼ

棚田　武蔵(6)

池田　卓帆(6)
ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ

髙木　颯太(5)
ｲﾉｳｴ ﾐﾂｷ

井上　光稀(5)

－ 19 －



小学男子4X100mR

県小学生記録(KR)        49.49     富山JAC（瀬川・河上・金嶋・四十物）(富山・富山JAC)1998/8/29 10月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

2組
ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2ﾝｰﾚ1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

342)   (プッホブラク113)   ()   ( ラッキーメイツ

山　富山　富

442)   (プッホブラク213)   ()   ( ラッキーメイツ

山　富山　富

542)   (プッホブラク313)   ()   ( ラッキーメイツ

山　富山　富

642)   (プッホブラク413)   ()   ( ラッキーメイツ

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5ﾝｰﾚ4
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 86 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 201 富山中央ＦＣ (   ) 36 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 87 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 202 富山中央ＦＣ (   ) 37 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 89 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 203 富山中央ＦＣ (   ) 38 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 95 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 204 富山中央ＦＣ (   ) 39 速星小
富　山

(   ) 97 A.C.TOYAMA Jr. )   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ8ﾝｰﾚ7
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 45 萩浦小 (   ) 105 浜黒崎小
山　富山　富

(   ) 46 萩浦小 (   ) 106 浜黒崎小
山　富山　富

(   ) 47 萩浦小 (   ) 107 浜黒崎小
富　山

(   ) 48 萩浦小 (   )

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

クラブホップ(富　山)

関　学跳(4)
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ

中林　幹太(4)
ｶﾅｲ ｶｽﾞﾏ

金井　一馬(4)
ﾐﾔﾀ ｺｳﾀﾞｲ

宮田　煌大(5)

ラッキーメイツA(富　山)

ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ

杉林　晃輔(6)
ﾖﾈﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

米田　貴大(5)
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｾｲ

山下　隼征(5)

ｾｷ ｶﾞｸﾄ

林　蓮(5)
ﾀｸﾔﾏ ﾊﾙﾄ

徳山　晴仁(5)
ｲｼﾊﾗ  ﾕｳｷ

石原　有輝(6)

ﾐｻﾜ ｿｳ

三澤　颯(5)

A.C.TOYAMA Jr.C(富　山)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｿｳｽｹ

柳原　壮助(4)

ｺﾏﾂ  ｶﾞｸ

駒津　楽来(6)

富山中央ＦＣ(富　山)

ﾉｶﾞﾐ ﾏﾅﾄ

野上　真叶(4)
ｵｵﾔ ﾖｼｷ

大屋　良貴(4)
ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ

竹内　翠(4)

ﾊﾔｼ  ﾚﾝ

ﾅｶﾀﾆ ﾊﾙﾄ

中谷　遥斗(4)

速星小　B(富　山)

ｲﾊﾗ ｹｲﾀ

飯原　　啓太(4)
ｱｵﾉ ﾀｶﾋﾛ

青野　　高大(4)
ｲﾁｲ ﾘｮｳﾀ

市井　　玲汰(4)

ﾎｳｼﾞｮｳ ｿｳﾀ

放生　蒼太(5)

ﾌﾅﾊﾞ ｺﾊｸ

舟場　　琥珀(4)

萩浦小A(富　山)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭﾝ

松原　駿(5)

浜黒崎小D(富　山)

ｲｿ ｺｳﾉｽｹ

磯　幸之介(4)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾙｷ

北島　陽樹(4)
ｻｶｲ ｼﾝﾉｽｹ

坂井　伸乃介(4)

ｻｶｲ ﾐﾂｷ

酒井　海槻(5)
ｱｷｵｶ ﾕﾂﾞｷ

秋岡　柚稀(5)

－ 20 －



小学男子4X100mR

県小学生記録(KR)        49.49     富山JAC（瀬川・河上・金嶋・四十物）(富山・富山JAC)1998/8/29 10月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組
ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2ﾝｰﾚ1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

小南川堀831)   (小瀬岩65)   ()   (
山　富山　富

小南川堀931)   (小瀬岩75)   ()   (
山　富山　富

小南川堀041)   (小瀬岩85)   ()   (
山　富山　富

小南川堀141)   (小瀬岩95)   ()   (

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5ﾝｰﾚ4
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 298 八幡小学校 (   ) 205 野村小 (   ) 167 高岡ジュニア
山　富山　富山　富

(   ) 299 八幡小学校 (   ) 206 野村小 (   ) 168 高岡ジュニア
山　富山　富山　富

(   ) 300 八幡小学校 (   ) 207 野村小 (   ) 171 高岡ジュニア
山　富山　富山　富

(   ) 301 八幡小学校 (   ) 208 野村小 (   ) 172 高岡ジュニア

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ8ﾝｰﾚ7
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 124 芝園小 (   ) 88 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富

(   ) 125 芝園小 (   ) 90 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富

(   ) 127 芝園小 (   ) 91 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富

(   ) 132 芝園小 (   ) 93 A.C.TOYAMA Jr.

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

岩瀬小(富　山)

川渕　康生(6)

ｲﾜｻｷ ｼﾝﾉｽｹ

岩崎　心之介(6)
ｸﾙﾏﾀﾆ ﾕｳｽｹ

車谷　祐介(6)
ｼﾝﾑﾗ ｺｳﾀ

新村　航太(6)

堀川南小(富　山)

ﾄﾐﾀ ｲﾌﾞｷ

富田　一颯(6)
ｵｵﾋﾂ ｺﾀﾛｳ

大櫃　胡太朗(6)
ｶﾜﾌﾞﾁ ｺｳｾｲ

ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾏ

成田　涼真(6)

八幡小学校(富　山)

ｳｴｻｶ ﾘﾋﾄ

上坂　理仁(6)

野村小A(富　山)

ﾅｶｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

中﨑　翔健(6)

ﾐｽﾞｵﾁ ﾕｳﾄ

水落　悠斗(6)

ﾃﾗﾆｼ ﾘｸﾄ

寺西　陸人(6)
ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ

中田　琉雅(6)
ﾔﾏｻﾞｷ ｲｯｾｲ

山崎　一成(6)

ｽｷﾞﾉ ｶｲｼﾞ

杉野　凱士(6)
ｻﾜｶﾜ ｹｲｼｮｳ

澤川　佳生(6)
ｼﾗｷ ｿｳﾀ

白木　颯大(6)

ﾀﾁﾅﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ

立浪　正太郎(6)
ﾋｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ

樋上　竣大(5)

芝園小A(富　山)

高岡ジュニア(富　山)

ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓｷ

梅田　智基(5)
ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾔｽ

西本　大泰(6)

貫田　唄大(6)

ﾑﾗｲ ﾘｮｳﾏ

村井　涼真(4)
ﾎﾘ ﾕｳｽｹ

堀　悠佑(4)
ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾀ

新谷　滉太(4)

A.C.TOYAMA Jr.A(富　山)

ﾎｿｶﾜ  ﾄｳﾔ

細川　透弥(5)
ｼﾏﾓﾄ  ﾘｭｳｾｲ

島本　竜惺(6)
ﾇｷﾀ  ｳﾀ

ﾐﾔﾊﾗ  ｼﾞｭﾗ

宮原　樹等(6)
ﾀﾏﾁ ｷｮｳ

田町　桔梗(4)

－ 21 －



小学男子4X100mR

県小学生記録(KR)        49.49     富山JAC（瀬川・河上・金嶋・四十物）(富山・富山JAC)1998/8/29 10月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

4組
ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2ﾝｰﾚ1

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
富　山

アニュジ人煌233)   ()   ()   (
富　山

アニュジ人煌333)   ()   ()   (
富　山

アニュジ人煌433)   ()   ()   (
富　山

アニュジ人煌533)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ5ﾝｰﾚ4 資格記録 1:11.46 6ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 101 古里小 (   ) 1 能町小 (   ) 276 豊田小
山　富山　富山　富

(   ) 102 古里小 (   ) 2 能町小 (   ) 277 豊田小
山　富山　富山　富

(   ) 103 古里小 (   ) 3 能町小 (   ) 278 豊田小
山　富山　富山　富

(   ) 104 古里小 (   ) 4 能町小 (   ) 279 豊田小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ8ﾝｰﾚ7
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 247 ラッキーメイツ (   ) 226 堀川小
山　富山　富

(   ) 248 ラッキーメイツ (   ) 227 堀川小
山　富山　富

(   ) 249 ラッキーメイツ (   ) 228 堀川小
山　富山　富

(   ) 250 ラッキーメイツ (   ) 229 堀川小

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

41

52

63

タイムレース上位8位

ｰﾞﾀｰｵ録記名ﾑｰﾁ位順

1

2

3

4

5

6

7

8

煌人ジュニア(富　山)

ﾑﾗﾀ ﾅｷﾞﾄ

村田　凪冬(5)
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｳﾀ

東山　晃大(5)
ﾑﾗｲ ｹｲｼｭﾝ

村井　慶旬(5)
ﾄﾞｲ ｶｲﾄ

土肥　海翔(5)

古里小(富　山)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ

本田　皐介(5)

能町小A(富　山)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳ

松長　佑(4)
ﾐﾔｺｼ ﾊﾙ

宮腰　晴(5)
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

齊藤　琉生(5)
ﾋﾗﾀ ﾄﾖｱｷ

平田　豊明(5)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ

杉本　直都(4)
ｴﾀﾞ ﾐﾂｷ

江田　充希(4)
ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀ

秋元　優汰(4)

ｶﾅｻｷ ﾐﾉﾘ

金崎　稔(4)
ﾏｻﾜｷ ｿﾗ

正脇　空(4)

ラッキーメイツB(富　山)

豊田小(富　山)

ｺﾓﾊﾗ ｼｮｳ

菰原　翔(4)
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ

松本　悠太(4)

向山　丞(6)

ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ

林　千真(5)
ﾒﾀﾞｲ ｼｭｳﾄ

目代　柊人(5)
ﾄﾐﾀ ｶｹﾙ

富田　翔琉(4)
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ

池田　晴紀(6)
ﾀﾝｼﾞ ｱｷﾋﾄ

丹治　尭舜(4)

堀川小C(富　山)

ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ

下村　颯翔(6)
ﾅｶﾔﾏ ﾜｸ

中山　和空(6)
ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾞｮｳ

－ 22 －



小学女子4X100mR

県小学生記録(KR)        53.35     富山JAC（西村・後田・原田・松田）(富山・富山JAC)1997/7/27 10月11日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富山　富

(   ) 181 下新川陸協 (   ) 51 速星小 (   ) 127 浜黒崎小
山　富山　富山　富

(   ) 183 下新川陸協 (   ) 52 速星小 (   ) 128 浜黒崎小
山　富山　富山　富

(   ) 185 下新川陸協 (   ) 53 速星小 (   ) 129 浜黒崎小
山　富山　富山　富

(   ) 186 下新川陸協 (   ) 54 速星小 (   ) 130 浜黒崎小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 210 滑川ジュニア (   ) 300 豊田小 (   ) 110 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富山　富

(   ) 211 滑川ジュニア (   ) 301 豊田小 (   ) 111 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富山　富

(   ) 212 滑川ジュニア (   ) 302 豊田小 (   ) 119 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富山　富

(   ) 213 滑川ジュニア (   ) 303 豊田小 (   ) 120 A.C.TOYAMA Jr.

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

8ﾚｰﾝ 資格記録 1:10.00 9ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 72 慶応陸上クラブ (   ) 133 芝園小
山　富山　富

(   ) 73 慶応陸上クラブ (   ) 134 芝園小
山　富山　富

(   ) 78 慶応陸上クラブ (   ) 135 芝園小
山　富山　富

(   ) 80 慶応陸上クラブ (   ) 136 芝園小

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

852

63

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ

山本　菜々望(6)

ｻｻｷ ﾆｺ

佐々木　仁胡(4)

ｲｲﾉ ｱﾔﾅ

飯野　紋奈(4)

ﾅﾝﾌﾞ ﾓｶ

南部　百花(5)
ﾀｶﾊﾗ ｺﾊﾙ

高原　心春(5)

ﾄﾐｻﾞﾜ ｷｮｳｶ

冨澤　京夏(6)
ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ

長田　実久(6)

安川　和香奈(6)

慶応陸上クラブC(富　山)

ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓｶ

下村　桃香(4)

芝園小A(富　山)

ｵｵｳﾁ ﾚｲﾅ

大内　玲奈(6)

佐渡　智心(5)
ｸｺﾞｳ  ﾐﾊﾈ

久郷　未羽(5)
ﾅｶﾞﾌﾞﾁ  ｺﾊﾈ

ﾔｽｶﾜ ﾜｶﾅ

永渕　心羽(6)
ｶﾄｳ ﾌｳ

加藤　楓(6)

豊田小　B(富　山)

ｲｿﾉ ﾕｷﾉ

磯野　雪乃(4)
ｸﾛﾀﾞ ｽｽﾞﾊ

黒田　涼羽(4)
ﾀﾊﾞﾗ ｳﾙｱ

田原　麗愛(4)

ｵｵﾊﾞ ﾋﾏﾘ

大場　ひまり(5)
ｻｶｲ ﾊﾙｶ

酒井　春佳(5)
ﾀﾆｶﾜ ｱﾔｶ

谷川　綾香(5)

堀井　成美(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ

山口　里桜(6)

滑川ジュニア(富　山)

ｻﾄﾞ  ﾉﾘﾐ

ｼﾏｶﾜ ﾘｺ

島川　璃子(6)
ﾄｸﾔﾏ ﾘｺ

德山　璃子(6)

市森　心陽(4)

A.C.TOYAMA Jr.B(富　山)

ｲﾜｶﾐ ｺｺﾛ

岩上　心桜(4)

浜黒崎小(富　山)

ｻﾞｼﾎﾞ ﾏｲ

座主坊　真衣(6)
ﾀﾝﾀﾞ ｲﾛﾊ

丹田　色葉(6)
ｲﾁﾓﾘ ﾐﾋﾛ

ｳｴﾀﾞ ﾋｵﾘ

上田　妃織(5)
ﾎﾘｲ ﾅﾙﾐ

速星小(富　山)

ﾑﾀ ﾌﾕｶ

牟田　冬華(6)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾅｶ

山﨑　茉央(6)

下新川陸協B(富　山)

ｽﾅﾀﾞ ﾕｲ

砂田　結衣(4)

－ 23 －



小学女子4X100mR

県小学生記録(KR)        53.35     富山JAC（西村・後田・原田・松田）(富山・富山JAC)1997/7/27 10月11日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

2組
2ﾚｰﾝ 資格記録 59.00 ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 70 慶応陸上クラブ (   ) 255 堀川小 (   ) 108 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富山　富

(   ) 71 慶応陸上クラブ (   ) 257 堀川小 (   ) 109 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富山　富

(   ) 74 慶応陸上クラブ (   ) 259 堀川小 (   ) 112 A.C.TOYAMA Jr.

山　富山　富山　富

(   ) 75 慶応陸上クラブ (   ) 260 堀川小 (   ) 113 A.C.TOYAMA Jr.

富　山

411)   ()   ()   ( A.C.TOYAMA Jr.

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 123 浜黒崎小 (   ) 293 豊田小 (   ) 156 堀川南小
山　富山　富山　富

(   ) 124 浜黒崎小 (   ) 294 豊田小 (   ) 157 堀川南小
山　富山　富山　富

(   ) 125 浜黒崎小 (   ) 295 豊田小 (   ) 158 堀川南小
山　富山　富山　富

(   ) 126 浜黒崎小 (   ) 296 豊田小 (   ) 159 堀川南小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 225 野村小 (   ) 198 Ｔｅａｍ．Ｉ
山　富山　富

(   ) 226 野村小 (   ) 199 Ｔｅａｍ．Ｉ
山　富山　富

(   ) 227 野村小 (   ) 200 Ｔｅａｍ．Ｉ
山　富山　富

(   ) 228 野村小 (   ) 201 Ｔｅａｍ．Ｉ

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

852

63

越前　花香(6)
ﾌｼﾞｶｹ ﾋﾖﾘ

藤掛　陽愛(6)

吉田　心春(6)
ｴﾁｾﾞﾝ ﾊﾅｶ

ｱｽﾞﾏ ｼﾂﾞｷ

ﾓﾘﾏﾂ ﾅﾅﾐ

森松　菜々美(5)

東　詩月(6)
ﾄﾋﾞﾀ ｻﾗ

飛田　桜来(6)

田邊　瑞貴(6)
ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ

ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾖﾘ

林　泉来(6)
ﾊﾔｼ  ｻｸﾗ

守山　日和(6)
ﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅﾀ

丸山　陽向(6)

野村小A(富　山)

ﾆｼﾀﾞ ﾘｵ

西田　理央(6)

ﾎﾘ ｻｱﾔ

堀　沙彩也(6)
ｱﾘﾔﾏ ﾘｵ

有山　梨生(5)林　咲愛(5)

Ｔｅａｍ．Ｉ(富　山)

山井　ひなた(5)

豊田小(富　山)

ｷﾀﾞ ﾌﾕﾒ

喜多　ふゆめ(5)
ﾎﾝﾀﾞ ｻｱﾔ

本多　咲絢(5)

浜黒崎小　B(富　山)

ｷﾑﾗ ﾚｲﾗ

木村　玲来(5)
ﾅｶﾀﾞ ｺﾊﾙ

仲田　　こはる(5)

花木　南風(5)
ｵｵﾋﾗ ﾁｶ

大平　千佳(5)
ｼﾝﾑﾗ  ﾏﾎ

新村　眞歩(5)

ﾔﾏｲ ﾋﾅﾀ

堀川南小(富　山)

ﾅﾅｶﾄﾞ ﾐﾕ

七門　美優(6)
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ

A.C.TOYAMA Jr.C(富　山)

ｵﾔﾄﾞﾏﾘ  ﾌｳ

親泊　風(4)
ﾔｽｶﾜ ﾌﾐﾅ

安川　芙実奈(4)
ﾊﾅｷ  ﾐﾅﾐ

山﨑　結(4)

慶応陸上クラブA(富　山)

ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ

小川　栞奈(4)
ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾊﾞ

中村　青葉(4)

ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾐ

岡崎　佳純(5)
ﾐｽﾞﾊｼ ｱﾕﾑ

水橋　歩夢(5)

堀川小H(富　山)

ｼﾏﾉ ﾐｲﾅ

島野　心那(4)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲ

ﾔｽﾀﾞ ﾕﾒ

安田　ゆめ(6)
ｼﾓﾑﾗ ﾘﾅ

下村　莉奈(6)

－ 24 －



小学女子4X100mR

県小学生記録(KR)        53.35     富山JAC（西村・後田・原田・松田）(富山・富山JAC)1997/7/27 10月11日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富山　富

(   ) 115 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 241 堀川小 (   ) 233 野村小
山　富山　富山　富

(   ) 116 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 242 堀川小 (   ) 234 野村小
山　富山　富山　富

(   ) 117 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 243 堀川小 (   ) 235 野村小
山　富山　富山　富

(   ) 118 A.C.TOYAMA Jr. (   ) 246 堀川小 (   ) 236 野村小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5 資格記録 1:04.00 7ﾚｰﾝ
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 268 ラッキーメイツ (   ) 69 慶応陸上クラブ (   ) 28 中太
山　富山　富山　富

(   ) 269 ラッキーメイツ (   ) 76 慶応陸上クラブ (   ) 30 中太
山　富山　富山　富

(   ) 270 ラッキーメイツ (   ) 77 慶応陸上クラブ (   ) 34 中太
山　富山　富山　富

(   ) 271 ラッキーメイツ (   ) 79 慶応陸上クラブ (   ) 35 中太

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 63 速星小 (   ) 182 下新川陸協
山　富山　富

(   ) 65 速星小 (   ) 184 下新川陸協
山　富山　富

(   ) 67 速星小 (   ) 187 下新川陸協
山　富山　富

(   ) 68 速星小 (   ) 189 下新川陸協

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

852

63

ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｶﾈ

米澤　茜(6)
ﾑﾛ ｳﾙﾊ

室　麗葉(6)
ｶﾅﾀﾆ ｱﾐ

金谷　彩未(6)

ｵｸﾉ ｱﾔﾅ

奥野　　綾菜(4)
ﾖｼﾉ ﾒｲ

吉野　　愛唯(4)
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ

林　　咲良(4)

ｽﾅﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

砂田　柚咲(6)

速星小　C(富　山)

ｶﾜﾑﾗ ﾐﾄ

川村　　美翔(4)

下新川陸協A(富　山)

ﾅｸﾞﾗ ﾐﾕ

名倉　美優(6)

ﾎﾘﾀ ｱﾝﾅ

堀田　杏奈(6)

中太B(富　山)

ｲ ｼｽﾞｶ

李　静夏(6)
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ

橋本　果歩(6)
ｵﾝﾅｶﾞﾜ ﾐﾕ

女川　美優(6)
ｲｶﾞﾗｼ ﾎﾅﾐ

五十嵐　穂波(5)

慶応陸上クラブB(富　山)

ﾐﾁｺｼ ﾀﾏｷ

道越　玲葵(6)
ﾉｼﾞﾏ ｱﾔﾉ

野島　綾乃(6)
ﾓﾄｼﾏ ﾕﾅ

本島　佑菜(5)

ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ

後藤　梛名(5)
ﾎｿｶﾜ ﾘﾝｶ

細川　凜花(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾄﾘ

小林　畔(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗ

山口　紗楽(5)
ｼﾗｷ ｻﾅ

白木　咲名(5)

ラッキーメイツB(富　山)

野村小B(富　山)

ﾔﾍﾞ ｱｲﾅ

矢部　愛奈(5)
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺﾄﾉ

今泉　瑚都乃(5)

谷口　つむぎ(6)

ｲﾄｳ ﾊﾙｶ

伊藤　　遙香(5)
ｲﾄｳ ｱｽｶ

伊藤　　明日香(5)

ｲｼﾏﾙ ｻｸﾗ

石丸　さくら(5)

ﾔﾏﾑﾗ  ｶﾅﾊ

山村　奏羽(6)
ｵｹﾀﾆ  ﾕｳｶ

桶谷　優花(6)
ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾂﾑｷﾞ

A.C.TOYAMA Jr.A(富　山)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾚｲ

小林　美玲(6)

堀川小G(富　山)

ﾓﾘｶﾜ ﾗﾕ

森川　楽友(5)

－ 25 －



小学女子4X100mR

県小学生記録(KR)        53.35     富山JAC（西村・後田・原田・松田）(富山・富山JAC)1997/7/27 10月11日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

4組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富山　富ﾝﾅｶ ﾀﾗｳ

(   ) 309 五箇山スポ少 (   ) 57 速星小 (   ) 149 芝園小
山　富山　富山　富ｷﾞﾌﾒ ﾜｶｿﾎ

(   ) 310 五箇山スポ少 (   ) 58 速星小 (   ) 150 芝園小
ﾊﾁﾛｳ ﾋｶﾘ 富　山 山　富山　富

(   ) 311 五箇山スポ少 (   ) 59 速星小 (   ) 151 芝園小
山　富山　富山　富ﾐﾕｱ ﾄﾓﾏﾔ

(   ) 312 五箇山スポ少 (   ) 60 速星小 (   ) 152 芝園小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 23 中太 (   ) 264 ラッキーメイツ (   ) 323 八幡小学校
山　富山　富山　富

(   ) 24 中太 (   ) 265 ラッキーメイツ (   ) 324 八幡小学校
山　富山　富山　富

(   ) 25 中太 (   ) 266 ラッキーメイツ (   ) 325 八幡小学校
山　富山　富山　富

(   ) 26 中太 (   ) 267 ラッキーメイツ (   ) 326 八幡小学校

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 98 堀岡小 (   ) 249 堀川小
山　富山　富

(   ) 99 堀岡小 (   ) 251 堀川小
山　富山　富

(   ) 100 堀岡小 (   ) 252 堀川小
山　富山　富

(   ) 101 堀岡小 (   ) 253 堀川小

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

タイムレース上位8位

ｰﾞﾀｰｵ録記名ﾑｰﾁ位順

1

2

3

4

5

6

7

8

浦田　かなん(6)

細川　芽吹(5)

鉢蝋　ひかり(4)

山本　歩実(4)

ｼﾏﾉ ｺｺﾛ

島野　心愛(6)

ﾅｶﾉ ﾕｳｶ

中野　優香(5)
ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾝ

中村　花音(5)

ｵｵﾊｼ ﾐｱｺ

大橋　美亜子(6)
ｷﾀﾉ ｶｴﾗ

北野　華瑛来(6)

ﾀｷｶﾜ ﾘｴ

滝川　理恵(6)
ｿｳﾅ ﾐﾂﾞｷ

惣名　美月(6)
ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶ

宮本　　結椛(6)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ

田中　利奈(6)

堀岡小(富　山)

ｵﾀﾞ ﾎﾉｶ

織田　帆花(6)

堀川小D(富　山)

ﾅｶﾀﾞ ｱﾕｺ

中田　安佑子(6)

ｵｵﾉ ﾜｶﾅ

大野　和佳奈(6)

八幡小学校(富　山)

ｸﾛｻｷ ｾﾝﾘ

黒崎　泉里(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ

小林　舞桜(6)
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾅ

坂本　樹南(6)
ﾐｽﾞﾉ ﾕﾅ

水野　柚奈(5)

ラッキーメイツA(富　山)

ﾌﾙｶﾜ ﾐｳ

古川　美羽(6)
ﾐｽﾞﾉ ｱｲｶ

水野　愛椛(6)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲﾅ

藤本　唯愛(6)
ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾅﾅｺ

藤重　七子(5)

谷村　奏美(4)
ﾄﾞｲ ﾘﾉｶ

土井　理乃佳(4)
ﾔﾌﾞﾀ ｼﾉ

藪田　志乃(4)

中太D(富　山)

上田　直花(5)
ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ

服部　美咲(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｻﾜ

松田　紗羽(5)

芝園小B(富　山)

ｳﾗﾀ ｺﾄﾊ

浦田　琴羽(4)
ﾀﾆﾑﾗ ｶﾅﾐ

五箇山スポ少(富　山) 速星小　B(富　山)

ﾀﾋﾞｷ ﾊﾙｱ

多比木　遥愛(5)
ｳｴﾀﾞ ﾅｵｶ

－ 26 －



混成リレー４×100mR

県小学生記録(KR)        52.61     堀川小（土居・伊藤・三ヶ島・西木戸）(富山・堀川小)2019/8/10 10月11日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

小岡長643)   (太中61)   ()   (
山　富山　富

小岡長523)   (太中92)   ()   (
山　富山　富

小岡長743)   (太中33)   ()   (
山　富山　富

小岡長623)   (太中81)   ()   (

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 317 八尾小 (   ) 283 下関小学校 (   ) 120 芝園小
山　富山　富山　富

(   ) 337 八尾小 (   ) 284 下関小学校 (   ) 121 芝園小
山　富山　富山　富

(   ) 319 八尾小 (   ) 258 下関小学校 (   ) 141 芝園小
山　富山　富山　富

(   ) 320 八尾小 (   ) 259 下関小学校 (   ) 142 芝園小
富　山

)   ()   (小尾八833)   (
富　山

)   ()   (小尾八933)   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 334 クラブホップ (   ) 216 堀川小
山　富山　富

(   ) 335 クラブホップ (   ) 221 堀川小
山　富山　富

(   ) 315 クラブホップ (   ) 244 堀川小
山　富山　富

(   ) 316 クラブホップ (   ) 245 堀川小

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

ﾀﾃﾉ ｹﾝｺﾞ

立野　剣伍(5)
ﾐｶｼﾏ ﾐﾅﾐ

三ヶ島　南実(5)
ｺｳﾁ ﾏﾅ

光地　舞奈(5)

ｶﾗｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ

唐島田　絢菜(6)
ｸﾘﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ

栗本　勘太郎(5)
ｱﾗﾔﾏ ｾﾞﾝﾀ

新山　善太(5)

石附　花菜(4)

堀川小E(富　山)

ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ

山内　涼平(5)

ｻｶｲ ｷｲﾁ

酒井　稀一(6)

亘　泰成(5)
ﾉｶﾞﾐ ｶﾚﾝ

ﾂｼﾞｲ ﾅﾂﾊ

辻井　夏葉(5)

クラブホップ(富　山)

ｲｼﾂﾞｷ ﾊﾅ

野上　花鈴(5)

福山　凜華(5)
ﾔｽｲ ﾅﾅｺ

安井　菜々子(5)

ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾅ

永井　花奈(6)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾅ

谷口　柚奈(6)
ﾀｶｼ ｱﾕﾐ

髙志　歩(6)

ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾄ

岡田　鉄斗(5)
ﾜﾀﾘ ﾀｲｾｲ

ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ

酒井　宏正(5)
ﾌｸﾔﾏ ﾘﾝｶ

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾔ

長谷川　凱也(5)
ｶﾈｺ ﾕﾂﾞｷ

金厚　結月(5)
ｷﾀﾔﾏ ｵｳｽｹ

北山　旺佑(5)

村田　庵哩(5)

八尾小(富　山) 下関小学校　B(富　山)

出本　碧子(6)
ｲﾜﾓﾄ ﾏｲｱ

岩本　麻衣亜(6)

芝園小B(富　山)

ｵｵｱｻ ﾚﾝｼﾞ

大浅　蓮治(6)

長岡小(富　山)

ﾀｶﾉ ｱｵｲ

高野　碧(5)
ｶﾅﾂﾞｶ ﾕｳﾀ

金塚　祐大(5)
ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ

水野　結月(5)
ﾑﾗﾀ ｲｵﾘ

中太A(富　山)

ｱｶｿﾌ ﾊﾙﾄ

赤祖父　遥人(6)
ﾃﾞﾓﾄ ｱｵﾈ

－ 27 －



混成リレー４×100mR

県小学生記録(KR)        52.61     堀川小（土居・伊藤・三ヶ島・西木戸）(富山・堀川小)2019/8/10 10月11日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

2組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

校学小羽呉323)   (小園芝511)   ()   (
山　富山　富

校学小羽呉243)   (小園芝131)   ()   (
山　富山　富

校学小羽呉423)   (小園芝611)   ()   (
山　富山　富

校学小羽呉343)   (小園芝231)   ()   (

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 222 堀川小 (   ) 306 八幡小学校 (   ) 280 豊田小
山　富山　富山　富

(   ) 223 堀川小 (   ) 307 八幡小学校 (   ) 304 豊田小
山　富山　富山　富

(   ) 239 堀川小 (   ) 330 八幡小学校 (   ) 305 豊田小
山　富山　富山　富

(   ) 240 堀川小 (   ) 331 八幡小学校 (   ) 281 豊田小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 160 堀川南小 (   ) 152 光陽小
山　富山　富

(   ) 142 堀川南小 (   ) 153 光陽小
山　富山　富

(   ) 161 堀川南小 (   ) 154 光陽小
山　富山　富

(   ) 143 堀川南小 (   ) 171 光陽小
富　山

小陽光271)   ()   (
富　山

小陽光371)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

ｱｽﾞﾏ ﾕｲ

東　優衣(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾉ

山口　莉乃(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

中村　龍乃介(5)
ﾌｸﾀ ﾘﾋﾄ

福田　理人(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ

山田　怜奈(5)

ｷﾀﾓﾘ ｾｲﾀﾛｳ

北森　惺大郎(5)
ﾀｹｼﾏ ﾒｲｻ

竹島　芽咲(5)
ﾅｶｶﾞｷ ﾘｷﾄ

中垣　力飛(5)

ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

濵田　亮(4)

堀川南小A(富　山)

ｼﾐｽﾞ  ﾕｲ

清水　悠生(5)

光陽小A(富　山)

ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ

木下　智博(5)

ﾐｶﾄﾞ ﾘｵ

見角　莉緒(4)

豊田小　B(富　山)

ｲｼﾊﾗ ﾘｵ

石原　陸央(4)
ｵｶ ﾕﾂﾞｷ

岡　結月(4)
ｳｴﾀﾞ ﾒｲﾅ

上田　芽奈(4)
ｴｲｶﾜ ｱﾔﾉ

永川　綾乃(5)

八幡小学校　B(富　山)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

小林　隼翔(4)
ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ

田中　煌大(4)
ﾌｼﾞｲ ﾘｻ

藤井　梨紗(4)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ

川口　　凌岳(5)
ﾏｽﾔﾏ ﾚﾝ

増山　漣(5)
ﾄｶﾞｼ  ﾓﾐｼﾞ

藤樫　紅葉(5)

北村　楓(5)
ﾌｸﾔﾏ ｴｲﾀ

福山　瑛大(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ

山田　梨緒(5)

堀川小F(富　山)

髙橋　美琴(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ

中島　大雅(6)
ﾏﾂﾀﾆ ｱﾔﾅ

松谷　彩花(6)

呉羽小学校(富　山)

ﾊｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ

萩本　健太(5)
ｷﾀﾑﾗ ﾌｳ

芝園小A(富　山)

ｵﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ

織田　敬太郎(6)
ﾀｶﾊｼ ﾐｺﾄ

－ 28 －



混成リレー４×100mR

県小学生記録(KR)        52.61     堀川小（土居・伊藤・三ヶ島・西木戸）(富山・堀川小)2019/8/10 10月11日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

校学小幡八403)   (小田豊762)   ()   (
山　富山　富

校学小幡八503)   (小田豊192)   ()   (
山　富山　富

校学小幡八823)   (小田豊292)   ()   (
山　富山　富

校学小幡八923)   (小田豊862)   ()   (

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 39 小杉小学校 (   ) 296 万葉小 (   ) 224 堀川小
山　富山　富山　富

(   ) 40 小杉小学校 (   ) 297 万葉小 (   ) 225 堀川小
山　富山　富山　富

(   ) 21 小杉小学校 (   ) 320 万葉小 (   ) 247 堀川小
山　富山　富山　富

(   ) 22 小杉小学校 (   ) 321 万葉小 (   ) 248 堀川小

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 122 芝園小 (   ) 55 速星小
山　富山　富

(   ) 123 芝園小 (   ) 56 速星小
山　富山　富

(   ) 143 芝園小 (   ) 23 速星小
山　富山　富

(   ) 144 芝園小 (   ) 24 速星小

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

ｲｶﾞﾗｼ ｹｲ

五十嵐　渓(6)
ﾌｼﾞｴ ﾐﾖ

藤江　美陽(5)

速星小(富　山)

ｱｽﾞﾏ ｶﾎ

東　華帆(6)
ﾀｶｷﾞ ｻﾕ

高城　咲夢(6)
ﾆｼﾍﾞ ﾕｳﾏ

西部　裕真(6)

ｷﾀﾓﾄ ﾖｳﾀ

北本　耀太(5)
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾔ

原田　直弥(5)
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ

林　祐希(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ

中村　若葉(6)
ﾀﾅﾍﾞ ﾄｳｺ

田邉　櫂子(6)

芝園小C(富　山)

堀川小A(富　山)

ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ

伊藤　　翔大(6)
ｷﾀｶﾞﾜ ｶｲ

北川　魁一(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ

山元　悠雅(6)
ﾅｶ ｲﾛﾊ

中　彩羽(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓｴ

山口　萌愛(6)

ｸﾛﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ

黒田　柚華(5)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｱｷ

清水　悠瑛(5)
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ

中村　敬悟(5)

ﾀｶｷﾞ ｲﾁｶ

髙木　唯椛(5)

小杉小学校(富　山)

ｶﾜﾀ ﾆｺ

川田　仁瑚(5)

万葉小(富　山)

ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｷ

松島　一輝(6)

ﾀﾙｲ ｼｮｳｽｹ

樽井　翔祐(6)

八幡小学校(富　山)

ﾐﾂﾉ ｿｳﾀ

光野　奏汰(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

山口　裕輝(5)
ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾉﾊ

北河　希羽(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｳｲ

山岸　到生(6)
ｱﾗｲ ﾐｶ

荒井　美香(6)
ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾅ

池上　怜奈(6)

豊田小(富　山)

－ 29 －



混成リレー４×100mR

県小学生記録(KR)        52.61     堀川小（土居・伊藤・三ヶ島・西木戸）(富山・堀川小)2019/8/10 10月11日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

4組
ﾝｰﾚ4ﾝｰﾚ3ﾝｰﾚ2

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
山　富山　富

小南川堀261)   (小川堀032)   ()   (
山　富山　富

小南川堀441)   (小川堀132)   ()   (
山　富山　富

小南川堀361)   (小川堀052)   ()   (
山　富山　富

小南川堀541)   (小川堀452)   ()   (

)   ()   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ7ﾝｰﾚ6ﾝｰﾚ5
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富山　富

(   ) 31 中太 (   ) 160 光陽小 (   ) 25 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 32 中太 (   ) 161 光陽小 (   ) 26 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 17 中太 (   ) 176 光陽小 (   ) 61 速星小
山　富山　富山　富

(   ) 19 中太 (   ) 177 光陽小 (   ) 62 速星小
富　山

)   (小陽光871)   ()   (

)   ()   ()   (

ﾝｰﾚ9ﾝｰﾚ8
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

山　富山　富

(   ) 165 高岡ジュニア (   ) 256 下関小学校
山　富山　富

(   ) 190 高岡ジュニア (   ) 281 下関小学校
山　富山　富

(   ) 173 高岡ジュニア (   ) 282 下関小学校
山　富山　富

(   ) 196 高岡ジュニア (   ) 257 下関小学校

)   ()   (

)   ()   (

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

741

52

63

タイムレース上位8位

ｰﾞﾀｰｵ録記名ﾑｰﾁ位順

1

2

3

4

5

6

7

8

脇家　百合(6)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾎ

谷口　奈穂(6)
ﾊｯｶ ﾊﾙﾄ

八箇　春空(6)

島田　美桜(6)
ｷﾘｲ ﾌﾐﾔ

桐井　郁弥(5)
ﾂｸﾘﾐﾁ ﾘﾅ

作道　莉奈(6)

下関小学校(富　山)

ｸﾎﾞ ﾅﾅﾄ

久保　七斗(6)
ﾜｷﾔ ﾕﾘ

林　美羽(5)

高岡ジュニア(富　山)

ｸｽﾉｷ ﾊﾙﾄ

楠　知隼(6)
ｼﾏﾀﾞ ﾐｵ

数井　梨玖(4)

速星小　B(富　山)

ﾅｲﾄｳ ﾕｳ

内藤　優(5)
ｻｲﾄｳ ｾﾅ

齋藤　世那(5)
ｶｸｺｳ ｻﾅ

覚幸　紗菜(5)
ﾊﾔｼ ﾐｳ

多賀　優仁(4)
ﾃﾗｶﾞｷ ﾕﾒｶ

寺垣　夢花(4)
ﾕｵ ﾅﾅﾐ

湯尾　七海(4)
ｶｽﾞｲ ﾘｸ

李　寧夏(6)
ｴｷﾂﾞｶ ﾕｳｷ

益塚　悠輝(6)
ﾉｶﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ

野上　諒雅(6)

光陽小B(富　山)

ｱﾜﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾊﾙ

粟林　義晴(4)
ﾀｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ

西野　心也(5)

中太C(富　山)

ﾐﾔﾓﾄ ｺｳ

宮本　瑚羽(6)
ｲ ﾔｽｶ

野村　彩衣(6)

堀川南小B(富　山)

ｲﾜｸﾗ ｷｶ

岩峅　葵椛(5)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

中川　遙希(5)
ﾓﾘｳﾁ ｺﾄﾅ

森内　心菜(5)
ﾆｼﾉ ｼﾝﾔ

岩本　凌空(6)
ｸﾘﾀ ﾊﾙﾔ

栗田　晴也(6)
ﾀｶﾉ ｱｶﾘ

髙野　茜浬(6)
ﾉﾑﾗ ｱｲ

堀川小B(富　山)

ｲﾜﾓﾄ ﾘｸ

－ 30 －



小学男子たすきリレー４×1200mR

チーム名
ﾅﾝﾊﾞｰ 所属・所属地 順位 記録 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ

)6(翔夕　下山)6(人綾　坂早)6(豪勇　橋大)6(樹佳　垣稲CAカイルタホ
1 ほたるいかAC

ほたるいかAC・富　山

)6(成秀　野泉)6(優心　飼鵜)6(惺優　中田)6(真蒼　田杉Aﾝﾗﾝﾗ
2 ランランA
ランラン・富　山

)5(珠二一　森松)5(子桃　土古)5(愛結　井藤)5(人健　山中Bﾝﾗﾝﾗ
3 ランランB
ランラン・富　山

)4(音舞　村野)4(音羽　田内)4(芽凌　田前)4(生蒼　島中)4(哉亮　坪寺Cﾝﾗﾝﾗ
4 ランランC
ランラン・富　山

)6(空虹　本岡)5(花優　田池)6(人郁　田永)6(汰瑛　本岡)4(馬永　西大ｱﾆｭﾞｼﾉｸﾌ
)6(妃瑞　仙古アニュジのくふ5

ふくのジュニア・富　山

)5(国忠　石大)5(優　谷櫻)4(空叶　森長)4(和大　宕愛Bｱﾆｭﾞｼﾏﾔﾄｰｼｰｴ
6 A.C.TOYAMA Jr.B

A.C.TOYAMA Jr.・富　山

)6(義優　井桜)6(唯葵　木々佐)5(煌　谷神)5(空朔　坪大)5(翔拓　窪大Aｱﾆｭﾞｼﾏﾔﾄｰｼｰｴ
7 A.C.TOYAMA Jr.A

A.C.TOYAMA Jr.・富　山

)4(平哲　口辻)5(志慶　辺浦)6(斗優　浦)6(眞一　根大ﾗﾟﾎｽ.ｰｨﾃﾑｴ
8 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

ＳＵＰＯＬＡ・富　山

)6(駕凌　崎大)6(人唯　田飯)6(和大　垣稲)6(登陽　越塚ｳｺｯﾞｶｳｮｼｷﾞｾﾓｼ
9 下関小学校
下関小学校・富　山

タカオカアールシー 飯室　陸(6) 開発　　晧(6) 岩上　友利(5) 山田　愉快(4)
10 高岡RC

高岡RC・富　山
)6(唯愛　田守)6(人遥　丸金)6(琉丈　政杉)6(玖心　川細Aｳｮｼﾉﾞｿﾞﾊｼ

11 芝園小A
芝園小・富　山

10月11日  9:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

－ 31 －



小学男子1200mクロスカントリー

ｽﾌﾟﾘｯﾄﾀｲﾑ

番号 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)
所属地
所　属

順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾀ ｿｳｽｹ 富　山
1 5 岩田　颯介(4) 能町小

ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞﾛｳ 富　山
2 11 山本　慶史郎(4) 中太

ｵｵｱｻ ﾀﾞｲｼﾞ 富　山
3 12 大浅　橙司(4) 中太

ｵｵﾊﾗ ｻｸﾏ 富　山
4 31 大原　朔真(5) 速星小

ﾄﾞｲ ﾖｳｽｹ 富　山
5 33 土肥　洋介(5) 速星小

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾃ 富　山
6 35 清水　颯(5) 速星小

ﾄﾞｲ ﾘｭｳｺﾞ 富　山
7 55 土井　隆護(6) 萩浦小

ﾀｹｳﾁ ｹｲｼﾞ 富　山
8 126 武内　啓治(4) 芝園小

ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 富　山
9 133 藤井　健人(6) 芝園小

ｲｲ ｺｳｼﾛｳ 富　山
10 158 伊井　孝志朗(5) 光陽小

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 富　山
11 184 山崎　　裕太(6) 樫尾小

ｲｶﾀﾞｲ ｾｲﾔ 富　山
12 210 筏井　誠也(6) 野村小

ﾊﾔｼ ｿｳｶﾞ 富　山
13 212 林　颯我(6) 野村小

ｻﾜﾀﾞ ﾅﾙ 富　山
14 233 澤田　匠(6) 堀川小

ﾅｶｻﾞｷ ﾙｲﾄ 富　山
15 236 中崎　琉斗(4) 堀川小

ｹﾞﾝｶｲ ｹｲｽｹ 富　山
16 237 玄海　敬祐(4) 堀川小

ﾀｶｵ ｹﾞﾝｽｹ 富　山
17 274 髙尾　元輔(5) 豊田小

ﾅﾘﾀ ﾀｲｷ 富　山
18 275 成田　大貴(5) 豊田小

ﾁｬﾀﾆ ﾌｸｼﾞｭ 富　山
19 284 茶谷　福寿(4) 豊田小

ｵｵｾ ﾕｳｷ 富　山
20 290 大瀬　優貴(6) 五箇山スポ少

ﾂｼﾞ ﾀｸﾛｳ 富　山
21 302 辻　拓路生(5) 八幡小学校

ﾊｼﾞ ｿｳｽｹ 富　山
22 342 土師　壮介(5) 婦中ジュニア

10月11日  9:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

－ 32 －



小学男子1200mクロスカントリー

ｽﾌﾟﾘｯﾄﾀｲﾑ

番号 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)
所属地
所　属

順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼｷ 富　山
1 13 杉本　俊希(4) 中太

ｱｻｲ ﾘｸ 富　山
2 32 浅井　凛玖(5) 速星小

ﾓﾄﾑﾗ ｿｳﾀ 富　山
3 34 本村　蒼汰(5) 速星小

ｸﾛﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 富　山
4 53 黒田　龍佑(6) 萩浦小

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 富　山
5 54 竹内　快斗(6) 萩浦小

ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 富　山
6 134 安田　健吾(6) 芝園小

ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 富　山
7 157 五十嵐　春希(5) 光陽小

ｻｸﾀﾞ ｿｳｼ 富　山
8 211 作田　颯士(6) 野村小

ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 富　山
9 238 佐藤　琉成(4) 堀川小

ｼﾞﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾋﾛ 富　山
10 239 神代　直弘(4) 堀川小

ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 富　山
11 266 藤原　慶音(6) 下関小学校

ｵｶﾓﾄ ｱｼｭｳ 富　山
12 283 岡本　亜柊(4) 豊田小

ﾑﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 富　山
13 285 崇田　海翔(4) 豊田小

ﾜﾀﾞ ｱﾂｷ 富　山
14 286 和田　惇暉(4) 豊田小

ﾅﾝﾎﾞ ｺｳｷ 富　山
15 287 南保　光希(4) 豊田小

ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾄ 富　山
16 288 前川　晴仁(4) 豊田小

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 富　山
17 303 中川　泰雅(5) 八幡小学校

ﾀｶﾂｷ ﾚｲ 富　山
18 308 高附　伶維(6) 山室小

ﾌﾅｷ ﾋｼﾞﾘ 富　山
19 343 舟木　聖(5) 婦中ジュニア

ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾀﾛｳ 富　山
20 344 山崎　清太郎(5) 婦中ジュニア

ｼﾏｵｶ ﾊｸ 富　山
21 345 嶋岡　狛(5) 婦中ジュニア

ﾀﾃﾏﾂ　ｻﾄﾙ 富　山
22 346 立松　悟(6) 舟橋小学校

10月11日  9:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

－ 33 －



小学女子たすきリレー４×1200mR

チーム名
ﾅﾝﾊﾞｰ 所属・所属地 順位 記録 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｵｰﾀ゙ｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ

)5(希柚　島)5(希椛　原)5(茜　野東)5(さばつ　堀ｳｺｯﾞｶｳｮｼﾞｷｽｺ
1 小杉小学校

小杉小学校・富　山

)6(南美　宕愛)6(世采　田志)5(帆志　川黒)5(愛結　森長)4(唯愛　川笹ｱﾆｭﾞｼﾏﾔﾄｰｼｰｴ
2 A.C.TOYAMA Jr.

A.C.TOYAMA Jr.・富　山

)4(果乃埜　藤加)4(つな　森高)5(音詩　中田)5(香絢　田島ｰｴ ﾗﾟﾎｽ.ｰｨﾃﾑｴ
3 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ　A

ＳＵＰＯＬＡ・富　山

)6(花桃　後越)6(保美　田松)6(音かあ　元山)6(釉　山北)6(桜美　出放ｳｮｼｳﾖｳｺ
4 光陽小

光陽小・富　山
タカオカアールシー 神島　　優生(6) 山本　さと乃(6) 吉野　心結(6) 飯室　優奈(4)

5 高岡RC
高岡RC・富　山

)4(子環　井十五)4(月柚　條北)4(佑心　山竹)4(那雪　瀬黒)5(杏　山秋ｰﾞﾋ ﾗﾟﾎｽｰｨﾃﾑｴ
6 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ　B

ＳＵＰＯＬＡ・富　山

10月11日  9:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ
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小学女子1200mクロスカントリー

ｽﾌﾟﾘｯﾄﾀｲﾑ

番号 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年)
所属地
所　属

順位 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼﾉ ｺﾊﾙ 富　山
1 19 西野　心春(4) 中太

ﾀﾅｶ ﾐｱﾔ 富　山
2 22 田中　美彩(4) 中太

ｲﾏｶﾜ ｱﾔﾈ 富　山
3 49 今川　絢寧(6) 速星小

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾅﾙ 富　山
4 50 藤山　夏瑠(6) 速星小

ｲﾅﾓﾄ ﾊﾅﾈ 富　山
5 90 稲元　花寧(5) 南条小

ｶﾜｷﾞｼ ﾚｲﾅ 富　山
6 146 川岸　礼奈(5) 芝園小

ｺﾞｿｳ ﾘｮｳｺ 富　山
7 147 五艘　諒子(5) 芝園小

ｻﾜﾀﾞ ﾐｿﾗ 富　山
8 148 澤田　美空(5) 芝園小

ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 富　山
9 168 山元　あか音(6) 光陽小

ﾜｼﾂﾞｶ ﾉｱﾝ 富　山
10 175 鷲塚　乃杏(5) 光陽小

ﾅｶﾔｽ ﾐﾕ 富　山
11 188 中易　美結(5) 下新川陸協

ﾉﾑﾗ ｱｲﾘﾝ 富　山
12 231 野村　愛鈴(6) 野村小

ｲﾏｼﾞｮｳ ﾕｳﾘ 富　山
13 232 今庄　夕理(6) 野村小

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾒ 富　山
14 287 宮崎　倖芽(6) 下関小学校

ﾌﾀｶﾞﾐ ﾕﾗ 富　山
15 288 二上　悠来(6) 下関小学校

ｻｶｲ ﾘｱﾅ 富　山
16 289 堺　莉杏那(6) 下関小学校

ﾑﾗﾂﾊﾞｷ ﾕﾅ 富　山
17 308 村椿　夢奈(4) 豊田小

ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 富　山
18 315 加藤　遙(6) 船峅小学校

ｼﾏﾉｳﾁ ｱﾕ 富　山
19 333 嶋之内　亜優(5) クラブホップ

ｱﾍﾞ ﾁｻｷ 富　山
20 345 阿部　千彩紀(5) ハッスルラン

ﾊﾗ ﾘﾝｺ 富　山
21 353 原　凛子(6) 婦中ジュニア

ｸﾛｾ ﾕｳ 富　山
22 354 黒瀬　由羽(6) 婦中ジュニア

ｳｴﾉ ﾅﾂｷ 富　山
23 355 上野　夏生(5) 婦中ジュニア

10月11日  9:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

－ 35 －




