
一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 11.91 上口  有帆 呉羽高 3 14/06/21 第53回北信越高校 松本 -0.1 決勝

2 12.08 朝野  夏海 水橋高 1 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 1.7 決勝

3 12.14 堂腰  莉衣奈 富山大 2 14/10/11 第45回北信越学生選手権 長野 1.7 決勝

4 12.20 金井  菜奈 入善高 1 14/10/04 第8回日本ユース選手権 瑞穂 -0.1 予選

5 12.24 舘谷  美咲 東京学芸大 1 14/05/03 第83回日体大競技会 日体大健志大 1.5 レース

6 12.27 杉本  有希 富山高専 5 14/10/11 第45回北信越学生選手権 長野 1.7 決勝

7 12.45 本江  志帆 富山商高 3 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 1.1 予選

8 12.51 唐島田  ほたる 国士舘大 4 14/05/04 第3回日大競技会 日大 0.1 レース

9 12.57 中島　優花 富山北部中 2 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 2.0 決勝

10 12.60 井加田  真世 高岡南高 2 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 1.7 決勝

11 12.63 橋本  佳保里 富山大 1 14/07/27 第14回坂井地区夏季記録会 三国 0.8 ﾀｲﾑﾚｰｽ

12 12.67 森  千姫 呉羽高 2 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 1.5 準決

12 12.67 手塚　麻衣 志貴野中 1 14/10/31 第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 1.5 準決

14 12.68 馬渕  唯奈 水橋高 1 14/10/25 第19回北信越高校新人 ビッグスワン 0.0 予選

15 12.69 改井  夏菜 水橋高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 1.7 決勝

16 12.71 高橋  侑花 富山高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 1.9 準決

17 12.78 牧口　晴香 高岡芳野中 3 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 2.0 決勝

18 12.80 本田　天 芝園中 3 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 2.0 決勝

19 12.82 西野　友莉亜 高岡商高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 1.8 準決

20 12.84 亀谷　優香 高志野中 3 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 2.0 決勝

20 12.84 金井  菜々 呉羽高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 -0.5 準決

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 25.08 朝野  夏海 水橋高 1 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 1.9 決勝

2 25.19 堂腰  莉衣奈 富山大 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 1.6 決勝

3 25.23 杉本  有希 富山高専 5 14/08/20 第49回全国高専 宿毛 -0.1 ﾀｲﾑﾚｰｽ

4 25.24 金井  菜奈 入善高 1 14/10/26 第19回北信越高校新人 ﾋﾞｯｸｽﾜﾝ 0.1 決勝

5 25.60 森川  梨奈 富山南高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 1.1 決勝

6 25.72 上口  有帆 呉羽高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 -0.8 準決

7 25.85 本江  志帆 富山商高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 1.1 決勝

7 25.85 手塚　麻衣 志貴野 1 14/10/11 第38回県ジュニアオリンピック 五福 0.2 決勝

9 25.95 中島　優花 富山北部中 2 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 0.2 決勝

10 25.98 森  千姫 呉羽高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 1.8 予選

11 26.02 杉澤  美帆 富山南高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 2.3 決勝

12 26.15 井加田  真世 高岡南高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 1.9 決勝

13 26.23 唐島田  ほたる 国士舘大 4 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 1.6 決勝

14 26.25 宮田  伊毬 水橋高 2 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 1.1 決勝

15 26.39 橋本  佳保里 富山大 1 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 0.9 予選

16 26.43 北野  亜純 富山高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 1.1 決勝

17 26.52 改井  夏菜 水橋高 3 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 1.4 準決

18 26.55 細川  杏実 高岡商高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 1.6 決勝

19 26.63 喜多  清佳 福岡高 3 14/06/21 第53回北信越高校 松本 0.4 七種

20 26.68 西田  可奈子 富山南高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 0.7 準決

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 56.03 杉澤  美帆 富山南高 2 14/10/20 第69回国体 諫早 予選

2 57.65 宮田  伊毬 水橋高 2 14/10/25 第19回北信越高校新人 ﾋﾞｯｸｽﾜﾝ 決勝

3 59.23 北野  亜純 富山高 3 14/06/20 第53回北信越高校 松本 準決

4 59.75 滝本  志帆 富山高 2 14/06/20 第53回北信越高校 松本 予選

5 59.92 黒川 由子 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ 14/06/28 第43回富山県実業団 魚津 決勝

6 1.00.13 八田  朋美 富山大 4 14/05/24 第88回北信越学生 富山総合 決勝

7 1.00.16 中島  綾香 富山高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 予選

8 1.00.23 細川  杏実 高岡商高 2 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

9 1.00.31 西田  可奈子 富山南高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

10 1.00.74 齋藤  未吹 富山大 3 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 予選

11 1.00.87 尾田  まどか 魚津高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

12 1.00.92 福田  明梨 呉羽高 2 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 予選

13 1.01.00 中  麻妃 砺波高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

14 1.01.71 伊藤  美緒 氷見高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 準決

15 1.02.00 駒  沙央里 呉羽高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 予選

16 1.02.02 釜谷美翔子 京都大 M1 14/04/11 第78回京都学生対校 西京極 予選

17 1.02.06 三井  萌子 駿河台大 2 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 決勝

18 1.02.34 今井  莉奈 砺波高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 予選

19 1.02.41 橋本　佳保里 富山大 1 14/08/03 第68回関西学生薬学対校 服部緑地 決勝

20 1.02.65 石原  幸 富山大 2 14/10/11 第45回北信越学生選手権 長野 予選

女子　１００ｍ

女子　２００ｍ

女子　４００ｍ



一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 2.09.63 中村  美咲 都留文科大 3 14/09/06 第83回日本学生対校 熊谷 予選

2 2.14.45 齋藤  未吹 富山大 3 14/08/13 第36回北日本インカレ 新潟市 予選

3 2.15.23 室谷  唯佳 砺波高 3 14/06/22 第53回北信越高校 松本 決勝

4 2.15.93 杉森  亜莉沙 高岡商高 3 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

5 2.17.00 絹野  紗月 高岡商高 2 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

6 2.20.03 梅谷  愛花 富山商高 1 14/06/21 第53回北信越高校 松本 予選

7 2.20.40 藤田  優子 八尾中 3 14/07/05 第52回県中学選手権 富山総合 予選

8 2.20.45 谷口  陽菜 富山商高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

9 2.21.03 三井  萌子 駿河台大 2 14/09/23 第25回関東学生新人 熊谷 予選

10 2.21.34 山本　菜月 伏木中 3 14/07/05 第52回県中学選手権 富山総合 予選

11 2.22.35 佐伯  藍子 富山高 2 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

12 2.22.48 河原　奈央 堀川中 2 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 決勝

13 2.22.61 梅田  真悠 氷見高 2 14/10/26 第19回北信越高校新人 ﾋﾞｯｸｽﾜﾝ 予選

14 2.22.79 杉崎  倫子 富山南高 3 14/06/21 第53回北信越高校 松本 予選

15 2.23.06 谷口　知穂 杉原中 1 14/08/26 県中学夏季 五福
16 2.23.10 北　京蘭 魚津東部中 1 14/08/26 県中学夏季 五福
17 2.23.63 栗山  結衣香 富山高専 4 14/08/20 第49回全国高専 宿毛 予選

18 2.23.68 杉澤  美帆 富山南高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 予選

19 2.24.46 上田　江里子 北海道大 1 14/07/12 第43回北海道学生 円山 決勝

20 2.24.69 杉林  佐貢子 小杉高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 予選

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 4.29.40 中村  美咲 都留文科大 3 14/06/20 2014日本学生個人選手権 平塚 決勝

2 4.33.57 谷口  陽菜 富山商高 3 14/06/20 第53回北信越高校 松本 決勝

3 4.34.46 絹野  紗月 高岡商高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

4 4.38.23 杉森  亜莉沙 高岡商高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

5 4.39.69 梅谷  愛花 富山商高 1 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

6 4.43.47 東海　ひかる 津田塾大 2 14/04/26 第237回日体大長距離 日体大健志台 レース

7 4.43.48 室谷  唯佳 砺波高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

8 4.45.39 佐伯  陽菜 高岡商高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

9 4.47.68 相原  もこ 富山商高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

10 4.48.71 藤田　優子 八尾中 3 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 決勝

11 4.48.82 石浦　藍里 魚津東部中 3 14/08/06 第35回北信越中学 ﾋﾞｯｸｽﾜﾝ 決勝

12 4.50.55 槻尾  有衣子 高岡商高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

13 4.51.78 河原　奈央 堀川中 2 14/10/31 第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 予選

14 4.51.90 谷口  歩志 桜井高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

15 4.52.43 広瀬　悠 大沢野中 3 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 決勝

16 4.53.65 谷口　知穂 杉原中 1 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 ﾀｲﾑﾚｰｽ

17 4.53.99 大野  久美 桜井高 2 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 予選

18 4.54.68 守内　美結 出町中 3 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 ﾀｲﾑﾚｰｽ

19 4.55.30 福田　萌果 城山中 3 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 ﾀｲﾑﾚｰｽ

20 4.55.39 恒川　知優 速星中 1 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 ﾀｲﾑﾚｰｽ

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 9.31.60 野尻　あずさ ヒラツカ・リース 14/06/25 ﾎｸﾚﾝﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ(第2戦) 深川
2 9.40.85 梅原　　凌 城西大 4 14/04/19 チャレンジ・ミートゥinくまがや 熊谷 レース

3 9.47.82 絹野  紗月 高岡商高 2 14/10/11 第3回静岡県長距離記録会 小笠山
4 9.51.46 佐伯  陽菜 高岡商高 3 14/10/11 第3回静岡県長距離記録会 小笠山
5 9.55.39 杉森  亜莉沙 高岡商高 3 14/10/11 第3回静岡県長距離記録会 小笠山
6 9.57.38 相原  もこ 富山商高 2 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

7 9.57.56 谷口  陽菜 富山商高 3 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

8 9.59.84 池田  小雪 高岡商高 3 14/10/11 第3回静岡県長距離記録会 小笠山
9 10.00.96 須河　沙央理 城西大 4 14/04/19 チャレンジ・ミートゥinくまがや 熊谷 レース

10 10.03.81 坂下  良奈 高岡商高 1 14/10/11 第3回静岡県長距離記録会 小笠山
11 10.20.92 梅谷  愛花 富山商高 1 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 決勝

12 10.23.08 守内　美結 出町中 3 14/10/19 第２回中長記録会 五福
13 10.23.29 藤田　優子 八尾中 3 14/08/26 県中学夏季 五福
14 10.26.28 恒川　知優 速星中 1 14/10/19 第２回中長記録会 五福
15 10.27.55 石浦　藍里 魚津東部中 3 14/10/19 第２回中長記録会 五福
16 10.28.01 小坂　依里 日大 14/07/13 第159回東海大長距離 東海大 決勝

17 10.28.50 大野  久美 桜井高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 決勝

18 10.28.51 槻尾  有衣子 高岡商高 2 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

19 10.29.44 粟村　汐梨 舟橋中 2 14/10/19 第２回中長記録会 五福
20 10.34.81 谷口  歩志 桜井高 2 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

女子　８００ｍ

女子　１５００ｍ

女子　３０００ｍ



一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 16.02.21 野尻  あずさ ヒラツカ・リース 14/10/18 第69回国体 諫早 決勝

2 16.13.49 福居　紗希 城西大 1 14/11/15 第241回日体大競技会 日体大健志大 レース

3 16.19.64 梅原　　凌 城西大 4 14/04/26 第237回日体大競技会 日体大健志大 レース

4 16.59.10 須河　沙央理 城西大 4 14/04/12 第236回日体大競技会 日体大健志大 レース

5 17.13.56 相原  もこ 富山商高 2 14/09/27 北陸実業団記録会 魚津 決勝

6 18.39.07 小坂　依里 日大 14/04/26 第237回日体大競技会 日体大健志大 レース

7 18.40.99 佐伯  陽菜 高岡商高 3 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

8 18.57.32 坂口  瑛 万葉健友会 14/07/26 第28回能美市ナイター 能美
9 19.10.44 堀内  祐希 砺波高 1 14/08/30 第58回北陸選手権 福井 決勝

10 19.14.23 槻尾  有衣子 高岡商高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

11 19.51.80 椎名  永果 富山陸協 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

12 19.52.56 池田  小雪 高岡商高 3 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

13 20.18.19 荒井  菜月 富山中部高 1 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

14 20.21.81 蔵町  美紀 砺波高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 35.17.27 梅原　　凌 城西大 4 14/05/16 第93回関東学生対校 熊谷 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 14.68 馬渕  唯奈 水橋高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 1.3 予選

2 14.80 山口　恵梨 岐阜経大 2 14/05/18 東海学生対校 瑞穂 1.0 予選

3 15.34 堀  由季 SP-HOPE 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 1.5 決勝

4 15.48 小林  未祐 水橋高 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 1.5 決勝

5 15.78 釜谷美翔子 京大 M1 14/05/07 第91回関西学生対校 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 0.0 予選

6 15.85 藤井  千瑛 高岡高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

6 15.85 滝川  絢香 魚津高 1 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 1.4 決勝

8 16.04 森  成菜 南砺福光高 2 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 1.5 決勝

9 16.28 清水  瑠唯那 富山商高 2 14/06/21 第53回北信越高校 松本 1.1 七種

10 16.33 三鍋  美優 水橋高 1 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

11 16.49 大代  真吏奈 高岡商高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

12 16.51 米澤  芽衣 高岡商高 1 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

13 16.70 山本  萌可 富山大 1 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 1.4 決勝

14 16.84 岡田  莉奈 富山高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

15 16.96 山口  菜摘 富山商高 2 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 0.5 予選

15 16.96 鈴木  華 南砺福光高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

17 17.05 大橋  可奈 入善高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 1.5 予選

18 17.06 山田  佑香 南砺福光高 2 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 1.2 七種

19 17.09 氏家  凪咲 龍谷富山高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 1.3 決勝

20 17.24 太田  凪紗 富山高 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 -0.8 予選

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 1.04.73 中  麻妃 砺波高 3 14/06/21 第53回北信越高校 松本 準決

2 1.05.23 滝本  志帆 富山高 2 14/06/21 第53回北信越高校 松本 予選

3 1.05.40 釜谷  美翔子 京都大 M1 14/05/09 第91回関西学生対校 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 予選

4 1.06.15 福田  明梨 呉羽高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 決勝

5 1.06.48 八田  朋美 富山大 4 14/05/25 第88回北信越学生対校 富山総合 予選

6 1.07.15 米澤  芽衣 高岡商高 1 14/10/26 第19回北信越高校新人 ビッグスワン 予選

7 1.07.79 高瀬  智理 信州大 1 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 予選

8 1.07.83 西田  可奈子 富山南高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

9 1.07.89 石原  幸 富山大 2 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 予選

10 1.07.90 滝川  絢香 魚津高 1 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 予選

11 1.09.44 山本  真麻 富山いずみ高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 予選

12 1.09.64 山本  華音 高岡高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 予選

13 1.09.72 長谷川  美紗 南砺福光高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 予選

14 1.10.23 秋田  真佑 呉羽高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 予選

15 1.10.55 森  成菜 南砺福光高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

16 1.10.56 酌井  志帆 富山中部高 2 14/08/17 第67回県体一部 富山総合 決勝

17 1.11.41 市村  美波 高岡南高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 予選

18 1.11.55 高岡  知比呂 水橋高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 予選

19 1.12.21 小村  彩乃 高岡高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 予選

20 1.12.37 沼田  直実 富山中部高 1 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 予選

女子　１００ｍＨ

女子　４００ｍH

女子　５０００ｍ

女子　１００００ｍ



一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 23.29.57 高山  瑞佳 富山商高 3 14/07/31 第67回全国高校総体 中銀ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝

2 25.10.31 米沢  美柚 富山商高 1 14/10/25 第19回北信越高校新人 ビッグスワン 決勝

3 25.18.73 宮崎  集 富山中部高 3 14/06/20 第53回北信越高校 松本 決勝

4 25.54.80 大石  あかね 富山大 4 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

5 26.14.67 吉田  遥 砺波高 2 14/06/20 第53回北信越高校 松本 決勝

6 27.32.30 山田  このみ 高岡西高 2 14/10/25 第19回北信越高校新人 ビッグスワン 決勝

7 28.29.23 山本  麗 高岡高 2 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

8 28.51.79 野尻  陽菜 高岡高 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

9 29.43.33 中村  希 高岡高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

10 30.08.95 椎名  永果 富山陸協 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

11 30.14.46 堀  友香 高岡高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

12 31.57.33 豊岡  愛理 富山高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

13 32.10.74 堀井  麗良 龍谷富山高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

14 32.17.00 前野  桃香 富山高専 2 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

15 33.25.24 奥野  かれん 高岡第一高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

16 33.51.38 笹川  奈津美 富山高専 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

17 34.24.73 青山  怜未 富山中部高 1 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 47.11.13 高山  瑞佳 富山商高 3 14/10/21 第69回国体 諫早 決勝

2 55.29.14 大石  あかね 富山大 4 14/05/15 第88回北信越学生対校 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 1.11.56. 野尻あずさ ヒラツカ・リース 14/11/16 第6回横浜国際女子マラソン 横浜 途中計時

2 1.16.55. 梅原　　凌 城西大 3+ 14/03/16 第17回日本学生女子ハーフマラソン まつえ
3 1.23.23. 坂口　瑛 万葉健友会 14/11/03 松任ロードレース大会 松任
4 1.24.04. 佐々木英里 ＹＧＲＣ富山 14/01/26 第33回大阪国際女子マラソン 大阪 途中計時

5 1.26.54. 湊　由美子 エアーズ 14/04/27 第34回魚津しんきろうマラソン 魚津
6 1.27.53. 金子　有希 いたち川ＲＣ 14/01/26 第33回大阪国際女子マラソン 大阪 途中計時

7 1.28.35. 宮本　明子 万葉健友会 14/04/20 第16回長野マラソン 長野 途中計時

8 1.28.37. 椎名　永果 富山陸協 14/11/16 第6回横浜国際女子マラソン 横浜 途中計時

9 1.29.39. 細川　由利 ＹＧＲＣ富山 14/11/03 松任ロードレース大会 松任
10 1.33.55. 橋本　由利 ＹＧＲＣ富山 14/01/26 第33回大阪国際女子マラソン 大阪 途中計時

11 1.34.13. 藤田　智弥 ＡＣトヤマ 14/04/27 第34回魚津しんきろうマラソン 魚津
12 1.34.27. 斎藤　こずえ アミノｉｎ富山 14/11/16 第6回横浜国際女子マラソン 横浜 途中計時

13 1.34.59. 宮脇　朝美 - 14/11/16 第22回扇状地マラソンＩＮ入善 扇状地
14 1.35.03. 西野　直美 ＣＬＵＢ福光 14/10/12 第38回金沢百万石ロード 石川
15 1.35.14. 片原　　渚 いたち川ＲＣ 14/11/16 第22回扇状地マラソンIN入善 扇状地
16 1.35.26. 本田　さおり なんちゃＲＣ 14/11/16 第22回扇状地マラソンIN入善 扇状地
17 1.36.04. 東　郁子 - 14/11/16 第22回扇状地マラソンＩＮ入善 扇状地
18 1.36.06. 田中　亜紀 富山陸協 14/04/06 第15回春の福井駅前マラソン 福井
19 1.36.24. 船屋志保子 朝日ＲＳＣ 14/04/27 第34回魚津しんきろうマラソン 魚津
20 1.36.43. 田中　亜紀 - 14/10/05 第37回福井マラソン 福井

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 2.28.54. 野尻あずさ ヒラツカ・リース 14/11/16 第６回横浜国際女子マラソン 横浜
2 2.51.41. 佐々木　英里 ＹＧＲＣ 14/01/26 第33回大阪国際女子マラソン 大阪
3 2.56.41. 椎名　永果 富山陸協 14/11/16 第６回横浜国際女子マラソン 横浜
4 2.57.16. 宮本　明子 万葉健友会 14/03/09 第3回名古屋ウィメンズマラソン 名古屋
5 2.57.56. 金子　有希 いたち川ＲＣ 14/03/09 第３回名古屋ウィメンズマラソン 名古屋
6 3.00.01. 坂口　瑛 万葉健友会 201401/26 第33回大阪国際女子マラソン 大阪
7 3.13.18. 斎藤　こずえ アミノｉｎ富山 14/03/09 第3回名古屋ウィメンズマラソン 名古屋
8 3.17.16. 宮脇　朝美 － 14/03/02 第34回篠山ＡＢＣマラソン 篠山
9 3.21.27. 東　郁子 - 14/12/21 第45回防府マラソン 防府
10 3.21.36. 橋本　由利 ＹＧＲＣ富山 14/01/26 第33回大阪国際女子マラソン 大阪
11 3.23.03. 福島　しのぶ アミノｉｎ富山 14/03/09 第3回名古屋ウィメンズマラソン 名古屋
12 3.26.09. 西野　直美 富山陸協 14/11/23 第23回福知山マラソン 福知山
13 3.26.39. 細川　由利 ＹＧＲＣ富山 14/12/21 第45回防府マラソン 防府
14 3.29.24. 能登部　美和子 － 14/04/20 第16回長野マラソン 長野
15 3.31.05. 玉手　美里 Ｙ．Ｇ．Ｒ．Ｃ． 14/02/16 2014京都マラソン 京都
16 3.32.33. 田中　亜紀 富山陸協 14/02/16 2014京都マラソン 京都
17 3.32.43. 船屋志保子 朝日Ｒ．Ｓ．Ｃ 14/03/09 第３回名古屋ウィメンズマラソン 名古屋
18 3.40.55. 高村　まゆみ ＹＧＲＣ富山 14/11/23 2014神戸マラソン 神戸
19 3.47.50. 新酒　陽子 - 14/10/12 第31回新潟シティマラソン 新潟
20 3.49.06. 宮本　智恵 万葉健友会 14/10/19 第31回大町アルプスマラソン 大町

女子　５０００ｍW

女子　１００００ｍW

女子　ﾊｰﾌマラソン

女子　マラソン



一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 1.70 岩田  栞 富山商高 3 14/08/30 第58回北陸選手権 福井 決勝

2 1.62 山田  佑香 南砺福光高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 七種

3 1.55 松元  佳子 伏木中 3 14/08/06 第35回北信越中学 ビッグスワン 決勝

4 1.51 永井  沙華 龍谷富山高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

4 1.51 石田　良菜 桜井中 3 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 決勝

6 1.50 清水  瑠唯那 富山商高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

6 1.50 岡村　陽乃 日女体大 4 14/09/20 第22回大学対校混成 国際武道大 七種

8 1.49 山田　歩有子 平中 1 14/10/11 第38回県ジュニアオリンピック 五福 決勝

9 1.48 馬場　梨緒菜 雄山中 3 14/06/14 第50回新川地区中学 魚津 四種

9 1.48 亀水　麻衣 石動中 3 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 決勝

11 1.46 熊野　亜海 出町中 2 14/10/11 第38回県ジュニアオリンピック 五福 決勝

11 1.46 吉井　輝 吉江中 1 14/10/11 第38回県ジュニアオリンピック 五福 決勝

13 1.45 中嶋  里奈 南砺福光高 3 14/04/19 第1回高校記録会 富山総合 決勝

13 1.45 久蔵  仁美 富山大 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 決勝

13 1.45 細川  琴未 富山東高 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 決勝

13 1.45 氏家  凪咲 龍谷富山高 2 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

13 1.45 藤井  咲耶 泊高 1 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

13 1.45 今井　梨乃 鷹施中 2 14/07/06 第52回県中学選手権 富山総合 決勝

13 1.45 藤井  千瑛 高岡高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 七種

13 1.45 吉田  陽 南砺福光高 1 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 3.20 久蔵  仁美 富山大 3 14/09/05 第83回日本学生対校 熊谷 決勝

2 3.00 中川  さおり 金沢星稜大 4 14/05/24 第88回北信越学生 富山総合 決勝

3 2.80 鈴木  雛 南砺福光高 3 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

3 2.80 角田  美菜 高岡工芸高 1 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

5 2.60 鈴木  華 南砺福光高 3 14/04/19 第1回高校記録会 富山総合 決勝

6 2.20 護摩堂  晴夏 富山高専 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 5.53 氏家  凪咲 龍谷富山高 2 14/06/20 第53回北信越高校 松本 1.7 決勝

2 5.46 野口  巴留奈 富山大 4 14/05/24 第88回北信越学生 富山総合 1.1 決勝

3 5.42 青山　晴香 日本大 14/09/27 第18回関東文系学生 八王子 0.7 決勝

4 5.41 北山　望 同志社大 3 14/10/11 2014奈良県記録会 橿原公苑 1.7 決勝

5 5.37 富田  理子 呉羽高 1 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 1.5 決勝

6 5.35 堀内　美沙樹 桜井中 3 14/07/05 第52回県中学選手権 富山総合 0.7 決勝

7 5.33 本田  天 芝園中 3 14/07/05 第52回県中学選手権 富山総合 0.7 決勝

8 5.32 赤坂  遥夏 富山大 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 1.1 決勝

9 5.25 管田　由理華 同志社大 1 14/05/09 第91回関西学生対校 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ 0.0 決勝

10 5.20 金井  菜奈 入善高 1 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 1.5 決勝

11 5.16 林  美里 高岡商高 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 0.5 決勝

12 5.15 能作　七美 芳野中 3 14/07/19 第60回中学通信富山 五福 0.3 決勝

13 5.10 舟橋  茉奈 富山商高 1 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 0.3 決勝

14 5.08 藤井  千瑛 高岡高 2 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 0.0 七種

14 5.08 山本  萌可 富山大 1 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 1.5 七種

16 5.07 山本  里都 岐阜経済大 1 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 2.0 決勝

16 5.07 松田  千果 富山南高 1 14/10/26 第19回北信越高校新人 ビッグスワン 0.4 決勝

18 5.05 小林  未祐 水橋高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 -0.8 決勝

18 5.05 萩原  美咲 富山高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 0.0 決勝

20 5.04 朝野  夏海 水橋高 1 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 0.6 決勝

女子　走高跳

女子　棒高跳

女子　走幅跳



一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 11.64 野口  巴留奈 富山大 4 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 0.0 決勝

2 11.26 岡村  陽乃 日女体大 4 14/10/13 第37回日女体・東女体 日女体大 1.8 決勝

3 11.10 赤坂  遥夏 富山大 3 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 0.0 決勝

4 10.87 池田  美貴 A.C.TOYAMA 14/07/05 第18回金沢星稜大競技会 稲置学園 0.8 決勝

5 10.85 熊木  侑蘭 龍谷富山高 3 14/08/30 第58回北陸選手権 福井 1.8 決勝

6 10.60 岩田  栞 富山商高 3 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 -0.4 決勝

7 10.54 山口  菜摘 富山商高 2 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 0.0 決勝

8 10.28 寳田  莉子 富山中部高 1 14/08/30 第58回北陸選手権 福井 1.0 決勝

9 10.25 前田  奈津美 富山大 3 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 -2.3 決勝

10 9.99 清水  瑠唯那 富山商高 2 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 -1.0 決勝

11 9.96 鈴木  雛 南砺福光高 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 -1.8 決勝

12 9.61 寺西  真輝 富山中部高 1 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 0.4 決勝

13 9.43 鈴木  華 南砺福光高 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 0.7 決勝

14 9.38 山本  萌可 富山大 1 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 1.2 決勝

15 9.34 久蔵  仁美 富山大 3 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 1.3 決勝

16 8.75 黒澤  新菜 福岡高 2 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 0.6 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 学年 期日 大会 場所 風 備考

1 13.38 植田  菜々実 富山高専 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

2 10.41 長徳  優花 高岡商高 2 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

3 10.25 椎名  青葉 富山中部高 2 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

4 10.16 高木  麻衣 富山工高 2 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

5 9.73 若林  和音 八尾高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

6 9.67 中村  菜々子 金沢星稜大 1 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 決勝

7 9.45 濱本  久美子 高岡高 1 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

8 9.21 今井  亜美 南砺福光高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

9 9.13 川上  彩佳 富山商高 1 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

10 8.83 吉森  萌加 魚津高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

11 8.75 藤井  千瑛 高岡高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

12 8.67 亀沢　亜衣 新庄中 3 14/10/31 第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝

13 8.62 今井  彩莉 片山学園高 2 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

14 8.54 坪野  夏帆 高岡高 2 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

15 8.41 喜多  清佳 福岡高 3 14/06/21 第53回北信越高校 松本 七種

16 7.98 岡村　陽乃 日女体大 4 14/09/20 第22回大学対校混成 国際武道大 七種

17 7.92 數田  愛江 高岡高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

18 7.87 本島  遥奈 新川高 1 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

19 7.86 山本　萌可 富山大 1 14/08/12 第36回北日本インカレ 新潟市 七種

20 7.81 中西  亜希 南砺福野高 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

20 7.81 真下  夏紀 魚津高 3 14/05/31 第67回県高校総体 富山総合 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 期日 大会 場所 風 備考

1 51.28 東海  茉莉花 Ｉ．most 14/06/06 第98回日本選手権 とうほう 決勝

2 40.33 地村  栄 富山高専 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

3 37.87 長徳  優花 高岡商高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

4 33.22 植田  菜々実 富山高専 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

5 32.29 数田  愛江 高岡高 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 決勝

6 30.81 林  千風優 氷見高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

7 30.69 數田  愛江 高岡高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

8 29.85 佐竹  麗 富山高 2 14/08/30 第58回北陸選手権 福井 決勝

9 28.87 若林  和音 八尾高 3 14/06/22 第53回北信越高校 松本 決勝

10 28.23 高木  麻衣 富山工高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

11 27.08 濱本  久美子 高岡高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

12 26.28 中村　菜々子 金沢星稜大 1 14/10/11 第45回北信越学生選手権 長野 決勝

13 26.13 岸  知佳 新湊高 3 14/06/01 第67回県高校総体 富山総合 決勝

14 25.61 広谷　早哉 出町中 3 14/11/01 第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ 決勝

15 25.26 川上  彩佳 富山商高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

16 25.15 西村  桃佳 新川高 3 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

17 24.27 竹垣  彩夏 福岡高 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 決勝

18 23.32 川島  未湖 南砺福光高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

19 22.39 吉森  萌加 魚津高 3 14/05/03 第19回富山カップ 富山総合 決勝

20 22.02 奥田　彩花 上市高 2 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

女子　三段跳

女子　砲丸投

女子　円盤投



一般
ランク 記録 氏名 所属 期日 大会 場所 風 備考

1 52.63 金子  泰子 陸想会 14/10/18 第69回国体 諫早 決勝

2 38.12 植田  菜々実 富山高専 3 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 決勝

3 35.14 岸  知佳 新湊高 3 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 決勝

4 29.32 地村  栄 富山高専 3 14/08/16 第67回県体一部 富山総合 決勝

5 26.34 若林  和音 八尾高 3 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

6 23.68 西村  桃佳 新川高 3 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

7 20.84 佐竹  麗 富山高 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

8 19.59 川上  彩佳 富山商高 1 14/07/12 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

9 18.94 沼田  直実 富山中部高 1 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 決勝

一般
ランク 記録 氏名 所属 期日 大会 場所 風 備考

1 45.67 田中  麻友 中京大 1 14/05/31 第2回中京大土曜競技会 中京大
2 40.12 岩上  里沙 高岡高 2 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

3 38.90 林  千風優 氷見高 3 14/08/30 第58回北陸選手権 福井 決勝

4 38.67 植田  菜々実 富山高専 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

5 37.18 舘  順子 砺波工高 3 14/07/13 第56回富山県選手権 富山総合 決勝

6 34.92 岸　敬子 富山 14/09/22 第18回アジアマスターズ 北上 決勝

7 34.78 藤井  千瑛 高岡高 2 14/09/21 第51回県高校新人 富山総合 七種

8 34.26 二塚  咲来 富山高専 1 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

9 34.05 真下  夏紀 魚津高 3 14/05/30 第67回県高校総体 富山総合 決勝

10 33.50 奥野  友葵 高岡高 3 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

11 32.81 山村  芽生 金沢学院大 2 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 決勝

12 32.47 大浦  望未 水橋高 2 14/05/04 第19回富山カップ 富山総合 決勝

13 32.05 山本  萌可 富山大 1 14/05/25 第88回北信越学生 富山総合 七種

14 31.40 米田  佳那子 入善高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

15 31.37 今井  亜美 南砺福光高 2 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

16 30.96 森岡  奈穂 富山高専 2 14/11/08 第2回高校記録会 富山総合 決勝

17 30.84 堀  由季 SP-HOPE 14/08/31 第58回北陸選手権 福井 七種

18 30.78 岡村　陽乃 日女体大 4 14/09/20 第22回大学対校混成競技大会 国際武道大 七種

19 30.21 山口  佳南 福岡高 1 14/09/20 第51回県高校新人 富山総合 決勝

20 30.20 前田  優香 富山大 1 14/10/12 第45回北信越学生選手権 長野 決勝

女子　ﾊﾝﾏｰ投

女子　やり投


	一般女子

