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【開催日】 2017.7.2
【主催団体】 富山県陸協 決勝記録一覧表

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/ 2 男子 水井  航海(6) 3:01.86 前田  隼汰(6) 3:03.02 中村  圭思(6) 3:07.78 志田  岬大(6) 3:08.21 髙村  奎介(6) 3:10.67 牧野  遥斗(6) 3:11.28 手塚  悠斗(6) 3:11.57 幡谷  大地(6) 3:13.51

１０００ｍ 富山市･A.C.TOYAMA Jr. 射水市･太閤山小学校 小矢部･津沢小 富山市･A.C.TOYAMA Jr. 富山市･A.C.TOYAMA Jr. 高岡市･戸出東部 高岡市･万葉 砺波市･となみAC
 7/ 2  +0.6 矢冨  政彬(6) 13.66 尾山  太一(6) 14.04 最上  想生(6) 14.12 高野  龍馬(6) 14.18 西田  健将(6) 14.19 家敷  佳尚(6) 14.37 林  海斗(6) 14.54 野尻  虎太郎(6) 15.38

８０ｍＨ 高岡市･国吉 氷見市･HIMINOE 氷見市･上庄 滑川市･滑川ジュニア 南砺市･城端 黒部市･黒部名水 砺波市･となみAC 富山市･神明AC
 7/ 2 岡田  拓(6) 1.30 宮﨑  凰雅(6) 1.25 中村  悠新(6) 1.25 山本  和哉(6) 1.25 黒田  澪(6) 高岡市･横田 1.25 谷野  白空(6) 砺波市･となみAC 1.20

走高跳 高岡市･下関 黒部市･黒部名水 南砺市･福光中部 南砺市･城端 安達  亮太(6) 南砺市･城端 奥村  勇仁(6) 滑川市･滑川ジュニア
森本  来夢(6) 魚津市･魚津Ｊｒ.
平尾  優弦(6) 高岡市･下関
本多  琉宮(6) 滑川市･滑川ジュニア

 7/ 2 七条  虎太郎(6)4.65(-1.4) 飯田  諒人(6) 4.26(-0.4) 大島  怜恩(6) 4.25(0.0) 藤井  雄慎(6) 4.24(-0.9) 坂元  翔椰(6) 4.22(-0.5) 福田  紘也(6) 4.18(-0.9) 東海  綾汰(6) 4.17(-0.2) 長森  優(6) 4.16(0.0)
走幅跳 富山市･浜黒崎 富山市･芝園 魚津市･魚津Ｊｒ. 射水市･太閤山小学校 氷見市･窪 滑川市･滑川ジュニア 氷見市･窪 高岡市･川原

 7/ 2  +1.3 松下  昌太郎(5) 14.16 金川  啓太郎(5) 14.24 五十嵐  幹太(5) 14.25 飯山  陽斗(5) 14.29 荻矢  空牙(5) 14.51 興梠  凌空(5) 14.53 佐野  光哉(5) 14.55 高寺  凜太郎(5) 14.56
５年  100m 富山市･萩浦 滑川市･滑川ジュニア 砺波市･となみAC 氷見市･上庄 高岡市･成美 高岡市･定塚 高岡市･成美 射水市･小杉小学校

 7/ 2  -0.5 森木  悠太(6) 13.07 鉄村  一真(6) 13.18 小松  幹太(6) 13.26 日下  悠汰(6) 13.35 越田  隼哉(6) 13.36 毛利  伊吹(6) 13.59 美輪  陽斗(6) 13.71 大矢  等星(6) 13.88
６年  100m 砺波市･となみAC 高岡市･千鳥丘 富山市･Ｔｅａｍ．Ｉ 高岡市･能町FC 氷見市･上庄 中新川･相ノ木 富山市･大広田AC 高岡市･NOMURA

 7/ 2 蔵  駿翔(6) 14.51 松下  幸誠(6) 14.58 井田  章太郎(6) 14.75 老田  侑世(6) 15.15 和泉  侑汰(6) 15.23 大原  巧也(6) 15.25 見波  快音(6) 15.31 小林  竜之進(6) 15.44
友好１００ｍ 高岡市･能町FC 中新川･立山中央 下新川･飯野 富山市･堀川小学校 となみAC 富山市･奥田ｼﾞｭﾆｱ 富山市･速星 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

 7/ 2 吉野  泰正(6) 51.27 江淵  勇太(6) 51.23 指﨑  航大(6) 49.74 西野  聖都(6) 49.49 津田  和輝(6) 49.24 唐津  丸門(5) 49.10 森口  礼崇(6) 49.07 福島  陽哉(6) 48.54
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 魚津市･魚津Ｊｒ. 下新川･あさひ野 高岡市･太田 富山市･豊田 高岡市･戸出西部 下新川･さみさと 南砺市･福光中部 砺波市･となみAC

 7/ 2 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ      52.25 富山市･堀川小学校      53.23 魚津市･魚津Ｊｒ.      53.93 富山市･四方       54.26 中新川･立山中央      55.49 射水市･小杉小学校      55.64 高岡市･伏木       56.07 高岡市･能町FC      56.09
４×１００ｍ 本田  聖人(6) 髙橋  理久(6) 尾久  智哉(6) 上田  晴斗(6) 田中  凛太朗(6) 岡田  顕珠(6) 長濱  丈(6) 武田  輝(6)

宮越  健士郎(6) 櫻谷  圭唯(6) 佐々木  琢真(6) 堀内  慶生(6) 古西  玲登(6) 中島  漣(6) 岩坂  颯(6) 淵  椋斗(6)
小林  飛源(6) 大原  知也(6) 谷口  永輝(6) 門島  晋作(6) 盛田  瞳二(6) 二俣  拓充(6) 堂端  晄聖(6) 樋上  凜久(6)
澤木  翔陽(6) 谷本  晃輔(6) 広田  拓弥(6) 本多  悠人(6) 杉本  駿太(6) 黒川  結介(6) 奥原  愛斗(6) 須藤  拓海(6)



P. 2

県小学生記録(KR)                13.19 山形　瑞規           下新川  浦山             2003/7/26   
大会記録(GR)                    13.19 山形　瑞規           下新川  浦山             2003/7/26   

 1組 風： +1.1

松下  昌太郎(5) 富山市 萩浦       14.22
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
金川  啓太郎(5) 滑川市 滑川ジュニア       14.35
ｶﾅｶﾞﾜ  ｹｲﾀﾛｳ
石崎  優人(5) 高岡市 戸出東部       14.81
ｲｼｻｷ ﾕｳﾄ
村井  春樹(5) 黒部市 黒部名水       14.85
ﾑﾗｲ ﾊﾙｷ
折橋  賢佑(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       15.40
ｵﾘﾊｼ ｹﾝｽｹ
岡本  悠太(5) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       15.65
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀ
山田  翼(5) 砺波市 となみAC       15.70
ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
中川  睦斗(5) 中新川 立山       15.80
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸﾄ

 2組 風：  0.0

曽田  光蘭(5) 高岡市 西条       14.62
ｿﾀﾞ ﾐﾗﾝ
喜多  宏太朗(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       14.67
ｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ
小葉松  想大(5) 黒部市 黒部名水       15.04
ｺﾊﾞﾏﾂ ｿｳﾀ
千坂  怜(5) 滑川市 滑川ジュニア       15.10
ﾁｻｶ ﾚｲ
亀田  頼侍(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       15.48
ｶﾒﾀﾞ ﾗｲｼﾞ
中川  亮介(5) 射水市 小杉小学校       15.60
ﾅｶｶﾞﾜﾘｮｳｽｹ
石川  諒(5) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       15.61
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ
細川  怜音(5) 富山市 豊田       15.62
ﾎｿｶﾜ ﾚｵﾝ
松尾  星那(5) 氷見市 AC宮田       15.63
ﾏﾂｵ ｾﾅ

 3組 風： -0.7

倉谷  仁(5) 富山市 A.C.TOYAMA Jr.       14.70
ｸﾗﾀﾆ ｼﾞﾝ
関口  修治(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       14.78
ｾｷｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ
堀  恵侍郎(5) 中新川 釜ヶ淵       14.85
ﾎﾘ ｹｲｼﾞﾛｳ
舟戸  壯(5) 砺波市 となみAC       15.10
ﾌﾅﾄ ｿｳ
光地  慶汰(5) 富山市 堀川小学校       15.24
ｺｳﾁ ｹｲﾀ
中易  優翔(5) 下新川 黒東       15.60
ﾅｶﾔｽ  ﾕｳﾄ
道平  徠飛(5) 射水市 東明ＡＣ       15.66
ﾐﾁﾋﾗﾗｲﾄ
野嶋  竜斗(5) 富山市 水橋西部       15.85
ﾉｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ
中井  大晴(5) 南砺市 福光ジュニア       15.89
ﾅｶｲ ﾀｲｾｲ

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

競技結果        男子            ５年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

2 1   130

備考
1 2   257

氏  名 所属団体名 記録

4 6    57

3 8   475

6 5   560

5 7   262

8 3   166

7 4   526

備考
1 8   473

氏  名 所属団体名 記録順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 5    58

2 3   258

5 7   263

4 4   131

7 1   563

6 2   364

9 6   419

8 9   266

備考
1 7   260

氏  名 所属団体名 記録順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 6   165

2 4    92

5 5   267

4 8   525

7 1   365

6 3    20

9 2   562

8 9   265



P. 3通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

競技結果        男子            ５年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

 4組 風： +1.5

五十嵐  幹太(5) 砺波市 となみAC       14.17
ｲｶﾞﾗｼ ｶﾝﾀ
荻矢  空牙(5) 高岡市 成美       14.45
ｵｷﾞﾔ ｸｳｶﾞ
高寺  凜太郎(5) 射水市 小杉小学校       14.46
ﾀｶﾃﾞﾗﾘﾝﾀﾛｳ
浅井  隼大(5) 富山市 杉原       14.49
ｱｻｲ ﾊﾔﾀ
納原  永真(5) 富山市 富山JAC       14.99
ﾉｳﾊﾗ ﾄｵﾏ
麻柄  祐吏(5) 中新川 相ノ木       15.20
ﾏｶﾞﾗ ﾕｳﾘ
阿尾  悠大(5) 氷見市 AC宮田       15.39
ｱｵ ﾕｳﾀﾞｲ
中矢  ユウキ(5) 射水市 太閤山小学校       15.49
ﾅｶﾔﾕｳｷ
平田  琢真(5) 下新川 さみさと       16.35
ﾋﾗﾀ ﾀｸﾏ

 5組 風： +1.0

濱住  鷹也(5) 滑川市 滑川ジュニア       14.52
ﾊﾏｽﾞﾐ ﾀｶﾔ
谷井  純貴(5) 射水市 中太閤山小学校       14.53
ﾀﾆｲｼﾞｭﾝｷ
窪田  悌志(5) 高岡市 東五位       14.55
ｸﾎﾞﾀ ﾃｲｼ
山本  滉己(5) 砺波市 となみAC       14.80
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ
武部  耕太郎(5) 富山市 保内       15.15
ﾀｹﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ
熊本  泰士(5) 富山市 堀川小学校       15.25
ｸﾏﾓﾄ ﾀｲｼ
天野  琉馬(5) 黒部市 黒部名水       15.34
ｱﾏﾉ ﾘｭｳﾏ
寺崎  寛大(5) 下新川 さみさと       15.72
ﾃﾗｻｷ ｶﾝﾀ
田嶋  紳一郎(5) 氷見市 上庄       16.50
ﾀｼﾞﾏ  ｼﾝｲﾁﾛｳ

 6組 風： +1.6

佐野  光哉(5) 高岡市 成美       14.41
ｻﾉ ｺｳﾔ
井田  倖成(5) 滑川市 滑川ジュニア       14.51
ｲﾀﾞ ｺｳｾｲ
松  隼太郎(5) 南砺市 福野       14.63
ﾏﾂ ｼｭﾝﾀﾛｳ
尾花  孔成(5) 黒部市 黒部名水       14.64
ｵﾊﾞﾅ ｺｳｾｲ
惣元  駿太(5) 射水市 太閤山小学校       14.87
ｿｳｹﾞﾝｼｭﾝﾀ
今井  悠太(5) 射水市 東明ＡＣ       14.89
ｲﾏｲﾕｳﾀ
大木  瑞紀(5) 富山市 堀川小学校       15.17
ｵｵｷ ﾐｽﾞｷ
瀬川  雄一(5) 富山市 神明AC       15.19
ｾｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ
藤田  羚真(5) 下新川 黒東       15.56
ﾌｼﾞﾀ  ﾘｮｳﾏ

備考
1 6   524

氏  名 所属団体名 記録順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 4   363

2 9   476

5 1   268

4 7   259

7 3   417

6 2   167

9 5    23

8 8   368

備考
1 9   128

氏  名 所属団体名 記録順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 2   477

2 1   367

5 3   261

4 7   527

7 5    59

6 6   269

9 4   418

8 8    21

備考
1 2   472

氏  名 所属団体名 記録順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 6   561

2 1   129

5 3   369

4 9    56

7 5   270

6 8   366

9 4    22

8 7   264



P. 4通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

競技結果        男子            ５年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

 7組 風： -0.5

飯山  陽斗(5) 氷見市 上庄       14.36
ｲｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ
興梠  凌空(5) 高岡市 定塚       14.37
ｺｳﾛｷﾞ ﾘｸ
中山  晃成(5) 中新川 上市中央AC       14.56
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｾｲ
寺田  昭斗(5) 高岡市 福岡       14.81
ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾄ
小林  明弥(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       15.41
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ
田中  大夢(5) 射水市 大島小       15.41
ﾀﾅｶﾋﾛﾑ
澤田  隼吾(5) 富山市 鵜坂       15.78
ｻﾜﾀﾞｼｭﾝｺﾞ
百瀨  雅也(5) 富山市 豊田       15.93
ﾓﾓｾ ﾏｻﾔ
専徒  大和(5) 高岡市 中田 欠場
ｾﾝﾄ ﾔﾏﾄ

備考
1 8   416

氏  名 所属団体名 記録順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 3   164

2 7   471

5 2    93

4 4   474

7 6   272

6 5   370

1   478

8 9   271



P. 5

県小学生記録(KR)                13.19 山形　瑞規           下新川  浦山             2003/7/26   
大会記録(GR)                    13.19 山形　瑞規           下新川  浦山             2003/7/26   

風： +1.3

松下  昌太郎(5) 富山市 萩浦       14.16
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
金川  啓太郎(5) 滑川市 滑川ジュニア       14.24
ｶﾅｶﾞﾜ  ｹｲﾀﾛｳ
五十嵐  幹太(5) 砺波市 となみAC       14.25
ｲｶﾞﾗｼ ｶﾝﾀ
飯山  陽斗(5) 氷見市 上庄       14.29
ｲｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ
荻矢  空牙(5) 高岡市 成美       14.51
ｵｷﾞﾔ ｸｳｶﾞ
興梠  凌空(5) 高岡市 定塚       14.53
ｺｳﾛｷﾞ ﾘｸ
佐野  光哉(5) 高岡市 成美       14.55
ｻﾉ ｺｳﾔ
高寺  凜太郎(5) 射水市 小杉小学校       14.56
ﾀｶﾃﾞﾗﾘﾝﾀﾛｳ

7 8   472

8 2   363

5 3   476

6 9   471

3 4   524

4 5   416

備考
1 7   257

2 6   130

2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            ５年  100m      決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 6

県小学生記録(KR)                12.16 板本　雄太           下新川  さみさと         2005/8/27   
大会記録(GR)                    12.61 山形　瑞規           下新川  浦山             2004/6/27   

 1組 風： -1.2

小松  幹太(6) 富山市 Ｔｅａｍ．Ｉ       13.34
ｺﾏﾂ ｶﾝﾀ
毛利  伊吹(6) 中新川 相ノ木       13.68
ﾓｳﾘ ｲﾌﾞｷ
五十嵐  翔(6) 高岡市 博労       14.09
ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳ
島田  紘誓(6) 富山市 月岡小学校       14.18
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ
井波  優樹(6) 南砺市 城端       14.39
ｲﾅﾐ ﾕｳｷ
松島  羚(6) 砺波市 となみAC       14.84
ﾏﾂｼﾏ ﾚｲ
杉本  陽平(6) 滑川市 滑川ジュニア       14.98
ｽｷﾞﾓﾄ  ﾖｳﾍｲ
奥野  結貴(6) 富山市 宮野       15.03
ｵｸﾉ ﾕｳｷ
井戸端  佳人(6) 射水市 中太閤山小学校       15.24
ｲﾄﾞﾊﾞﾀｹｲﾄ

 2組 風： +0.5

森木  悠太(6) 砺波市 となみAC       13.08
ﾓﾘｷ ﾕｳﾀ
美輪  陽斗(6) 富山市 大広田AC       13.66
ﾐﾜ ﾊﾙﾄ
森  瑛音(6) 富山市 大沢野       14.11
ﾓﾘ ｴｲﾄ
尾有  了磨(6) 高岡市 NOMURA       14.33
ｵｱﾘ ﾘｮｳﾏ
小清水  叶人(6) 氷見市 HIMINOE       14.34
ｺｼﾐｽﾞ ｶﾅﾄ
加藤  槍悟(6) 富山市 杉原       14.83
ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
西田  圭志(6) 射水市 チーム歌の森       14.98
ﾆｼﾀｹｲｼ
田畑  颯一郎(6) 下新川 さみさと       15.23
ﾀﾊﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
酒井  瞭(6) 滑川市 滑川ジュニア 欠場
ｻｶｲ ﾘｮｳ

 3組 風： +1.1

本田  想真(6) 南砺市 福光中部       13.81
ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾏ
悟道  稜太郎(6) 富山市 Ｔｅａｍ．Ｉ       14.04
ｺﾞﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ
中山  恭吾(6) 高岡市 博労       14.36
ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｺﾞ
南部  煌心(6) 砺波市 となみAC       14.43
ﾅﾝﾌﾞ ｺｳｼﾝ
荻野  優太(6) 黒部市 黒部名水       14.71
ｵｷﾞﾉ ﾕｳﾀ
中川  歩紀(6) 中新川 相ノ木       14.72
ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ
桑島  勉(6) 富山市 新庄       14.90
ｸﾜｼﾏ ﾂﾄﾑ
萩野  広夢(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.15
ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛﾑ
津沢  蒼翔(6) 射水市 小杉小学校       15.18
ﾂｻﾞﾜｱｵﾄ

9 2   355

7 7   253

8 6   126

5 9    52

6 4   163

3 1   467

4 8   523

備考
1 5   556

2 3   241

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

8 1    17

8   124

6 7   251

7 9   358

4 3   468

5 5   413

2 4   243

3 6   246

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   520

9 2   356

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

7 8   127

8 9   254

5 1   557

6 3   521

3 5   466

4 6   249

備考
1 4   242

2 7   160

通過基準  6組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            ６年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 7通過基準  6組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

競技結果        男子            ６年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

 4組 風： +1.9

鉄村  一真(6) 高岡市 千鳥丘       13.14
ﾃﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
矢田  歩夢(6) 射水市 大門ＡＣ       13.74
ﾔﾀｱﾕﾑ
古谷  義博(6) 富山市 福沢ｸﾗﾌﾞ       13.76
ﾌﾙﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ
石黒  大輝(6) 射水市 放生津       14.30
ｲｼｸﾛﾋﾛｷ
江川  海琉(6) 富山市 神保       14.38
ｴｶﾞﾜ ｶｲﾘ
松野  夢人(6) 滑川市 滑川ジュニア       14.46
ﾏﾂﾉ ﾕﾒﾄ
藤畑  聡汰(6) 中新川 立山ランラン       14.53
ﾌｼﾞﾊﾀ ｿｳﾀ
西能  琉依(6) 南砺市 福野       14.86
ｻｲﾉｳ ﾙｲ

 5組 風： +0.5

越田  隼哉(6) 氷見市 上庄       13.37
ｺｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ
大矢  等星(6) 高岡市 NOMURA       13.62
ｵｵﾔ ﾋﾄｾ
大開  湧斗(6) 富山市 保内       13.89
ｵｵﾋﾗｷ ﾕｳﾏ
松本  想生(6) 高岡市 戸出西部       14.11
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ
岩城  陽哉(6) 南砺市 城端       14.43
ｲﾜｷ ﾊﾙﾔ
老田  賢心(6) 富山市 東部       14.64
ｵｲﾀﾞ ｹﾝｼﾝ
三沢  竜聖(6) 射水市 堀岡       14.88
ﾐｻﾜﾘｭｳｾｲ
平坂  圭裕(6) 下新川 さみさと       15.37
ﾋﾗｻｶ ｹｲｽｹ

 6組 風： -0.4

日下  悠汰(6) 高岡市 能町FC       13.34
ｸｻｶ ﾕｳﾀ
鈴木  公貴(6) 富山市 大久保       13.69
ｽｽﾞｷ ｺｳｷ
辻　光陽(6) 小矢部 津沢小       14.15
ﾂｼﾞ ﾋｶﾙ
浜井  大弥(6) 高岡市 太田       14.41
ﾊﾏｲ ﾀﾞｲﾔ
中居  大雅(6) 砺波市 となみAC       14.51
ﾅｶｲ ﾀｲｶﾞ
柳村  泰生(6) 富山市 神明AC       14.55
ﾔﾅﾑﾗ ﾀｲｾｲ
中田  葵偉(6) 射水市 作道小学校       14.61
ﾅｶﾀﾞｱｵｲ
安田  建太(6) 中新川 釜ヶ淵       14.70
ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀ
平澤  伸昌(6) 下新川 さみさと       15.26
ﾋﾗｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ

8 2   162

9 7    16

6 5   248

7 1   361

4 3   470

5 4   522

2 8   247

3 9   592

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   464

8 3    18

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 1   250

7 7   359

4 4   469

5 8   558

2 9   465

3 6   245

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   412

8 8   559

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

6 5   125

7 3   161

4 6   360

5 9   252

2 4   357

3 1   244

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   463

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ



P. 8

県小学生記録(KR)                12.16 板本　雄太           下新川  さみさと         2005/8/27   
大会記録(GR)                    12.61 山形　瑞規           下新川  浦山             2004/6/27   

風： -0.5

森木  悠太(6) 砺波市 となみAC       13.07
ﾓﾘｷ ﾕｳﾀ
鉄村  一真(6) 高岡市 千鳥丘       13.18
ﾃﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
小松  幹太(6) 富山市 Ｔｅａｍ．Ｉ       13.26
ｺﾏﾂ ｶﾝﾀ
日下  悠汰(6) 高岡市 能町FC       13.35
ｸｻｶ ﾕｳﾀ
越田  隼哉(6) 氷見市 上庄       13.36
ｺｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ
毛利  伊吹(6) 中新川 相ノ木       13.59
ﾓｳﾘ ｲﾌﾞｷ
美輪  陽斗(6) 富山市 大広田AC       13.71
ﾐﾜ ﾊﾙﾄ
大矢  等星(6) 高岡市 NOMURA       13.88
ｵｵﾔ ﾋﾄｾ

7 3   243

8 8   465

5 9   412

6 2   160

3 5   242

4 4   464

備考
1 6   520

2 7   463

2017/07/02 15:44

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            ６年  100m      決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 9

県小学生記録(KR)              2:53.93 吉倉　陽希           魚津市  team MANO        2014/10/26  
大会記録(GR)                  2:58.26 上代　裕貴           滑川市  滑川ジュニア     2001/7/20   

 1組

志田  岬大(6) 富山市 A.C.TOYAMA Jr.     3:08.21
ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
髙村  奎介(6) 富山市 A.C.TOYAMA Jr.     3:10.67
ﾀｶﾑﾗ ｹｲｽｹ
牧野  遥斗(6) 高岡市 戸出東部     3:11.28
ﾏｷﾉ ﾊﾙﾄ
幡谷  大地(6) 砺波市 となみAC     3:13.51
ﾊﾀﾔ ﾀﾞｲﾁ
氷見  陸太朗(6) 富山市 A.C.TOYAMA Jr.     3:13.64
ﾋﾐ ﾘｸﾀﾛｳ
谷  柊杜(6) 滑川市 滑川ジュニア     3:16.08
ﾀﾆ ｼｭｳﾄ
真正  蓮(6) 富山市 小見     3:19.78
ｼﾝｼｮｳ ﾚﾝ
山本  天翔(6) 高岡市 横田     3:19.84
ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾝｼｮｳ
西尾  優輝(6) 射水市 太閤山小学校     3:20.79
ﾆｼｵﾕｳｷ
岡本  獅央(6) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ     3:21.19
ｵｶﾓﾄ ﾚｵ
本川  拓斗(6) 氷見市 窪     3:21.67
ﾎﾝｶﾞﾜ ﾀｸﾄ
朴木  浩史朗(6) 射水市 堀岡     3:22.02
ﾎｳｳﾉｷｺｳｼﾛｳ
扇谷  文太郎(6) 下新川 さみさと     3:22.09
ｵｳｷﾞﾔ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ
石橋  諒大(5) 中新川 相ノ木     3:25.45
ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ
古金  遼河(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.     3:29.00
ﾌﾙｶﾞﾈ ﾘｮｳｶﾞ

 2組

水井  航海(6) 富山市 A.C.TOYAMA Jr.     3:01.86
ﾐｽﾞｲ ﾜﾀﾙ
前田  隼汰(6) 射水市 太閤山小学校     3:03.02
ﾏｴﾀﾞﾊﾔﾀ
中村  圭思(6) 小矢部 津沢小     3:07.78
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ
手塚  悠斗(6) 高岡市 万葉     3:11.57
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ
宮本  祥吾(6) 氷見市 HIMINOE     3:14.66
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
島  悠杏(6) 砺波市 となみAC     3:18.87
ｼﾏ ﾕｱﾝ
飛島  蓮(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.     3:18.95
ﾄﾋﾞｼﾏ ﾚﾝ
森  俊翔(6) 滑川市 滑川ジュニア     3:19.32
ﾓﾘ
野原  拓也(6) 南砺市 福光東部     3:19.71
ﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ
谷口  慶樹(5) 富山市 大久保     3:20.29
ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｼﾞｭ
古野  亮太(6) 射水市 大島小     3:22.62
ﾌﾙﾉﾘｮｳﾀ
大和  一帆(6) 下新川 入善     3:22.97
ﾔﾏﾄ ｲﾁﾎ
江尻  緋羽(6) 高岡市 千鳥丘     3:25.86
ｴｼﾞﾘ ﾋｳ
平井  翔太(6) 富山市 福沢ｸﾗﾌﾞ     3:29.20
ﾋﾗｲ ｼｮｳﾀ
林  覇斗(6) 中新川 釜ヶ淵     3:35.60
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ

14 6   298

15 9   175

12 14    31

13 2   494

10 3   302

11 4   385

8 1   139

9 5   570

6 12   535

7 11   103

4 8   493

5 10   426

2 15   384

3 7   606

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 13   299

15 15   102

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

13 4    30

14 10   174

11 9   427

12 3   386

9 8   383

10 2   571

7 12   303

8 5   492

5 14   301

6 11   138

3 13   491

4 7   534

備考
1 6   297

2 1   300

2017/07/02 15:43

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            １０００ｍ      決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 10

県小学生記録(KR)                12.25 南保　陸駆           富山市  針原AC           2012/8/25   
大会記録(GR)                    12.45 佐伯　勇             中新川  立山ランラン     2003/7/26   

 1組 風： -0.5

野尻  虎太郎(6) 富山市 神明AC       13.64
ﾉｼﾞﾘ ｺﾀﾛｳ
最上  想生(6) 氷見市 上庄       14.54
ﾓｶﾞﾐ ｿｳｷ
林  海斗(6) 砺波市 となみAC       14.58
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ
家敷  佳尚(6) 黒部市 黒部名水       14.60
ﾔｼｷ ﾖｼﾀｶ
岩田  桜佑(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       15.82
ｲﾜﾀ ｵｳｽｹ
若林  光貴(6) 射水市 放生津       16.10
ﾜｶﾊﾞﾔｼｺｳｷ
福本  颯太(5) 富山市 大久保       17.95
ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ
平下  湘太(6) 高岡市 定塚 欠場
ﾋﾗｼﾀ ｼｮｳﾀ

 2組 風： -1.3

下村  友哉(6) 下新川 飯野       14.82
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾔ
福岡  亮雅(6) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       14.85
ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｶﾞ
木下  朋樹(6) 黒部市 黒部名水       14.99
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｷ
松井  爽太(6) 中新川 宮川       15.14
ﾏﾂｲ ｿｳﾀ
佐藤  昊時(6) 射水市 東明ＡＣ       15.21
ｻﾄｳｺｳｼ
野嶽  孝斗(6) 高岡市 戸出東部       15.41
ﾉﾀﾞｹ ﾀｶﾄ
大場  皐生(6) 富山市 桜谷       16.04
ｵｵﾊﾞ ｺｳｷ
田中  大智(6) 富山市 速星 欠場
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

 3組 風： -2.1

矢冨  政彬(6) 高岡市 国吉       13.97
ﾔﾄﾐ ﾏｻｱｷ
尾山  太一(6) 氷見市 HIMINOE       14.22
ｵﾔﾏ ﾀｲﾁ
高野  龍馬(6) 滑川市 滑川ジュニア       14.61
ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾏ
上井  頼蔵(6) 中新川 利田       14.61
ｳﾜｲ ﾗｲｿﾞｳ
堅田  愛都(6) 砺波市 となみAC       14.99
ｶﾀﾀﾞ ｱｲﾄ
橘川  由(6) 富山市 神明AC       15.04
ｷﾂｶﾜ ﾕｳ
道正  汎世(5) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ       16.51
ﾄﾞｳｼｮｳ ﾐﾅｾ
京谷  彩杜(6) 射水市 作道小学校       16.80
ｷｮｳﾀﾆｱﾔﾄ

7 8   311

8 6   390

5 4   536

6 5   307

3 7   140

4 2   176

備考
1 9   495

2 3   428

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

7 2   310

6   306

5 4   387

6 7   497

3 3    68

4 9   177

備考
1 5    32

2 8   572

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

7 6   309

5   496

5 2   104

6 9   389

3 4   537

4 8    69

備考
1 3   305

2 7   429

通過基準  4組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            ８０ｍＨ        予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 11通過基準  4組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

競技結果        男子            ８０ｍＨ        予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

 4組 風： -1.7

西田  健将(6) 南砺市 城端       14.52
ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ
大居  優汰(6) 高岡市 NANJYO       14.88
ｵｵｲ ﾕｳﾀ
田中  崚太(6) 下新川 入善       15.64
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ
鍛冶田  祥冴 滑川市 滑川ジュニア       16.00
ｶｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
吉崎  裕大(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       16.08
ﾖｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
小島  慎也(6) 富山市 四方       16.70
ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ
浅野  太一(6) 富山市 神明AC       18.05
ｱｻﾉ ﾀｲﾁ
上関  優騎(6) 射水市 チーム歌の森       16.03 失格
ｶﾐｾﾞｷﾕｳｷ

7 2   312

5   388

5 9   105

6 6   308

3 7    33

4 4   141

備考
1 8   573

2 3   498

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録



P. 12

県小学生記録(KR)                12.25 南保　陸駆           富山市  針原AC           2012/8/25   
大会記録(GR)                    12.45 佐伯　勇             中新川  立山ランラン     2003/7/26   

風： +0.6

矢冨  政彬(6) 高岡市 国吉       13.66
ﾔﾄﾐ ﾏｻｱｷ
尾山  太一(6) 氷見市 HIMINOE       14.04
ｵﾔﾏ ﾀｲﾁ
最上  想生(6) 氷見市 上庄       14.12
ﾓｶﾞﾐ ｿｳｷ
高野  龍馬(6) 滑川市 滑川ジュニア       14.18
ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾏ
西田  健将(6) 南砺市 城端       14.19
ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ
家敷  佳尚(6) 黒部市 黒部名水       14.37
ﾔｼｷ ﾖｼﾀｶ
林  海斗(6) 砺波市 となみAC       14.54
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ
野尻  虎太郎(6) 富山市 神明AC       15.38
ﾉｼﾞﾘ ｺﾀﾛｳ

7 9   537

8 4   305

5 5   573

6 3    69

3 8   429

4 2   140

備考
1 7   495

2 6   428

2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            ８０ｍＨ        決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 13

県小学生記録(KR)                49.49 富山JAC              富山市  富山JAC          1998/8/29   
（瀬川・河上・金嶋・四十物）

大会記録(GR)                    50.42 富山JAC              富山市  富山JAC          1998/7/26   
（瀬川・河上・金嶋・四十物）

 1組

四方 上田  晴斗(6) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 富山市 四方       54.87
堀内  慶生(6) ﾎﾘｳﾁ ﾖｼｷ 富山市 四方

富山市 門島  晋作(6) ｶﾄﾞｼﾏ ｼﾝｻｸ 富山市 四方
本多  悠人(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 富山市 四方

能町FC 武田  輝(6) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 高岡市 能町FC       55.98
淵  椋斗(6) ﾌﾁ ﾘｮｳﾄ 高岡市 能町FC

高岡市 樋上  凜久(6) ﾋｶﾞﾐ ﾘｸ 高岡市 能町FC
須藤  拓海(6) ｽﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 高岡市 能町FC

チーム歌の森 藤波  悠羽(6) ﾌｼﾞﾅﾐﾕｳ 射水市 チーム歌の森       58.21
鳥崎  琥太郎(6) ﾄﾘｻｷｺﾀﾛｳ 射水市 チーム歌の森

射水市 川西  彩晴(6) ｶﾜﾆｼｱｾｲ 射水市 チーム歌の森
江口  竜真(6) ｴｸﾞﾁﾘｭｳﾏ 射水市 チーム歌の森

となみAC  Ａ 堀  夢登(6) ﾎﾘ ﾕﾒﾄ となみAC       58.51
栄前田  日向(6) ｴﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ となみAC

砺波市 杉浦  琉太(6) ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳﾀ となみAC
山本  洸聖(6) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ となみAC

さみさと 池田  橙也(6) ｲｹﾀﾞ ﾄｳﾔ 下新川 さみさと       58.72
水島  祥晴(6) ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｾｲ 下新川 さみさと

下新川 澤本  健矢(6) ｻﾜﾓﾄ ｹﾝﾔ 下新川 さみさと
折谷  玄太(6) ｵﾘﾀﾆ ｹﾞﾝﾀ 下新川 さみさと

八尾 長谷川  昴(6) ﾊｾｶﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ 富山市 八尾       59.79
芦澤  暢祐(6) ｱｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｽｹ 富山市 八尾

富山市 金山  晟也(6) ｶﾅﾔﾏ ｾｲﾔ 富山市 八尾
髙田  昊(6) ﾀｶﾀ ｺｳ 富山市 八尾

上市中央AC 山本  涼聖(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 中新川 上市中央AC     1:00.62
澤田  輝(6) ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 中新川 上市中央AC

中新川 有澤  朋也(6) ｱﾘｻﾜ ﾄﾓﾔ 中新川 上市中央AC
十文字  睦士(6) ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ｱﾂｼ 中新川 上市中央AC

氷見ジュニア 浦垣  光志(6) ｳﾗｶﾞｷ ｺｳｼ 氷見市 氷見ジュニア     1:00.89
村  晄太朗(6) ﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 氷見市 氷見ジュニア

氷見市 北出  優人(6) ｷﾀﾃﾞ ﾕｳﾄ 氷見市 氷見ジュニア
仲村  颯太(6) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 氷見市 氷見ジュニア

 2組

堀川小学校 髙橋  理久(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 富山市 堀川小学校       54.17
櫻谷  圭唯(6) ｻｸﾗﾀﾞﾆ ｹｲ 富山市 堀川小学校

富山市 大原  知也(6) ｵｵﾊﾗ ﾄﾓﾔ 富山市 堀川小学校
谷本  晃輔(6) ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｽｹ 富山市 堀川小学校

となみAC  Ｂ 森  遥哉(6) ﾓﾘ ﾊﾙﾔ となみAC       57.13
丹保  彪麻(6) ﾀﾝﾎﾞ ﾋｭｳﾏ となみAC

砺波市 今井  春樹(6) ｲﾏｲ ﾊﾙｷ となみAC
川崎  蓮(6) ｶﾜｻｷ ﾚﾝ となみAC

ｶﾝﾀﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 銀沢　大誠(6) ｷﾞﾝｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 小矢部 ｶﾝﾀﾞﾎﾞｰｲｽﾞ       57.33
ｶﾝﾀﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 村上　紘崇(6) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 小矢部 ｶﾝﾀﾞﾎﾞｰｲｽﾞ
小矢部 綾村　一航(5) ｱﾔﾑﾗ ｲｯｺｳ 小矢部 ｶﾝﾀﾞﾎﾞｰｲｽﾞ

中島　蒼太(6) ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 小矢部 ｶﾝﾀﾞﾎﾞｰｲｽﾞ
黒東 荻田  晃輔(6) ｵｷﾞﾀ  ｺｳｽｹ 下新川 黒東       58.19

髙見  柊羽(6) ﾀｶﾐ  ｼｭｳ 下新川 黒東
下新川 髙嶋  海凪(6) ﾀｶｼﾏ  ﾐﾅｷﾞ 下新川 黒東

橋本  祐樹(6) ﾊｼﾓﾄ  ﾕｳｷ 下新川 黒東
水橋中部 水口  蓮生(6) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊｽｷ 富山市 水橋中部       58.31

前田  翔琉(6) ﾏｴﾀﾞ ｶｹﾙ 富山市 水橋中部
富山市 安田  櫂吏(6) ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾘ 富山市 水橋中部

丸山  峻希(6) ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝｷ 富山市 水橋中部
成美 塚口  遥斗(6) ﾂｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 高岡市 成美       58.44

飯野  龍人(6) ｲｲﾉ ﾘｭｳﾄ 高岡市 成美
高岡市 水巻  想(6) ﾐｽﾞﾏｷ ｺｺﾛ 高岡市 成美

川井  貴之(6) ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ 高岡市 成美
東明ＡＣ 波  幸明(6) ﾅﾐｺｳﾒｲ 射水市 東明ＡＣ       58.61

松岡  出起(6) ﾏﾂｵｶｲﾂﾞｷ 射水市 東明ＡＣ
射水市 清水  正義(6) ｼﾐｽﾞﾏｻﾖｼ 射水市 東明ＡＣ

岩井  蓮太朗(6) ｲﾜｲﾚﾝﾀﾛｳ 射水市 東明ＡＣ
上庄 堂前  拓真(6) ﾄﾞｳﾏｴ ﾀｸﾏ 氷見市 上庄 失格

池田  逸暉(6) ｲｹﾀﾞ ｲﾂｷ 氷見市 上庄
氷見市 干場  晄志(6) ﾎｼﾊﾞ ｺｳｼ 氷見市 上庄

脇  勇成(6) ﾜｷ ﾕｳｾｲ 氷見市 上庄

  404
  403
  402

  330
  333
  331

6   405

  444
  445
  446

7 5   332

  232
  235
  233

6 7   443

    7
    8
    9

5 8   234

  578
  579
  580

4 2     6

  508
  507
  505

3 9   577

  187
  188
  189

2 4   506

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 3   186

  407
  410

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

  153
  150

8 7   409
  408

  238
  239

7 3   154
  152

    3
    4

6 2   236
  237

  510
  513

5 5     1
    2

  341
  343

4 9   511
  512

  435
  436

3 6   340
  342

  192
  194

2 8   433
  434

記録 備考
1 4   191

  193

通過基準  5組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 14通過基準  5組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

 3組

小杉小学校 岡田  顕珠(6) ｵｶﾀﾞｹﾝｼﾞｭ 射水市 小杉小学校       55.66
中島  漣(6) ﾅｶｼﾏﾚﾝ 射水市 小杉小学校

射水市 二俣  拓充(6) ﾌﾀﾏﾀﾀｸﾐ 射水市 小杉小学校
黒川  結介(6) ｸﾛｶﾜﾕｳｽｹ 射水市 小杉小学校

伏木 長濱  丈(6) ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾞｮｳ 高岡市 伏木       55.95
岩坂  颯(6) ｲﾜｻｶ ｿｳ 高岡市 伏木

高岡市 堂端  晄聖(6) ﾄﾞｳﾊﾅ ｺｳｾｲ 高岡市 伏木
奥原  愛斗(6) ｵｸﾊﾗ ﾏﾅﾄ 高岡市 伏木

黒部名水 山田  陽路(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛ 黒部市 黒部名水       56.15
寺田  叶来(6) ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾗｲ 黒部市 黒部名水

黒部市 太田  偉智(6) ｵｵﾀ ｲｻﾄ 黒部市 黒部名水
中村  悠翔(6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 黒部市 黒部名水

奥田ｼﾞｭﾆｱ 大村  哉仁(6) ｵｵﾑﾗ ｶﾅﾄ 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ       56.17
山口  大翔(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ

富山市 目附  歩(6) ﾒﾂｹ ｱﾕﾑ 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ
福沢  倫太郎(6) ﾌｸｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ

水橋西部 堀田  晃史(6) ﾎﾘﾀ ｱｷﾌﾐ 富山市 水橋西部       56.51
舘山  嘉輝(6) ﾀﾁﾔﾏ ﾖｼｷ 富山市 水橋西部

富山市 笠原  幹太(6) ｶｻﾊﾗ ｶﾝﾀ 富山市 水橋西部
竹中  陸斗(6) ﾀｹﾅｶ ﾘｸﾄ 富山市 水橋西部

立山北部 小又  菜生(6) ｺﾏﾀ ﾅｵ 中新川 立山北部       57.42
森之下  睦(6) ﾓﾘﾉｼﾀ ﾘｸ 中新川 立山北部

中新川 高堂  寛仁(5) ﾀｶﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 中新川 立山北部
杉本  悠弥(6) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 中新川 立山北部

飯野 浅倉  羽矢(6) ｱｻｸﾗ ﾊﾔ 下新川 飯野     1:03.14
水島  悠人(6) ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾄ 下新川 飯野

下新川 囲  真樹(6) ｶｺｲ ﾏｻｷ 下新川 飯野
南保  葵梓(6) ﾅﾝﾎﾞ ｱｵｼ 下新川 飯野

 4組

魚津Ｊｒ. 尾久  智哉(6) ｵｷﾞｭｳ ﾄﾓﾔ 魚津市 魚津Ｊｒ.       54.38
佐々木  琢真(6) ｻｻｷ ﾀｸﾏ 魚津市 魚津Ｊｒ.

魚津市 谷口  永輝(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｷ 魚津市 魚津Ｊｒ.
広田  拓弥(6) ﾋﾛﾀ ﾀｸﾐ 魚津市 魚津Ｊｒ.

立山中央 田中  凛太朗(6) ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 中新川 立山中央       55.74
古西  玲登(6) ｺﾆｼ ﾚｲﾄ 中新川 立山中央

中新川 盛田  瞳二(6) ﾓﾘﾀ ﾋﾄﾂ 中新川 立山中央
杉本  駿太(6) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 中新川 立山中央

鵜坂 片口  航生(6) ｶﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 富山市 鵜坂       56.36
宮下  青(6) ﾐﾔｼﾀ ｱｵｲ 富山市 鵜坂

富山市 永瀬  蒼太(6) ﾅｶﾞｾｿｳﾀ 富山市 鵜坂
酒匂  敬介(6) ｻｺｳ ｹｲｽｹ 富山市 鵜坂

速星B 新森  周太朗(6) ｼﾝﾓﾘ ｼｭｳﾀﾛｳ 富山市 速星B       57.01
髙木  誠矢(6) ﾀｶｷﾞ ｾｲﾔ 富山市 速星B

富山市 清水  蒼太(6) ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 富山市 速星B
金井  正琉(6) ｶﾅｲ ﾏｻﾙ 富山市 速星B

大門ＡＣ 村田  尊(5) ﾑﾗﾀﾀｹﾙ 射水市 大門ＡＣ     1:00.44
村山  陽向(5) ﾑﾗﾔﾏﾋﾅﾀ 射水市 大門ＡＣ

射水市 杉本  一真(5) ｽｷﾞﾓﾄｶｽﾞﾏ 射水市 大門ＡＣ
出村  拓郎(5) ﾃﾞﾑﾗﾀｸﾛｳ 射水市 大門ＡＣ

MAKINO 坂東 祥太(6) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 高岡市 MAKINO     1:02.96
得能 虎之(6) ﾄｸﾉｳ ﾄﾗｼﾞ 高岡市 MAKINO

高岡市 津幡 幸平(6) ﾂﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 高岡市 MAKINO
小林 蓮(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 高岡市 MAKINO

呉羽 欠場

富山市
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競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 5    75

   11
   13
   14

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ

  156
  157
  158

7 2    12

  228
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6 4   155

  197
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5 6   229

   37
   39
   41

4 8   200

  439
  440
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3 3    38

  325
  328
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2 5   438

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 7   326

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ



P. 15通過基準  5組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

競技結果        男子            ４×１００ｍ    予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

 5組

ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 本田  聖人(6) ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖﾄ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       52.55
宮越  健士郎(6) ﾐﾔｺｼ ｹﾝｼﾛｳ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

富山市 小林  飛源(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｹﾞﾝ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ
澤木  翔陽(6) ｻﾜｷ ｼｮｳﾖｳ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

速星 杉本  優葵(6) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 富山市 速星       56.42
金田  春希(6) ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙｷ 富山市 速星

富山市 平藏  大和(6) ﾍｲｿﾞｳ ﾔﾏﾄ 富山市 速星
高松  蒼人(6) ﾀｶﾏﾂ ｱｵﾄ 富山市 速星

海峰 長井  凉大(6) ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾞｲ 氷見市 海峰       57.05
澤井  晃斗(6) ｻﾜｲ ｱｷﾄ 氷見市 海峰

氷見市 松井  康祐(6) ﾏﾂｲ ｺｳｽｹ 氷見市 海峰
大澤  祥吾(6) ｵｵｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 氷見市 海峰

山室 松原  光毅(6) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｷ 富山市 山室       57.91
西田  航(6) ﾆｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 富山市 山室

富山市 西岡  賢吾(6) ﾆｼｵｶ ｹﾝｺﾞ 富山市 山室
田村  幸誠(6) ﾀﾑﾗ ｺｳｾｲ 富山市 山室

木津 志摩  啓介(6) ｼﾏ ｹｲｽｹ 高岡市 木津       58.99
浅井  雅己(6) ｱｻｲ ﾏｻｷ 高岡市 木津

高岡市 山口  大志(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｼ 高岡市 木津
小成  祐輝(6) ｺﾅﾘ ﾕｳｷ 高岡市 木津

東五位 田中  颯(6) ﾀﾅｶ ｿｳ 高岡市 東五位       59.56
竹島  新(6) ﾀｹｼﾏ ｱﾗﾀ 高岡市 東五位

高岡市 有澤  虹輝(6) ｱﾘｻﾜ ｺｳｷ 高岡市 東五位
藤川  泰矢(6) ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｲｼ 高岡市 東五位

福野 米  隆斗(6) ﾖﾈ ﾘｭｳﾄ 南砺市 福野     1:01.92
大蔵  龍汰(6) ｵｵｸﾗ ﾘｭｳﾀ 南砺市 福野

南砺市 香川  翔大(6) ｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 南砺市 福野
村澤  航(6) ﾑﾗｻﾜ ｺｳ 南砺市 福野

  544
  543
  542

  454
  455
  456

7 8   541

  459
  460
  461

6 6   453

  217
  218
  219

5 4   458

  398
  400
  397

4 7   216

  209
  208
  207

3 5   399

  182
  183
  184

2 3   206

競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 2   181

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ
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県小学生記録(KR)                49.49 富山JAC              富山市  富山JAC          1998/8/29   
（瀬川・河上・金嶋・四十物）

大会記録(GR)                    50.42 富山JAC              富山市  富山JAC          1998/7/26   
（瀬川・河上・金嶋・四十物）

ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 本田  聖人(6) ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖﾄ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       52.25
宮越  健士郎(6) ﾐﾔｺｼ ｹﾝｼﾛｳ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

富山市 小林  飛源(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｹﾞﾝ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ
澤木  翔陽(6) ｻﾜｷ ｼｮｳﾖｳ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

堀川小学校 髙橋  理久(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 富山市 堀川小学校       53.23
櫻谷  圭唯(6) ｻｸﾗﾀﾞﾆ ｹｲ 富山市 堀川小学校

富山市 大原  知也(6) ｵｵﾊﾗ ﾄﾓﾔ 富山市 堀川小学校
谷本  晃輔(6) ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｽｹ 富山市 堀川小学校

魚津Ｊｒ. 尾久  智哉(6) ｵｷﾞｭｳ ﾄﾓﾔ 魚津市 魚津Ｊｒ.       53.93
佐々木  琢真(6) ｻｻｷ ﾀｸﾏ 魚津市 魚津Ｊｒ.

魚津市 谷口  永輝(6) ﾀﾆｸﾞﾁ ｴｲｷ 魚津市 魚津Ｊｒ.
広田  拓弥(6) ﾋﾛﾀ ﾀｸﾐ 魚津市 魚津Ｊｒ.

四方 上田  晴斗(6) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 富山市 四方       54.26
堀内  慶生(6) ﾎﾘｳﾁ ﾖｼｷ 富山市 四方

富山市 門島  晋作(6) ｶﾄﾞｼﾏ ｼﾝｻｸ 富山市 四方
本多  悠人(6) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 富山市 四方

立山中央 田中  凛太朗(6) ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 中新川 立山中央       55.49
古西  玲登(6) ｺﾆｼ ﾚｲﾄ 中新川 立山中央

中新川 盛田  瞳二(6) ﾓﾘﾀ ﾋﾄﾂ 中新川 立山中央
杉本  駿太(6) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 中新川 立山中央

小杉小学校 岡田  顕珠(6) ｵｶﾀﾞｹﾝｼﾞｭ 射水市 小杉小学校       55.64
中島  漣(6) ﾅｶｼﾏﾚﾝ 射水市 小杉小学校

射水市 二俣  拓充(6) ﾌﾀﾏﾀﾀｸﾐ 射水市 小杉小学校
黒川  結介(6) ｸﾛｶﾜﾕｳｽｹ 射水市 小杉小学校

伏木 長濱  丈(6) ﾅｶﾞﾊﾏ ｼﾞｮｳ 高岡市 伏木       56.07
岩坂  颯(6) ｲﾜｻｶ ｿｳ 高岡市 伏木

高岡市 堂端  晄聖(6) ﾄﾞｳﾊﾅ ｺｳｾｲ 高岡市 伏木
奥原  愛斗(6) ｵｸﾊﾗ ﾏﾅﾄ 高岡市 伏木

能町FC 武田  輝(6) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ 高岡市 能町FC       56.09
淵  椋斗(6) ﾌﾁ ﾘｮｳﾄ 高岡市 能町FC

高岡市 樋上  凜久(6) ﾋｶﾞﾐ ﾘｸ 高岡市 能町FC
須藤  拓海(6) ｽﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 高岡市 能町FC

  435
  436

  440
  441

8 3   433
  434

  328
  327

7 2   438
  439

  147
  148

6 9   326
  325

  192
  194

5 8   145
  146

   76
   74

4 7   191
  193

  188
  189

3 5    75
   73

  183
  184

2 6   186
  187

記録 備考
1 4   181

  182

2017/07/02 15:44

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名

競技結果        男子            ４×１００ｍ    決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 17

県小学生記録(KR)                 1.45 谷野　雄士           氷見市  宇　波           2009/07/26  
大会記録(GR)                     1.45 谷野　雄士           氷見市  宇波             2009/7/26   

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49 1m52
1m55

岡田  拓(6) 高岡市 o o o xo xxx   1.30
ｵｶﾀﾞ ﾀｸ 下関

宮﨑  凰雅(6) 黒部市 o o o xxx   1.25
ﾐﾔｻﾞｷ ｵｳｶﾞ 黒部名水

中村  悠新(6) 南砺市 o xo xo xxx   1.25
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 福光中部

山本  和哉(6) 南砺市 o xxo xo xxx   1.25
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 城端

黒田  澪(6) 高岡市 o xo xxo xxx   1.25
ｸﾛﾀﾞ ﾚｲ 横田

安達  亮太(6) 南砺市 xo o xxo xxx   1.25
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 城端

谷野  白空(6) 砺波市 o o xxx   1.20
ﾀﾆﾉ ﾊｸ となみAC

奥村  勇仁(6) 滑川市 o o xxx   1.20
ｵｸﾑﾗ ﾊﾔﾄ 滑川ジュニア

森本  来夢(6) 魚津市 o o xxx   1.20
ﾓﾘﾓﾄ ﾗｲﾑ 魚津Ｊｒ.

平尾  優弦(6) 高岡市 o o xxx   1.20
ﾋﾗｵ ﾕｲﾄ 下関

本多  琉宮(6) 滑川市 o o xxx   1.20
ﾎﾝﾀ ﾞﾘｸ 滑川ジュニア

荒田  智海(6) 滑川市 o xo xxx   1.20
ｱﾗﾀ ｻﾄﾐ 滑川ジュニア

土肥  旭陽(6) 中新川 o xo xxx   1.20
ﾄﾞｲ ｱｻﾋ 上市中央AC

余川  寛太(6) 氷見市 xo xxx   1.15
ﾖｶﾜ ｶﾝﾀ 窪

辻  拓真(6) 氷見市 xo xxx   1.15
ﾂｼﾞ ﾀｸﾏ 窪

林  來輝(6) 高岡市 xxo xxx   1.15
ﾊﾔｼ ﾗｲｷ 福岡

村藤  将(5) 富山市 xxx 記録なし
ﾑﾗﾌｼﾞ ｼｮｳ 五福

樋口  尚希(6) 中新川 xxx 記録なし
ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｷ 上市中央AC

福村  優太(5) 富山市 xxx 記録なし
ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾀ 四方

木村  大地(5) 富山市 xxx 記録なし
ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 四方

柿森  琉成(6) 中新川 xxx 記録なし
ｶｷﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ 利田

中谷  誠冶(5) 射水市 xxx 記録なし
ﾅｶﾀﾆｾｲﾔ 大門ＡＣ

大久保  明維(6) 下新川 xxx 記録なし
ｵｵｸﾎﾞ ﾒｲ あさひ野

17    27

12   172

14   377

7   286

10   285

2   287

4   173

14 19   423

16 5   487

12 20   171

14 9   424

7 27   136

12 3   135

7 16    99

7 23   486

7 8   531

7 13   137

5 1   488

5 6   567

3 25   568

4 22   569

備考

1 11   485

2 15    63

2017/07/02 15:43

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            走高跳          決勝      
跳躍審判長
記録主任：
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競技結果        男子            走高跳          決勝      
跳躍審判長
記録主任：

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49 1m52
1m55

舘  篤希(6) 射水市 xxx 記録なし
ﾀﾁｱﾂｷ 作道小学校

加藤  慈(6) 下新川 xxx 記録なし
ｶﾄｳ ｼｹﾞﾙ 入善

市山  琳月(6) 砺波市 xxx 記録なし
ｼﾔﾏ ﾘﾂ となみAC

丹波  亨心(6) 砺波市 xxx 記録なし
ﾀﾝﾊﾞ ｷｮｳｺﾞ となみAC

金子  楓(6) 高岡市 xxx 記録なし
ｶﾈｺ ｶｴﾃﾞ MAKINO

宮腰  正人(6) 射水市 xxx 記録なし
ﾐﾔｺｼﾏｻﾄ 作道小学校

山本  航生(6) 高岡市 xxx 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ NOMURA

29   379

30   490

26   533

28   489

21    28

24   532

氏  名 所属団体名 記録 備考

18   378

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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県小学生記録(KR)                 5.44 板本　雄太           下新川  さみさと         2005/10/30  
大会記録(GR)                     5.23 稲生　隆則           中新川  舟橋             1993/7/25   

 1組

大島  怜恩(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.   4.09   4.25    x   4.25
ｵｵｼﾏ ﾚｵﾝ   +0.3    0.0    0.0
藤井  雄慎(6) 射水市 太閤山小学校   3.78   4.00   4.19   4.24
ﾌｼﾞｲﾕｳｼﾝ   +0.6   +0.7   +0.4   -0.9
福田  紘也(6) 滑川市 滑川ジュニア    x   4.13   4.15   4.18
ﾌｸﾀ ﾋﾛﾔ   +0.2   +0.2   -0.9
長森  優(6) 高岡市 川原   4.13   4.15   1.00   4.16
ﾅｶﾞﾓﾘ ﾕｳ   +0.3    0.0    0.0    0.0
山﨑  瑛人(6) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ   4.05
ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾄ   -0.7
稲葉  隼之介(6) 滑川市 滑川ジュニア   4.05
ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ   -0.7
柴野  涼火(6) 砺波市 となみAC   4.02
ｼﾊﾞﾉ ﾘｮｳｶ   -1.3
黒川  稜真(6) 富山市 堀川南   3.99
ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳﾏ   -0.7
坂口  凛(6) 富山市 保内   3.98
ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾝ    0.0
松原  凛生(5) 下新川 入善   3.93
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘﾝｷ   -0.9
村上  文太(5) 黒部市 黒部名水   3.83
ﾑﾗｶﾐ ﾌﾞﾝﾀ   -0.1
石本  流星(6) 中新川 利田   3.81
ｲｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ   -1.2
河西  勇紀(6) 砺波市 となみAC   3.79
ｶﾜﾆｼ ﾕｳｷ   +0.1
杉本  朝陽(6) 下新川 あさひ野   3.71
ｽｷﾞﾓﾄ ｱｻﾋ   -0.4
田島  悠叶(6) 中新川 上市中央AC   3.67
ﾀｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ   -1.3
岩上  優心(5) 下新川 上青   3.59
ｲﾜｶﾐ ﾕｳｺﾞ   -0.8
中谷  陸人(6) 富山市 保内   3.57
ﾅｶﾀﾆ ﾘｸﾄ   -0.5
石田  勇人(6) 高岡市 戸出西部   3.56
ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ   -1.4
永田  楓真(6) 富山市 浜黒崎   3.54
ﾅｶﾞﾀ ﾌｳﾏ   -0.5
松島  遼河(6) 中新川 宮川   3.49
ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳｶﾞ   -0.4
浮田  凛人(6) 滑川市 滑川ジュニア   3.22
ｳｷﾀ ﾘﾋﾄ   -1.0
福田  慶斗(6) 射水市 作道小学校   3.01
ﾌｸﾀﾞｹｲﾄ   -1.5  -1.8   -0.4   -1.5

  -1.0
22 11   375   2.94   2.96   3.01

  -0.4
21 13   133    x   3.22    x

  -0.3   -0.3   -0.5
20 9   168    x   3.49    x

  -1.7   -1.4
19 14   278   3.37   3.44   3.54

  -1.1   -0.5
18 6   484    x   3.48   3.56

  -1.2   -0.1   -0.8
17 8   277   3.56   3.57    x

  -1.3
16 16    26   3.57   3.30   3.59

  -0.3   -0.4   -0.6
15 15   169    x   3.67    x

  -1.0   -0.4   +0.1
14 3    24   3.63   3.71   3.63

  -1.2    0.0   -1.2
13 18   529   3.67   3.49   3.79

  -0.3   -1.0   -0.1
12 21   170   3.81   3.64   3.57

  -0.9   -0.4   -0.9
11 2    60   3.56   3.06   3.83

   0.0    0.0
10 10    25   3.93   3.82   3.38

  -0.7   -0.6   -0.7
9 20   279    x   3.81   3.98

  -1.3   -0.2
8 1   284   3.87   3.87   3.99

  -0.7
7 12   528   4.02    x   3.64

  -0.7   -0.3   -0.7
6 7   132    x    x   4.05

  -1.2    0.0    0.0
5 4   275   4.05   4.04   3.78

  -0.9    0.0
4 17   479   3.94   3.76   4.16

  -0.9   -0.1
3 19   134   4.18    x   4.08

  -0.3   -0.8
2 5   374   4.24   4.09    x

備考

1 22    96   4.16   3.87    x

-２- -３- -４- -５- -６- 記録

2017/07/02 15:43

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１-

競技結果        男子            走幅跳          決勝      
跳躍審判長
記録主任：
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競技結果        男子            走幅跳          決勝      
跳躍審判長
記録主任：

 2組

七条  虎太郎(6) 富山市 浜黒崎   4.08   4.14   4.20   4.65
ｼﾁｼﾞｮｳ ｺﾀﾛｳ   +0.7    0.0   +1.0   -1.4
飯田  諒人(6) 富山市 芝園   4.21   3.88   4.26   4.26
ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳﾄ   +0.5    0.0   -0.4   -0.4
坂元  翔椰(6) 氷見市 窪   4.15   4.19   3.97   4.22
ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ   +0.5    0.0   +0.8   -0.5
東海  綾汰(6) 氷見市 窪   4.17   3.97   4.07   4.17
ﾄｳｶｲ ﾘｮｳﾀ   +0.3   +0.5   +0.1   -0.2
加藤  暖都(6) 富山市 神保   4.06
ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ   -0.6
谷村  康太朗(6) 砺波市 となみAC   4.04
ﾀﾆﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ   -0.6
進藤  駿(6) 高岡市 NANJYO   4.03
ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ   -0.3
竹田  龍汰(6) 高岡市 万葉   4.00
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀ   -0.9
江本  善太(6) 富山市 針原   3.98
ｴﾓﾄ ｾﾞﾝﾀ   -0.1
境  一之真(6) 南砺市 城端   3.97
ｻｶｲ ｲﾁﾉｼﾝ   -0.3
川邊   貴士(6) 高岡市 TEAM古府   3.93
ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ   -1.3
大村  翔平(6) 富山市 広田   3.89
ｵｵﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ   -0.8
早木  大和(6) 高岡市 NANJYO   3.89
ﾊﾔｷ ﾔﾏﾄ   -0.9
守護  宏久(6) 富山市 四方   3.79
ｼｭｺﾞ ﾋﾛﾋｻ   -0.6
大川    晃(6) 南砺市 福野   3.73
ｵｵｶﾜ ｱｷﾗ   -0.3
藪下  柊斗(6) 氷見市 朝日丘   3.73
ﾔﾌﾞｼﾀ ｼｭｳﾄ   -0.6
山田  羽琉(6) 南砺市 城端   3.69
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙ   -1.2
福田  陸斗(6) 射水市 新湊小学校   3.59
ﾌｸﾀﾞﾘｸﾄ   -1.3
山本  斗偉(6) 射水市 チーム歌の森   3.56
ﾔﾏﾓﾄﾄｳｲ   -1.0
勝島  幹太(5) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ   3.56
ｶﾂｼﾏ ｶﾝﾀ   -0.4
澤谷  健(6) 射水市 新湊小学校   3.16
ｻﾜﾀﾆｹﾝ   -0.3  -1.0   -0.3

  -0.4   -0.9   -0.2
21 7   371    x   3.08   3.16

  -1.0   -0.3   -0.6
20 4   280   3.56   3.55   3.51

  -0.7   -1.3
19 17   373   3.56   3.51   3.56

  -1.2    0.0
18 12   372    x   3.33   3.59

  -0.6   -0.7   -0.7
17 19   566    x   3.69   3.54

  -0.3   -0.2   -0.6
16 16   422   3.73   3.43   3.26

  -0.6   -1.1
15 14   565   3.73   3.65   3.69

  -0.9   -0.1
14 6   281    x   3.79   3.72

  -0.4   -0.8
13 1   480    x   3.89   3.74

  -1.3   -0.6   -1.0
12 15   282   3.80    x   3.89

  -0.9   -0.3   -0.6
11 13   482   3.93   3.66   3.90

  -1.1   -0.1    0.0
10 9   564   3.82   3.97   3.81

  -0.9   -0.6   -0.2
9 20   276   3.80   3.98   3.97

  -1.6   -0.3   -1.5
8 18   483   4.00   3.90   3.90

  -0.6   -0.7
7 8   481   3.85   4.03   3.69

  -0.6    0.0
6 2   530   4.04    x   3.99

  -0.2   -1.6
5 21   283   4.06    x   3.97

  -0.5    0.0   -1.0
4 11   421    x   4.17   4.06

  -0.8   -1.2
3 5   420   4.22   4.06   4.11

  -0.8   -1.4   -0.3
2 10   274   4.09    x   4.12

1 3   273   4.52   4.65   3.42

-３- -４- -５- -６- 記録 備考順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-
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県小学生記録(KR)                67.35 辻　哲誠             砺波市  となみAC         2016/7/3    
大会記録(GR)                          辻　哲誠             砺波市  となみAC         2016/7/3    

吉野  泰正(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.
ﾖｼﾉ ﾀｲｾｲ
江淵  勇太(6) 下新川 あさひ野
ｴﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ
指﨑  航大(6) 高岡市 太田
ｻｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ
西野  聖都(6) 富山市 豊田
ﾆｼﾉ ﾏｻﾄ
津田  和輝(6) 高岡市 戸出西部
ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ
唐津  丸門(5) 下新川 さみさと
ｶﾗﾂ ｶﾝﾄ
森口  礼崇(6) 南砺市 福光中部
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ
福島  陽哉(6) 砺波市 となみAC
ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾔ
伊東  拓海(6) 砺波市 となみAC
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
山本  頌大(6) 中新川 陽南
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ
雲龍  大和(6) 南砺市 福野
ｳﾝﾘｭｳ ﾔﾏﾄ
川﨑  雄大(6) 氷見市 久目
ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ
谷川  由頼(5) 滑川市 滑川ジュニア
ﾀﾆｶﾜ ﾕﾗ
細川  駿(6) 富山市 新庄北
ﾎｿｶﾜ ｼｭﾝ
山海  楓太(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.
ｻﾝｶｲ ﾌｳﾀ
中村  柊太(6) 砺波市 となみAC
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ
樋口  悟宇(5) 富山市 古里ＡＣ
ﾋｸﾞﾁ ｺﾞｳ
堀田  玲桜(6) 中新川 相ノ木
ﾎﾘﾀ ﾚｵ
野村  晃生(6) 高岡市 MAKINO
ﾉﾑﾗ ｺｳｷ
浅岡  諒真(6) 富山市 朝日
ｱｻｵｶ ﾘｮｳﾏ
古川  翔大(6) 富山市 老田
ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾀ
宍戸  拓磨(6) 高岡市 NANJYO
ｼｼﾄﾞ ﾀｸﾏ
折戸  翔汰(6) 下新川 さみさと
ｵﾘﾄ ｼｮｳﾀ
佐藤  優馬(5) 中新川 上市中央AC
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ
福井  良輔(6) 南砺市 福野
ﾌｸｲ ﾘｮｳｽｹ
籠橋  睦真(6) 富山市 神通碧
ｶｺﾞﾊｼ ﾑﾂﾐ
川原  征起(6) 高岡市 NANJYO
ｶﾜﾊﾗ ｾｲｷ
清水  輪(6) 射水市 作道小学校
ｼﾐｽﾞﾘﾝ
廣岡  創(6) 高岡市 定塚
ﾋﾛｵｶ ｿｳ
麻柄  智成(6) 富山市 新庄
ﾏｶﾞﾗ ﾄﾓﾅﾘ
森  琥珀(5) 富山市 宮野
ﾓﾘ ｺﾊｸ
島倉  光(5) 射水市 太閤山小学校
ｼﾏｸﾗﾋｶﾙ
林  大輔(6) 射水市 大島小
ﾊﾔｼﾀﾞｲｽｹ
深田  悠惺(6) 富山市 老田
ﾌｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ
佐野  琉亜(5) 滑川市 滑川ジュニア
ｻﾉ ﾘｭｳｱ

 34.97

 35.18

35 2   144
 34.97

 36.95

34 37   317
 35.18

 37.23

33 28   393
 36.95

 38.12

32 10   392
 37.23

 38.53

31 22   320
 38.12

 38.79

30 35   322
 38.53

 38.80

29 15   503
 38.79

 40.58

28 17   394
 38.80

 40.71

27 40   504
 40.58

 41.11

26 30   324
 40.71

 41.22

25 14   576
 41.11

 41.57

24 39   180
 41.22

 41.66

23 9    36
 41.57

 41.73

22 33   502
 41.66

 41.80

21 1   314
 41.73

 42.64

20 41   319
 41.80

 42.66

19 5   500
 42.64

 42.77

18 18   179
 42.66

 43.05

17 11   318
 42.77

 43.44

16 4   538
 43.05

 44.54

15 6   106
 43.44

 45.93

14 19   316
 44.54

 46.06

13 20   142
 45.93

 46.66

12 8   430
 46.06

 46.98

11 3   575
 46.66

 47.90

10 7   178
 46.98

 48.54

9 21   540
 47.90

 49.07

8 42   539
 48.54

 49.10

7 34   574
 49.07

 49.24

6 38    35
 49.10

 49.49

5 23   499
 49.24

 49.74

4 25   313
 49.49

 51.23

3 24   501
 49.74

 51.27

2 31    34
 51.23

備考

1 29   107
 51.27

-２- -３- -４- -５- -６- 記録

2017/07/02 15:43

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１-

競技結果        男子            ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  決勝      
投擲審判長
記録主任：
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競技結果        男子            ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  決勝      
投擲審判長
記録主任：

亀澤  祐貴(6) 滑川市 滑川ジュニア
ｶﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
森  海翔(5) 富山市 蜷川
ﾓﾘ ｶｲﾄ
中川  陽輝(6) 射水市 東明ＡＣ
ﾅｶｶﾞﾜﾊﾙｷ
脇坂  萌絃(6) 富山市 新庄北 欠場
ﾜｷｻﾞｶ ﾒｲﾄ
上原  璃久(5) 富山市 宮野 欠場
ｳｴﾊﾗ ﾘｸ

32   315

 34.69

16   323

 34.80

38 36   391
 34.69

 34.93

37 13   321
 34.80

-５- -６- 記録 備考

36 26   143
 34.93

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４-
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 1組 風： -1.1

蔵  駿翔(6) 高岡市 能町FC       14.51
ｿﾞｳ ﾊﾔﾄ
老田  侑世(6) 富山市 堀川小学校       15.15
ｵｲﾀﾞ ﾕｳｾ
和泉  侑汰(6) となみAC       15.23
ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ
宮野  仁暉(6) となみAC       15.48
ﾐﾔﾉ ﾆｷ
藤川  來兎(6) 高岡市 成美       15.63
ﾌｼﾞｶﾜ ﾗｲﾄ
金子  明日翔(6) 中新川 上市中央AC       17.28
ｶﾈｺ ｱｽｶ

 2組 風： -0.9

井田  章太郎(6) 下新川 飯野       14.75
ｲﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
大原  巧也(6) 富山市 奥田ｼﾞｭﾆｱ       15.25
ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾔ
井上  遥貴(6) 富山市 速星B       15.61
ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
中村  徹平(5) 富山市 水橋中部       16.57
ﾅｶﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ
大島  稜也(6) 高岡市 伏木       16.93
ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾔ
黒田  夢留輝(6) 黒部市 黒部名水 欠場
ｸﾛﾀﾞ ﾕﾙｷ

 3組 風： -1.4

松下  幸誠(6) 中新川 立山中央       14.58
ﾏﾂｼﾀ ｺｳｾｲ
見波  快音(6) 富山市 速星       15.31
ﾐﾅﾐ ｶｲﾄ
小林  竜之進(6) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       15.44
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾉｼﾝ
岩崎  温生(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.       15.58
ｲﾜｻｷ ｱﾂｷ
村山  智一(6) 高岡市 東五位       15.64
ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ
清水  大和(5) 氷見市 海峰       15.79
ｼﾐｽﾞ ﾔﾏﾄ
金子  楓(6) 高岡市 MAKINO 欠場
ｶﾈｺ ｶｴﾃﾞ

4   489

5 8   457

6 7   401

3 5   185

4 3    77

備考
1 2   149

2 6   210

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 6   442

5    40

3 8   215

4 3   231

備考
1 4    15

2 7   196

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

5 8   447

6 3   151

3 7   509

4 5   514

備考
1 4   437

2 6   190

2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        男子            友好１００ｍ    決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



to

【開催日】 2017.7.2
【主催団体】 富山県陸協 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/ 2 女子 濱  ひより(6) 3:12.43 中村  仁咲(6) 3:17.16 上野  真由(5) 3:19.44 嶋岡  月梛(5) 3:20.60 四柳  日菜(6) 3:21.79 原  舞子(5) 3:23.74 鈴木  ちさと(6) 3:24.69 村井  青空(6) 3:24.79

１０００ｍ 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 砺波市･となみAC 砺波市･となみAC 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 魚津市･魚津Ｊｒ. 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 富山市･新庄北 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C
 7/ 2  +0.1 山本  萌々華(6) 13.95 比嘉  琉華(6) 14.31 谷山  須弥子(6) 14.31 新森  晴菜(6) 14.33 石川  あかり(6) 14.37 四十﨑  藍(5) 14.66 山岡  暖々(5) 14.85 富田  るな(6) 14.97

８０ｍＨ 黒部市･黒部名水 射水市･小杉小学校 南砺市･福光東部 高岡市･国吉 高岡市･定塚 魚津市･魚津Ｊｒ. 中新川･立山ランラン 富山市･富山JAC
 7/ 2 松本  愛奈(6) 1.25 川﨑  那都(6) 氷見市･久目 1.20 吉野  里桜菜(6) 1.20 三箇  美咲(6) 1.20 高山  久瑠実(6) 1.20 経澤  朋花(6) 1.20 金子  彩羽(6) 1.15

走高跳 黒部市･黒部名水 加藤  苺奈(6) 高岡市･戸出東部 滑川市･滑川ジュニア 高岡市･太田 富山市･堀川小学校 富山市･太田 射水市･新湊小学校
古栃  ひとは(6)
高岡市･博労
大沼  華子(6)
高岡市･福岡
水野  美鈴(6)
砺波市･となみAC
西川  采羽(6)
富山市･寒江

 7/ 2 村川  遥菜(6) 4.33(-0.1) 林  亜沙南(6) 4.29(-0.3) 清水  里桜(6) 4.11(-0.4) 吉尾    彩(6) 4.11(0.0) 岡峯  莉佳(6) 4.01(-0.8) 田中  楽來(6) 4.00(-1.7) 折川  ひかり(5)3.88(-0.1) 野上  沙也香(5)3.86(-0.6)
走幅跳 富山市･針原 中新川･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 魚津市･魚津Ｊｒ. 南砺市･福光南部 氷見市･久目 射水市･大門ＡＣ 富山市･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 射水市･放生津

 7/ 2  -0.4 ンバマ  紗良(5) 14.18 濱元  咲帆(5) 14.50 植野  杏珠(5) 14.64 川端  稀由那(5) 14.80 小山  夢生(5) 14.95 明官  レヲン(5) 14.95 佐伯  萌子(5) 15.05 新保  晴菜(5) 15.05
５年  100m 富山市･萩浦 魚津市･魚津Ｊｒ. 富山市･大久保 黒部市･黒部名水 射水市･中太閤山小学校 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 中新川･立山ランラン 滑川市･滑川ジュニア

 7/ 2  +0.3 上野  茉子(6) 13.84 林  桜(6) 13.99 石倉  萌楓(6) 14.03 寺島  千陽(6) 14.08 川腰  李華(6) 14.41 吉崎  夢叶(6) 14.51 酒井  心和(6) 14.54 小坂 英里奈(6) 14.78
６年  100m 南砺市･井波 魚津市･魚津Ｊｒ. 射水市･新湊小学校 高岡市･川原 富山市･新庄北 富山市･富山JAC 中新川･南加積 下新川･あさひ野

 7/ 2 迫井  夏子(6) 15.07 三ヶ島  穂乃(6) 15.19 出井  心雪(6) 15.49 林  真央(6) 15.59 木下  美咲(6) 15.68 笹生  小町(6) 15.72 朝倉  亜矢乃(6) 15.81 岡田  優奈(6) 15.92
友好１００ｍ 黒部市･黒部名水 富山市･堀川小学校 砺波市･となみAC 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 南砺市･福野 富山市･堀川小学校 富山市･蜷川 富山市･大沢野

 7/ 2 坂井  希良来(6) 48.08 寺西  彩純(6) 46.84 平田  夏凜(6) 44.12 香取  綾(6) 42.75 金刺  茉優(6) 40.27 窪田  莉子(6) 40.09 津野  莉緒(6) 39.48 清水  望来(5) 38.25
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 富山市･杉原 魚津市･魚津Ｊｒ. 高岡市･太田 富山市･鵜坂 高岡市･定塚 高岡市･川原 高岡市･NOMURA 砺波市･となみAC

 7/ 2 黒部市･黒部名水      58.04 富山市･蜷川       58.18 富山市･大沢野      58.45 中新川･立山ランラン      58.80 富山市･鵜坂       58.94 中新川･立山中央      59.02 高岡市･横田       59.10 富山市･堀川小学校A      59.41
４×１００ｍ 北島  優依(6) 齊藤  千空(6) 守内  李燿(6) 森井  千咲子(6) 五十嵐  柚姫(6) 新井  沙彩(6) 和泉  真琴(6) 中村  唯愛(6)

得能  渚聖(6) 杉政  柚(6) 池田  栞理(6) 西川  葵(6) 山田  莉那(6) 長澤  あんじ(6) 宮田  エレーナ(6) 中平  雫葉(6)
平田  葉月(6) 森山  尚子(6) 荒屋  静里佳(6) 中村  眞唯(6) 藤井  咲希(6) 小野  芙羽(6) 清田  結月(6) 古永  光(6)
野村  雪乃(6) 種田  美咲(6) 竹部  日南(6) 青木  優呑(6) 加藤  恋(6) 石原  さくら(6) 大鋸  夏凪(6) 里麻  月渚(6)



P. 2

県小学生記録(KR)                13.47 金井　菜奈           下新川  さみさと         2009/8/29   
大会記録(GR)                    13.65 金井　菜奈           下新川  さみさと         2009/7/26   

 1組 風： -0.6

ンバマ  紗良(5) 富山市 萩浦       14.23
ﾝﾊﾞﾏ ｻﾗ
能登  菜々子(5) 黒部市 黒部名水       15.23
ﾉﾄ ﾅﾅｺ
髙杉  萌生(5) 富山市 神保       15.56
ﾀｶｽｷﾞ ﾒｲ
林  明日香(5) 氷見市 十二町       15.67
ﾊﾔｼ ｱｽｶ
髙澤  さくら(5) 下新川 上青       15.69
ﾀｶｻﾜ ｻｸﾗ
高橋  彩華(5) 高岡市 能町FC       15.82
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ
山本  智愛(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       15.94
ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾘ
玉島  果怜(5) 射水市 塚原小学校       16.20
ﾀﾏｼﾏｶﾚﾝ
堀田  桃菜(5) 砺波市 となみAC       16.32
ﾎﾘﾀ ﾓﾓﾅ

 2組 風： -1.6

濱元  咲帆(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       14.78
ﾊﾏﾓﾄ ｻﾎ
吉田  純子(5) 富山市 豊田       15.17
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ
石坂  美緒(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.47
ｲｼｻｶ ﾐｵ
石田  真帆(5) 高岡市 千鳥丘       15.53
ｲｼﾀﾞ ﾏﾎ
武村  悦子(5) 下新川 上青       15.63
ﾀｹﾑﾗ ｴﾂｺ
古田  愛莉(5) 富山市 広田       16.09
ﾌﾙﾀ ｱｲﾘ
長谷  歌恋(5) 射水市 大島小       16.23
ﾊｾｶﾚﾝ
野村  莉里(5) 射水市 はしろっとＡＣ       16.49
ﾉﾑﾗﾘﾘ
塚本  里桜(5) 氷見市 湖南       16.49
ﾂｶﾓﾄ ﾘｵ

 3組 風： -0.9

川端  稀由那(5) 黒部市 黒部名水       14.87
ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾕﾅ
古川  青空(5) 高岡市 福岡       15.22
ﾌﾙｶﾜ ｿﾗ
高見  咲弥花(5) 富山市 富山JAC       15.38
ﾀｶﾐ ｻﾔｶ
山崎  華奈(5) 砺波市 となみAC       15.52
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾅ
碓井  櫻子(5) 中新川 上市中央AC       15.66
ｳｽｲ ｻｸﾗｺ
澤田  琉菜(5) 小矢部 蟹谷小       15.74
ｻﾜﾀﾞ ﾙﾅ
吉川  茉穂(5) 富山市 速星       15.91
ﾖｼｶﾜ ﾏﾎ
竹田  咲紀(5) 射水市 チーム歌の森       16.46
ﾀｹﾀﾞｻｷ
細川  史姫(5) 南砺市 上平       16.51
ﾎｿｶﾜ ｼｷ

競技結果        女子            ５年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   257

2 9    57

3 8   263

4 1   416

5 6    22

6 7   478

7 4   267

8 2   370

9 5   527

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7    92

2 3   259

3 2   130

4 4   471

5 9    20

6 8   270

7 5   368

氏  名 所属団体名 記録

8 1   365

9 6   418

備考
1 5    56

2 4   472

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 6   261

4 3   524

5 2   165

6 1   596

7 9   272

8 8   366

9 7   560



P. 3

競技結果        女子            ５年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

 4組 風： +0.6

佐伯  萌子(5) 中新川 立山ランラン       14.89
ｻｴｷ ﾓﾈ
四十木  麻友(5) 富山市 豊田       15.66
ｱｲｷ ﾏﾕ
小幡  明日奏(5) 滑川市 滑川ジュニア       15.67
ｵﾊﾞﾀ ｱｽｶ
松下  友梨香(5) 高岡市 NOMURA       15.74
ﾏﾂｼﾀ ﾕﾘｶ
浅田  満里奈(5) 富山市 富山JAC       15.80
ｱｻﾀﾞ ﾏﾘﾅ
島  碧生(5) 下新川 上青       15.82
ｼﾏ ｱｵｲ
蜷川  乃愛(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       16.02
ﾆﾅｶﾞﾜ ﾉｱ
前花  利咲(5) 射水市 大島小       16.31
ﾏｴﾊﾅﾘｻ
東  心咲(5) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       17.67
ｱｽﾞﾏ ﾐｻｷ

 5組 風： -1.1

明官  レヲン(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       15.08
ﾐｮｳｶﾝ ﾚｦﾝ
小山  夢生(5) 射水市 中太閤山小学校       15.13
ｺﾔﾏﾕｲ
岩澤  木綿(5) 中新川 舟橋       15.21
ｲﾜｻﾜ ﾕｳ
野原  朱莉(5) 高岡市 戸出西部       15.25
ﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾘ
中林  紗羅(5) 下新川 上青       15.49
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾗ
熊野  晴菜(5) 富山市 堀川小学校       15.65
ｸﾏﾉ ﾊﾙﾅ
増山  碧(5) 富山市 神保       15.96
ﾏｽﾔﾏ ｱｵｲ
西出  奈央(5) 氷見市 AC宮田       16.65
ﾆｼﾃﾞ ﾅｵ
石田  尚佳(5) 南砺市 城端AXC       17.16
ｲｼﾀﾞ ﾅｵｶ

 6組 風： -1.4

新保  晴菜(5) 滑川市 滑川ジュニア       15.01
ｼﾝﾎﾞ ﾊﾙﾅ
三村  望(5) 高岡市 TEAM古府       15.51
ﾐﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ
石崎  なつの(5) 富山市 富山JAC       15.52
ｲｼｻﾞｷ ﾅﾂﾉ
河合  若菜(5) 砺波市 となみAC       15.90
ｶﾜｲ ﾜｶﾅ
朝倉  りょう(5) 黒部市 黒部名水       15.96
ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ
嶋田  芽生(5) 富山市 熊野       15.96
ｼﾏﾀﾞ ﾒｲ
大崎  心音(5) 射水市 放生津       16.05
ｵｵｻｷﾐｵﾄ
伊東  理名(5) 中新川 釜ヶ淵       16.32
ｲﾄｳ ﾘﾅ
安田  ひかる(5) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       16.81
ﾔｽﾀﾞ ﾋｶﾙ

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   164

2 1   264

3 9   128

4 2   476

5 4   271

6 7    21

7 5    93

氏  名 所属団体名 記録

8 6   367

9 8   562

備考
1 7   260

2 6   363

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 3   166

4 1   473

5 5    23

6 4   269

7 2   265

8 8   419

9 9   561

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 1   129

2 3   474

3 8   262

4 2   525

5 4    58

5 5   268

7 9   369

8 6   167

9 7   563



P. 4

競技結果        女子            ５年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

 7組 風： +0.5

植野  杏珠(5) 富山市 大久保       14.76
ｳｴﾉ ｱﾝｼﾞｭ
大国  彩乃(5) 富山市 新庄       15.33
ｵｵｸﾆ ｱﾔﾉ
好田  歩実(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.56
ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ
杉本  凜(5) 射水市 大門ＡＣ       15.69
ｽｷﾞﾓﾄﾘﾝ
年代  凪沙(5) 砺波市 となみAC       15.71
ﾈﾝﾀﾞｲ ﾅｷﾞｻ
石垣  葵彩(5) 高岡市 MAKINO       15.73
ｲｼｶﾞｷ ｱｵｲ
松澤  紗由美(5) 高岡市 下関       15.76
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻﾕﾐ
島  陽依里(5) 氷見市 湖南       16.24
ｼﾏ ﾋﾖﾘ

氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   258

2 6   266

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 4   131

4 1   364

5 8   526

6 3   477

7 7   475

8 5   417



P. 5

県小学生記録(KR)                13.47 金井　菜奈           下新川  さみさと         2009/8/29   
大会記録(GR)                    13.65 金井　菜奈           下新川  さみさと         2009/7/26   

風： -0.4

ンバマ  紗良(5) 富山市 萩浦       14.18
ﾝﾊﾞﾏ ｻﾗ
濱元  咲帆(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       14.50
ﾊﾏﾓﾄ ｻﾎ
植野  杏珠(5) 富山市 大久保       14.64
ｳｴﾉ ｱﾝｼﾞｭ
川端  稀由那(5) 黒部市 黒部名水       14.80
ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾕﾅ
小山  夢生(5) 射水市 中太閤山小学校       14.95
ｺﾔﾏﾕｲ
明官  レヲン(5) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       14.95
ﾐｮｳｶﾝ ﾚｦﾝ
佐伯  萌子(5) 中新川 立山ランラン       15.05
ｻｴｷ ﾓﾈ
新保  晴菜(5) 滑川市 滑川ジュニア       15.05
ｼﾝﾎﾞ ﾊﾙﾅ

競技結果        女子            ５年  100m      決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   257

2 4    92

3 7   258

4 6    56

5 3   363

6 2   260

7 8   164

8 9   129



P. 6

県小学生記録(KR)                12.91 金井　菜奈                   さみさと         2010/7/25   
大会記録(GR)                    12.91 金井　菜奈           下新川  さみさと         2010/7/25   

 1組 風： +2.0

寺島  千陽(6) 高岡市 川原       14.01
ﾃﾗｼﾏ ﾁｱｷ
小坂 英里奈(6) 下新川 あさひ野       14.47
ｺｻﾞｶ ｴﾘﾅ
茅野  結月(6) 射水市 小杉小学校       14.63
ｶﾔﾉ ﾕﾂｷ
藤本  栞愛(6) 富山市 水橋東部       15.01
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾝﾅ
松原  安奈(6) 富山市 桜谷       15.33
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ
小杉  桜子(6) 高岡市 木津       15.36
ｺｽｷﾞ ｻｸﾗｺ
舘  歩実(6) 砺波市 となみAC       15.52
ﾀﾁ ｱﾕﾐ
牛島  来瞳(6) 富山市 桜谷       15.55
ｳｼｼﾞﾏ ｸﾙﾐ
水島  華(6) 黒部市 黒部名水       15.73
ﾐｽﾞｼﾏ ﾊﾅ

 2組 風： +1.6

川腰  李華(6) 富山市 新庄北       14.01
ｶﾜｺﾞｼ ﾓﾓｶ
大浅  柑実(6) 射水市 中太閤山小学校       14.68
ｵｵｱｻ ｶﾝﾐ
川口  千波(6) 下新川 さみさと       14.73
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾅﾐ
坂下  菜那(6) 富山市 新庄       14.98
ｻｶｼﾀ ﾅﾅ
魚岸  夏鈴(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.28
ｳｵｷﾞｼ ｶﾘﾝ
末廣  花瑛(6) 高岡市 TEAM古府       15.36
ｽｴﾋﾛ ﾊﾅｴ
赤坂  音羽(6) 黒部市 黒部名水       15.49
ｱｶｻｶ ｵﾄﾊ
山田  桃瑚(6) 中新川 釜ヶ淵       15.55
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ
上田  さくら(6) 砺波市 となみAC 欠場
ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ

 3組 風： +0.1

林  桜(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.       14.06
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ
増山  知沙(6) 富山市 呉羽       14.95
ﾏｽﾔﾏ ﾁｻ
釜谷  美海(6) 高岡市 川原       14.98
ｶﾏﾀﾆ ﾐﾐ
角波  詩緒莉(6) 射水市 金山小学校       15.17
ｶｸﾅﾐｼｵﾘ
小西  彩羽(6) 富山市 杉原       15.22
ｺﾆｼ ｱﾔﾊ
尾田  彩愛(6) 砺波市 となみAC       15.34
ｵﾀﾞ ｻｴ
飯坂  心葉(6) 黒部市 黒部名水       15.44
ｲｲｻﾞｶ ｺｺﾊ
荒木  志織(6) 射水市 放生津       15.63
ｱﾗｷｼｵﾘ
岩崎  桜和(6) 下新川 ひばり野       15.64
ｲﾜｻｷ ｻﾜ

競技結果        女子            ６年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 2   463

2 4    16

3 9   355

4 6   254

5 1   247

6 5   470

7 7   520

8 8   256

9 3    52

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   246

2 5   356

3 9    17

4 4   253

5 8   124

6 7   465

7 3    53

氏  名 所属団体名 記録

8 2   163

1   521

備考
1 1    88

2 7   245

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 6   464

4 9   357

5 5   252

6 4   522

7 2    54

8 3   360

9 8    18



P. 7

競技結果        女子            ６年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

 4組 風： +1.8

石倉  萌楓(6) 射水市 新湊小学校       13.87
ｲｼｸﾗﾎﾉｶ
加藤  遥(6) 富山市 熊野       14.69
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ
村本  杏香(6) 高岡市 福岡       14.74
ﾑﾗﾓﾄ ｷｮｳｶ
井坂  彩愛(6) 富山市 大沢野       14.83
ｲｻｶ ｻｴ
梨木  愛叶(6) 氷見市 海峰       14.84
ﾅｼｷ ｱｲｶ
安村  美咲(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.14
ﾔｽﾑﾗ ﾐｻｷ
萩原  ひなた(6) 下新川 さみさと       15.56
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾅﾀ
中村  凪彩(6) 砺波市 となみAC       15.76
ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ
岩田  美緒(6) 射水市 作道小学校 欠場
ｲﾜﾀﾐｵ

 5組 風： +0.8

上野  茉子(6) 南砺市 井波       13.95
ｳｴﾉ ﾏｺ
酒井  心和(6) 中新川 南加積       14.38
ｻｶｲ ｺｺﾅ
堀岡  梨々華(6) 富山市 富山JAC       14.66
ﾎﾘｵｶ ﾘﾘｶ
南  心遥(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.       14.93
ﾐﾅﾐ ｺｺﾊ
川上  雅美(6) 射水市 太閤山小学校       15.30
ｶﾜｶﾐﾏｻﾐ
大森  結(6) 富山市 速星       15.47
ｵｵﾓﾘ ﾕｳ
村井  聖菜(6) 氷見市 AC宮田       15.56
ﾑﾗｲ ｾﾅ
荒井  美己都(6) 高岡市 平米       15.58
ｱﾗｲ ﾐｺﾄ
本多  理永奈(6) 富山市 八尾       15.61
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｴﾅ

 6組 風： +0.7

石田  菜々美(6) 富山市 新庄北       14.49
ｲｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ
齋藤  ゆりの(6) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       14.68
ｻｲﾄｳ ﾕﾘﾉ
小林  花愛(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.09
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
恒川    楓(6) 南砺市 福野       15.28
ﾂﾈｶﾜ ｶｴﾃﾞ
伊井  萌楓(6) 中新川 上市中央AC       15.39
ｲｲ ﾎﾉｶ
杉本  美咲(6) 高岡市 万葉       15.50
ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ
佐伯  菜月(6) 富山市 上条ｼﾞｭﾆｱ       15.51
ｻｴｷ ﾅﾂｷ
瀬戸  祐希奈(6) 氷見市 朝日丘       15.92
ｾﾄ ﾕｷﾅ

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   358

2 6   244

3 1   466

4 4   251

5 8   412

6 2   125

7 5    19

氏  名 所属団体名 記録

8 7   523

9   362

備考
1 9   556

2 3   160

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 5   243

4 1    89

5 4   359

6 8   250

7 6   413

8 7   467

9 2   255

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 3   242

2 6   557

3 8   126

4 2   559

5 7   161

6 5   468

7 1   249

8 4   414



P. 8

競技結果        女子            ６年  100m      予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  7組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

 7組 風： +0.5

吉崎  夢叶(6) 富山市 富山JAC       13.77
ﾖｼｻﾞｷ ﾕﾒｶ
旭  実月(6) 射水市 放生津       14.91
ｱｻﾋﾐﾂｷ
宮田  麗央(6) 富山市 新庄北       14.92
ﾐﾔﾀ ﾘｵ
欒    雨熹(6) 南砺市 福光中部       15.03
ﾗﾝ ｳｰｷ
小笠原  結衣(6) 高岡市 戸出東部       15.22
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲ
正力  柚奈(6) 氷見市 上庄       15.66
ｼｮｳﾘｷ ﾕﾅ
大石  愛海(6) 滑川市 滑川ジュニア       15.74
ｵｵｲｼ ｱﾐ
西口  希歩(6) 中新川 上市中央AC 欠場
ﾆｼｸﾞﾁ ﾉｱ

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5   241

2 6   361

3 7   248

4 3   558

5 4   469

1   162

6 2   415

7 8   127



P. 9

県小学生記録(KR)                12.91 金井　菜奈                   さみさと         2010/7/25   
大会記録(GR)                    12.91 金井　菜奈           下新川  さみさと         2010/7/25   

風： +0.3

上野  茉子(6) 南砺市 井波       13.84
ｳｴﾉ ﾏｺ
林  桜(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.       13.99
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ
石倉  萌楓(6) 射水市 新湊小学校       14.03
ｲｼｸﾗﾎﾉｶ
寺島  千陽(6) 高岡市 川原       14.08
ﾃﾗｼﾏ ﾁｱｷ
川腰  李華(6) 富山市 新庄北       14.41
ｶﾜｺﾞｼ ﾓﾓｶ
吉崎  夢叶(6) 富山市 富山JAC       14.51
ﾖｼｻﾞｷ ﾕﾒｶ
酒井  心和(6) 中新川 南加積       14.54
ｻｶｲ ｺｺﾅ
小坂 英里奈(6) 下新川 あさひ野       14.78
ｺｻﾞｶ ｴﾘﾅ

競技結果        女子            ６年  100m      決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：
2017/07/02 15:44

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 6   556

2 8    88

3 5   358

4 9   463

5 7   246

6 4   241

7 2   160

8 3    16



P. 10

県小学生記録(KR)              3:04.87 阿部　楓愛           富山市  婦中ｼﾞｭﾆｱ        2016/10/15  
大会記録(GR)                  3:04.92 柳沢　史             富山市  杉原             1999/7/20   

 1組

濱  ひより(6) 富山市 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C     3:12.43
ﾊﾏ ﾋﾖﾘ
上野  真由(5) 砺波市 となみAC     3:19.44
ｳｴﾉ ﾏﾕ
嶋岡  月梛(5) 富山市 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C     3:20.60
ｼﾏｵｶ ﾙﾅ
四柳  日菜(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.     3:21.79
ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ
鈴木  ちさと(6) 富山市 新庄北     3:24.69
ｽｽﾞｷ ﾁｻﾄ
山本  茉由子(6) 南砺市 福光中部     3:27.08
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ
田中  星良(6) 射水市 堀岡     3:28.12
ﾀﾅｶｾｲﾗ
冨田  栞那(6) 高岡市 成美     3:29.79
ﾄﾐﾀ ｶﾝﾅ
堀  緋奈乃(6) 氷見市 湖南     3:35.36
ﾎﾘ ﾋﾅﾉ
竹内  彩夏(6) 下新川 さみさと     3:35.98
ﾀｹｳﾁ ｱﾔｶ
笹川  桃花(6) 黒部市 黒部名水     3:37.26
ｻｻｶﾞﾜ ﾓﾓｶ
近堂  莉歩(6) 滑川市 滑川ジュニア     3:38.74
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾘﾎ
中谷  優月(5) 中新川 立山ランラン     3:41.84
ﾅｶﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ
河原  由采(6) 射水市 大門ＡＣ     3:45.87
ｶﾜﾊﾗﾕｻ
前田  倖羽(6) 高岡市 西条 途中棄権
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳ

 2組

中村  仁咲(6) 砺波市 となみAC     3:17.16
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ
原  舞子(5) 富山市 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C     3:23.74
ﾊﾗ ﾏｲｺ
村井  青空(6) 富山市 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C     3:24.79
ﾑﾗｲ ｿﾗ
田中  歌音(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.     3:26.65
ﾀﾅｶ ｶﾉﾝ
風呂  美祐羽(6) 射水市 片口小学校     3:27.13
ﾌﾛﾐﾕｳ
佐々木  萌々(6) 富山市 A.C.TOYAMA Jr.     3:28.38
ｻｻｷ ﾓﾓ
高道  唯央(6) 富山市 船峅ｼﾞｭﾆｱ     3:29.96
ﾀｶﾐﾁ ｲｵ
田島  凛佳(6) 中新川 上市中央AC     3:33.41
ﾀｼﾞﾏ ﾘﾝｶ
恒川  裕香(6) 富山市 婦中ｼﾞｭﾆｱA.C     3:33.63
ﾂﾈｶﾜ ﾕｶ
金森  結花(6) 高岡市 福岡     3:36.10
ｶﾅﾓﾘ ﾕｲｶ
米澤  美玲(5) 下新川 入善     3:37.44
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾚｲ
竹内  暖莉(6) 高岡市 千鳥丘     3:46.02
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾘ
井口  侑香(6) 南砺市 福光東部     3:46.71
ｲﾉｸﾁ ﾕｶ
小野  優里(6) 氷見市 窪     3:53.21
ｵﾉ ﾕｳﾘ

2017/07/02 15:43

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

競技結果        女子            １０００ｍ      決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

2 8   535

備考
1 7   297

氏  名 所属団体名 記録

4 2   102

3 12   299

6 11   570

5 6   301

8 1   491

7 10   384

10 14    30

9 5   426

12 3   138

11 15    66

14 9   383

13 13   175

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

4   493

2 10   298

備考
1 6   534

氏  名 所属団体名 記録

4 9   103

3 3   300

6 2   303

5 11   385

8 1   174

7 4   302

10 13   492

9 5   304

12 7   494

11 12    31

14 14   427

13 8   571



P. 11

県小学生記録(KR)                12.95 植田　菜々実         富山市  水橋西部AC       2008/8/30   
大会記録(GR)                    13.03 山下　治菜           富山市  かみだきっず     2005/7/24   

 1組 風： -0.4

比嘉  琉華(6) 射水市 小杉小学校       14.38
ﾋｶﾞ ﾘｭｳｶ
広上  雛莉(6) 高岡市 TEAM古府       15.48
ﾋﾛｶﾐ ﾋﾅﾘ
小原    舞(6) 富山市 杉原       16.06
ｵﾊﾗ ﾏｲ
柴垣  紗愛(6) 中新川 舟橋       16.20
ｼﾊﾞｶﾞｷ ｻﾗ
西田  瑞穂(6) 滑川市 滑川ジュニア       16.42
ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ
荒治  実希(6) 氷見市 AC宮田       16.51
ｱﾗｼﾞ ﾐｷ
谷井  円(5) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ       17.76
ﾀﾆｲ ﾏﾄﾞｶ
五嶋  理子(6) 南砺市 ふくのｼﾞｭﾆｱ       17.94
ｺﾞﾄｳ ﾘｺ

 2組 風： -0.7

新森  晴菜(6) 高岡市 国吉       14.71
ｼﾝﾓﾘ ﾊﾙﾅ
山岡  暖々(5) 中新川 立山ランラン       15.00
ﾔﾏｵｶ ﾉﾉ
手島  里菜(6) 富山市 神明AC       16.05
ﾃｼﾏ ﾘﾅ
金井  葵星(6) 下新川 さみさと       16.18
ｶﾅｲ ｷﾗ
棚元  咲希(6) 射水市 大島小       17.07
ﾀﾅﾓﾄｻｷ
武田  恵理菜(6) 砺波市 となみAC       17.43
ﾀｹﾀﾞ ｴﾘﾅ
川上  未玲(5) 富山市 呉羽       17.98
ｶﾜｶﾐ ﾐﾚｲ
柴田  葉澄(6) 小矢部 蟹谷小       18.03
ｼﾊﾞﾀ ﾊｽﾐ

 3組 風： -0.6

石川  あかり(6) 高岡市 定塚       14.29
ｲｼｶﾜ ｱｶﾘ
谷山  須弥子(6) 南砺市 福光東部       14.69
ﾀﾆﾔﾏ ｽﾔｺ
高城  青空(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.       15.59
ﾀｶｷﾞ ｱｵｿﾞﾗ
谷口  夏芽(6) 富山市 杉原       15.81
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂﾒ
上嶋  梓紗(6) 砺波市 となみAC       15.91
ｳｴｼﾏ ｱｽﾞｻ
岡崎  愛音(6) 氷見市 速川AC       16.08
ｵｶｻﾞｷ ｱｲﾈ
松林  美空(6) 射水市 太閤山小学校       16.34
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ
米田  景子(5) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ       17.52
ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｺ

 4組 風： -0.8

山本  萌々華(6) 黒部市 黒部名水       14.40
ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ
富田  るな(6) 富山市 富山JAC       15.11
ﾄﾐﾀ ﾙﾅ
四十﨑  藍(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       15.21
ｱｲｻｷ ﾗﾝ
布川  真好(6) 射水市 作道小学校       15.23
ﾇﾉｶﾜﾏﾐ
小山  華夢(6) 高岡市 定塚       16.59
ｺﾔﾏ ｶﾉﾝ
勢田  彩妃(5) 小矢部 蟹谷小       16.62
ｾﾀ ｻｷ
青山  涼美鈴(6) 滑川市 滑川ジュニア 欠場
ｱｵﾔﾏ ｽﾐﾚ

7   141

5 6   498

6 3   609

3 2   105

4 1   390

備考
1 4    68

2 5   305

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

7 8   388

8 3   311

5 6   537

6 5   429

3 4   104

4 7   308

備考
1 2   496

2 1   573

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

7 3   309

8 7   608

5 8   389

6 4   536

3 6   306

4 5    32

備考
1 1   495

2 2   177

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

7 1   310

8 6   572

5 3   140

6 4   428

3 8   307

4 5   176

備考
1 7   387

2 2   497

通過基準  4組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録

競技結果        女子            ８０ｍＨ        予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：



P. 12

県小学生記録(KR)                12.95 植田　菜々実         富山市  水橋西部AC       2008/8/30   
大会記録(GR)                    13.03 山下　治菜           富山市  かみだきっず     2005/7/24   

風： +0.1

山本  萌々華(6) 黒部市 黒部名水       13.95
ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ
比嘉  琉華(6) 射水市 小杉小学校       14.31
ﾋｶﾞ ﾘｭｳｶ
谷山  須弥子(6) 南砺市 福光東部       14.31
ﾀﾆﾔﾏ ｽﾔｺ
新森  晴菜(6) 高岡市 国吉       14.33
ｼﾝﾓﾘ ﾊﾙﾅ
石川  あかり(6) 高岡市 定塚       14.37
ｲｼｶﾜ ｱｶﾘ
四十﨑  藍(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.       14.66
ｱｲｻｷ ﾗﾝ
山岡  暖々(5) 中新川 立山ランラン       14.85
ﾔﾏｵｶ ﾉﾉ
富田  るな(6) 富山市 富山JAC       14.97
ﾄﾐﾀ ﾙﾅ

競技結果        女子            ８０ｍＨ        決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 7    68

2 4   387

3 6   573

4 9   495

5 5   496

6 3   105

7 8   177

8 2   305



P. 13

県小学生記録(KR)                53.35 富山JAC              富山市  富山JAC          1997/7/27   
（西村・後田・原田・松田）

大会記録(GR)                    53.35 富山JAC              富山市  富山JAC          1997/7/27   
（西村・後田・原田・松田）

 1組

蜷川 齊藤  千空(6) ｻｲﾄｳ ﾁｱ 富山市 蜷川       57.92
杉政  柚(6) ｽｷﾞﾏｻ ﾕｽﾞ 富山市 蜷川

富山市 森山  尚子(6) ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｺ 富山市 蜷川
種田  美咲(6) ﾀﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 富山市 蜷川

立山ランラン 森井  千咲子(6) ﾓﾘｲ ﾁｻｺ 中新川 立山ランラン       58.66
西川  葵(6) ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ 中新川 立山ランラン

中新川 中村  眞唯(6) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 中新川 立山ランラン
青木  優呑(6) ｱｵｷ ﾕｳﾉ 中新川 立山ランラン

新湊小学校 長北  楓子(6) ﾅｶﾞｷﾀﾌｳｺ 射水市 新湊小学校       59.13
亀谷  涼(6) ｶﾒﾀﾆﾘｮｳ 射水市 新湊小学校

射水市 堀江  くるみ(6) ﾎﾘｴ ｸﾙﾐ 射水市 新湊小学校
笹谷  帆香(6) ｻｻﾀﾆﾎﾉｶ 射水市 新湊小学校

富山中央 畑  月花(6) ﾊﾀ ﾂｷｶ 富山市 富山中央       59.73
阪倉  ひなた(6) ｻｶｸﾗ ﾋﾅﾀ 富山市 富山中央

富山市 福村  姫菜(6) ﾌｸﾑﾗ ﾋﾅ 富山市 富山中央
川崎  華(6) ｶﾜｻｷ ﾊﾅ 富山市 富山中央

光陽AC 中川  日菜(6) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅ 富山市 光陽AC     1:00.09
近藤  奏寧(6) ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾈ 富山市 光陽AC

富山市 沖  美憂(6) ｵｷ ﾐﾕ 富山市 光陽AC
谷  心那(6) ﾀﾆ ｺｺﾅ 富山市 光陽AC

NANJYO 野村  和加(6) ﾉﾑﾗ ﾜｶ 高岡市 NANJYO     1:00.43
谷内  優依奈(6) ﾔﾁ ﾕｲﾅ 高岡市 NANJYO

高岡市 谷内  優侑奈(6) ﾔﾁ ﾕｳﾅ 高岡市 NANJYO
折橋  姫菜乃(6) ｵﾘﾊｼ ﾋﾅﾉ 高岡市 NANJYO

福光中部 一前  歩実(6) ｲﾁｾﾞﾝ ｱﾕﾐ 南砺市 福光中部     1:00.79
上野  琴和(6) ｳｴﾉ ｺﾄﾜ 南砺市 福光中部

南砺市 山﨑  莉紗(6) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻ 南砺市 福光中部
越仲  心咲(6) ｺｼﾅｶ ｱｲｻ 南砺市 福光中部

久目 谷口  仁美(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 氷見市 久目     1:05.83
西田  藍子(6) ﾆｼﾀﾞ ｱｲｺ 氷見市 久目

氷見市 上  結菜(6) ｶﾐ ﾕｲﾅ 氷見市 久目
山﨑  明花(6) ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲｶ 氷見市 久目

 2組

堀川小学校A 中村  唯愛(6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｱ 富山市 堀川小学校       54.61
中平  雫葉(6) ﾅｶﾋﾗ ｼｽﾞﾊ 富山市 堀川小学校

富山市 古永  光(6) ﾌﾙｴ ﾋｶﾘ 富山市 堀川小学校
里麻  月渚(6) ｻﾄﾏ ﾙﾅ 富山市 堀川小学校

黒部名水 北島  優依(6) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 黒部市 黒部名水       57.87
得能  渚聖(6) ﾄｸﾉ ﾅｷﾞｻ 黒部市 黒部名水

黒部市 平田  葉月(6) ﾋﾗﾀ ﾊﾂﾞｷ 黒部市 黒部名水
野村  雪乃(6) ﾉﾑﾗ ﾕｷﾉ 黒部市 黒部名水

鵜坂 五十嵐  柚姫(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞｷ 富山市 鵜坂       58.88
山田  莉那(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 富山市 鵜坂

富山市 藤井  咲希(6) ﾌｼﾞｲ ｻｷ 富山市 鵜坂
加藤  恋(6) ｶﾄｳ ﾚﾝ 富山市 鵜坂

柳町 江尻  七聖(6) ｴｼﾞﾘ ﾅﾅｾ 富山市 柳町       59.08
川口  真里奈(6) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 富山市 柳町

富山市 盛田  名南(6) ﾓﾘﾀ ﾅﾅﾐ 富山市 柳町
藤田  久瑠実(6) ﾌｼﾞﾀ ｸﾙﾐ 富山市 柳町

となみAC A 福田  優里(6) ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘ 砺波市 となみAC     1:00.42
佐藤  未來(6) ｻﾄｳ ﾐｸ 砺波市 となみAC

砺波市 山口  さくら(6) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾗ 砺波市 となみAC
今井  咲帆(6) ｲﾏｲ ｻﾎ 砺波市 となみAC

西条 上野  夏実(6) ｳｴﾉ ﾅﾐ 高岡市 西条     1:01.07
山田  絹(6) ﾔﾏﾀﾞ ｷﾇ 高岡市 西条

高岡市 竹嶌  美結(6) ﾀｹｼﾏ ﾐﾕｳ 高岡市 西条
本田  心乃(6) ﾎﾝﾀﾞ ｺｺﾉ 高岡市 西条

小杉小学校B 太田  美蘭(5) ｵｵﾀ ﾐﾗﾝ 射水市 小杉小学校     1:01.57
林  小葉(5) ﾊﾔｼ ｺﾉﾊ 射水市 小杉小学校

射水市 関  千安希(5) ｾｷ ﾁｱｷ 射水市 小杉小学校
村上  晴香(5) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 射水市 小杉小学校

さみさと 金森  美波(6) ｶﾅﾓﾘ ﾐﾅﾐ 下新川 さみさと     1:03.08
青木  李恋(6) ｱｵｷ ﾘｺ 下新川 さみさと

下新川 水島  美桜(6) ﾐｽﾞｼﾏ ﾐｵ 下新川 さみさと
米田  爽乃(6) ﾖﾈﾀﾞ ｻﾔﾉ 下新川 さみさと

競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  5組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 7   191

  192
  194
  193

2 2   145
  146
  147
  148

3 4   337
  335
  338
  336

4 3   221
  222
  223
  224

5 5   239
  237
  236
  238

6 8   459
  460
  461
  458

7 9   547
  546
  548
  549

8 6   405
  403
  402
  404

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 4   181

  182
  183
  184

2 3    41
   37
   40
   38

3 2   196
  197
  198
  199

4 8   211
  212
  214
  213

5 6   510
  513
  514
  511

6 7   443
  444
  445
  446

7 5   342
  340
  341
  343

8 9     6
    7
    8
    9
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競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  5組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

 3組

立山中央 新井  沙彩(6) ｱﾗｲ ｻｱﾔ 中新川 立山中央       58.60
長澤  あんじ(6) ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾝｼﾞ 中新川 立山中央

中新川 小野  芙羽(6) ｵﾉ ﾌﾜ 中新川 立山中央
石原  さくら(6) ｲｼﾊﾗ ｻｸﾗ 中新川 立山中央

ひばり野 牧野  柚咲(6) ﾏｷﾉ ﾕｻｷ 下新川 ひばり野       58.96
舟本  菜都美(6) ﾌﾅﾓﾄ ﾅﾂﾐ 下新川 ひばり野

下新川 舟本  真穂(6) ﾌﾅﾓﾄ ﾏﾎ 下新川 ひばり野
吉房  涼(6) ﾖｼﾌｻ ｽｽﾞ 下新川 ひばり野

八尾 舟見  紅麗愛(6) ﾌﾅﾐ ｸﾚｱ 富山市 八尾       59.38
坂口  梨音(6) ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵﾝ 富山市 八尾

富山市 竹原  玖仁子(6) ﾀｹﾊﾗ ｸﾆｺ 富山市 八尾
篠川  れお(6) ｼﾉｶﾜ ﾚｵ 富山市 八尾

新庄 山本  瑞姫(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 富山市 新庄       59.90
小林  奈央(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 富山市 新庄

富山市 若島  美優(6) ﾜｶｼﾏ ﾐﾕｳ 富山市 新庄
尾村  汐織(6) ｵﾑﾗ ｼｵﾘ 富山市 新庄

二塚 舘  凜音(6) ﾀﾁ ﾘﾝﾈ 高岡市 二塚     1:00.38
山元  優来(6) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ 高岡市 二塚

高岡市 加藤  舞生(6) ｶﾄｳ ﾏｵ 高岡市 二塚
川越  梨乃(6) ｶﾜｺﾞｼ ﾘﾉ 高岡市 二塚

ｶﾝﾀﾞｶﾞｰﾙｽﾞ 松本  愛(6) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 小矢部 ｶﾝﾀﾞｶﾞｰﾙｽﾞ     1:00.45
齊藤  綾乃(6) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 小矢部 ｶﾝﾀﾞｶﾞｰﾙｽﾞ

小矢部 宮浦  七愛(6) ﾐﾔｳﾗ ﾅﾅ 小矢部 ｶﾝﾀﾞｶﾞｰﾙｽﾞ
田中  日香莉(6) ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ 小矢部 ｶﾝﾀﾞｶﾞｰﾙｽﾞ

中太閤山小学校 粟田  真央(6) ｱﾜﾀﾏｵ 射水市 中太閤山小学校     1:01.78
六土  琴音(6) ﾛｸﾄﾞｺﾄﾈ 射水市 中太閤山小学校

射水市 高波  疏那(6) ﾀｶﾅﾐｿﾅ 射水市 中太閤山小学校
茂住  怜音(6) ﾓｽﾞﾐｻﾅ 射水市 中太閤山小学校

城端AXC 中川  紗来(5) ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾗ 南砺市 城端AXC     1:03.15
河内  杏優(5) ｶﾜｳﾁ ｱﾕ 南砺市 城端AXC

南砺市 山田  妃織(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾋｵﾘ 南砺市 城端AXC
中島  喜愛(5) ﾅｶｼﾏ ｷﾗ 南砺市 城端AXC

 4組

大沢野 守内  李燿(6) ﾓﾘｳﾁ ﾘﾖ 富山市 大沢野       57.77
池田  栞理(6) ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 富山市 大沢野

富山市 荒屋  静里佳(6) ｱﾗﾔ ｾﾘｶ 富山市 大沢野
竹部  日南(6) ﾀｹﾍﾞ ﾋﾅ 富山市 大沢野

下関 米島  桃子(6) ﾖﾈｼﾏ ﾓﾓｺ 高岡市 下関       59.09
飴井  日菜(6) ｱﾒｲ ﾋﾅ 高岡市 下関

高岡市 八箇  優佳(6) ﾊｯｶ ﾕｳｶ 高岡市 下関
松田  紗也子(6) ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｺ 高岡市 下関

小杉小学校 髙橋  穂(6) ﾀｶﾊｼﾐﾉﾘ 射水市 小杉小学校       59.40
宮腰  侑来(6) ﾐﾔｺｼﾕﾗ 射水市 小杉小学校

射水市 土田  早希(6) ﾂﾁﾀﾞｻｷ 射水市 小杉小学校
羽鳥  愛海(6) ﾊﾄﾘｱﾐ 射水市 小杉小学校

福野 飯田  朱莉(6) ｲｲﾀﾞ ｼｭﾘ 南砺市 福野       59.86
津田  紗奈(6) ﾂﾀﾞ ｻﾅ 南砺市 福野

南砺市 河合  優花(6) ｶﾜｲ ﾕｳｶ 南砺市 福野
石田  ひかり(6) ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 南砺市 福野

片口AC 甲谷  玲奈(6) ｶﾌﾞﾀﾆ ﾚｲﾅ 射水市 片口AC     1:00.37
藤巻  未彩(6) ﾌｼﾞﾏｷ ﾐｻ 射水市 片口AC

射水市 片境  美桜(6) ｶﾀｻﾞｶｲ ﾐｵ 射水市 片口AC
三箇  美玖(6) ｻﾝｶﾞ ﾐｸ 射水市 片口AC

MAKINO 釣  楓花(6) ﾂﾘ ﾌｳｶ 高岡市 MAKINO     1:00.63
釣  桃歌(6) ﾂﾘ ﾓﾓｶ 高岡市 MAKINO

高岡市 長濱  七海(6) ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅﾅﾐ 高岡市 MAKINO
横畠  アケミ(6) ﾖｺﾊﾞﾀｹ ｱｹﾐ 高岡市 MAKINO

氷見ジュニア 内木  梨緒(6) ﾅｲｷ ﾘｵ 氷見市 氷見ジュニア     1:01.36
茶山  愛海(6) ﾁｬﾔﾏ ｱｲﾐ 氷見市 氷見ジュニア

氷見市 滝下  聖来(6) ﾀｷｼﾀ ｾｲﾗ 氷見市 氷見ジュニア
小森  優羽(6) ｺﾓﾘ ﾕｳ 氷見市 氷見ジュニア

ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 日尾  芽愛(5) ﾋｵ ﾒｲｱ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ     1:03.10
杉林  侑希乃(6) ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

富山市 川端  悠花(6) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ
内田  愛里(6) ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾘ 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 8   155

  156
  157
  158

2 9     1
    2
    3
    4

3 5   231
  232
  234
  233

4 3   227
  228
  229
  226

5 7   453
  454
  455
  456

6 2   577
  578
  579
  580

7 4   334
  332
  333
  330

8 6   552
  554
  551
  553

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 2   201

  205
  204
  203

2 7   438
  439
  440
  441

3 4   325
  328
  327
  326

4 3   545
  542
  543
  544

5 9   350
  351
  352
  353

6 8   451
  449
  448
  450

7 6   408
  407
  409
  410

8 5   186
  187
  188
  189
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競技結果        女子            ４×１００ｍ    予選      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

通過基準  5組  0着 + 8 2017/07/02 15:43

 5組

横田 和泉  真琴(6) ｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 高岡市 横田       58.95
宮田  エレーナ(6) ﾐﾔﾀ ｴﾚｰﾅ 高岡市 横田

高岡市 清田  結月(6) ｷﾖﾀ ﾕﾂﾞｷ 高岡市 横田
大鋸  夏凪(6) ｵｵｶﾞ ﾅｷﾞｻ 高岡市 横田

となみAC B 谷井  星南(6) ﾀﾆｲ ｾﾅ 砺波市 となみAC       59.08
川辺  愛結(6) ｶﾜﾍﾞ ｱﾕ 砺波市 となみAC

砺波市 荒田  悠良(6) ｱﾗﾀ ﾕﾗ 砺波市 となみAC
寺本  華音(6) ﾃﾗﾓﾄ ｶﾉﾝ 砺波市 となみAC

窪 能登  千寛(6) ﾉﾄ ﾁﾋﾛ 氷見市 窪       59.43
辻  実優(6) ﾂｼﾞ ﾐﾕｳ 氷見市 窪

氷見市 髙田  愛由(6) ﾀｶﾀﾞ ｱﾕ 氷見市 窪
高倉  夏海(6) ﾀｶｸﾗ ﾅﾂﾐ 氷見市 窪

堀川小学校B 舩木  陽香(6) ﾌﾅｷ ﾊﾙｶ 富山市 堀川小学校     1:00.49
柴田  悠里(6) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾘ 富山市 堀川小学校

富山市 大原  桜子(6) ｵｵﾊﾗ ｻｸﾗｺ 富山市 堀川小学校
福澤  有咲(6) ﾌｸｻﾜ ｱﾘｻ 富山市 堀川小学校

チーム歌の森 横井  美南(6) ﾖｺｲ ﾐﾅﾐ 射水市 チーム歌の森     1:01.66
横山  実日子(6) ﾖｺﾔﾏ ﾐｶｺ 射水市 チーム歌の森

射水市 橋爪  優奈(6) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾅ 射水市 チーム歌の森
坂田  結菜(6) ｻｶﾀ ﾕﾅ 射水市 チーム歌の森

南加積 深川  満那(6) ﾌｶｶﾞﾜ ﾏﾅ 中新川 南加積     1:01.87
西野  真依(6) ﾆｼﾉ ﾏｲ 中新川 南加積

中新川 晴柀  葵(6) ﾊﾚﾏｷ ｱｵｲ 中新川 南加積
飛弾  和香(6) ﾋﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 中新川 南加積

神明AC 大松  楓(6) ﾀﾞｲﾏﾂ ｶｴﾃﾞ 富山市 神明AC     1:04.14
高柳  小夏(6) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺﾅﾂ 富山市 神明AC

富山市 若林  涼花(6) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 富山市 神明AC
才藤  愛華(6) ｻｲﾄｳ ﾏﾅｶ 富山市 神明AC

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 3   433

  436
  435
  434

2 4   507
  508
  505
  509

3 5   397
  399
  398
  400

4 6   216
  220
  218
  219

5 2   346

7 8   206

  345
  348
  347

6 7   151

  207
  208
  209

  150
  153
  152
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県小学生記録(KR)                53.35 富山JAC              富山市  富山JAC          1997/7/27   
（西村・後田・原田・松田）

大会記録(GR)                    53.35 富山JAC              富山市  富山JAC          1997/7/27   
（西村・後田・原田・松田）

黒部名水 北島  優依(6) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 黒部市 黒部名水       58.04
得能  渚聖(6) ﾄｸﾉ ﾅｷﾞｻ 黒部市 黒部名水

黒部市 平田  葉月(6) ﾋﾗﾀ ﾊﾂﾞｷ 黒部市 黒部名水
野村  雪乃(6) ﾉﾑﾗ ﾕｷﾉ 黒部市 黒部名水

蜷川 齊藤  千空(6) ｻｲﾄｳ ﾁｱ 富山市 蜷川       58.18
杉政  柚(6) ｽｷﾞﾏｻ ﾕｽﾞ 富山市 蜷川

富山市 森山  尚子(6) ﾓﾘﾔﾏ ﾅｵｺ 富山市 蜷川
種田  美咲(6) ﾀﾈﾀﾞ ﾐｻｷ 富山市 蜷川

大沢野 守内  李燿(6) ﾓﾘｳﾁ ﾘﾖ 富山市 大沢野       58.45
池田  栞理(6) ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 富山市 大沢野

富山市 荒屋  静里佳(6) ｱﾗﾔ ｾﾘｶ 富山市 大沢野
竹部  日南(6) ﾀｹﾍﾞ ﾋﾅ 富山市 大沢野

立山ランラン 森井  千咲子(6) ﾓﾘｲ ﾁｻｺ 中新川 立山ランラン       58.80
西川  葵(6) ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ 中新川 立山ランラン

中新川 中村  眞唯(6) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 中新川 立山ランラン
青木  優呑(6) ｱｵｷ ﾕｳﾉ 中新川 立山ランラン

鵜坂 五十嵐  柚姫(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｽﾞｷ 富山市 鵜坂       58.94
山田  莉那(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 富山市 鵜坂

富山市 藤井  咲希(6) ﾌｼﾞｲ ｻｷ 富山市 鵜坂
加藤  恋(6) ｶﾄｳ ﾚﾝ 富山市 鵜坂

立山中央 新井  沙彩(6) ｱﾗｲ ｻｱﾔ 中新川 立山中央       59.02
長澤  あんじ(6) ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾝｼﾞ 中新川 立山中央

中新川 小野  芙羽(6) ｵﾉ ﾌﾜ 中新川 立山中央
石原  さくら(6) ｲｼﾊﾗ ｻｸﾗ 中新川 立山中央

横田 和泉  真琴(6) ｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 高岡市 横田       59.10
宮田  エレーナ(6) ﾐﾔﾀ ｴﾚｰﾅ 高岡市 横田

高岡市 清田  結月(6) ｷﾖﾀ ﾕﾂﾞｷ 高岡市 横田
大鋸  夏凪(6) ｵｵｶﾞ ﾅｷﾞｻ 高岡市 横田

堀川小学校A 中村  唯愛(6) ﾅｶﾑﾗ ﾕｱ 富山市 堀川小学校       59.41
中平  雫葉(6) ﾅｶﾋﾗ ｼｽﾞﾊ 富山市 堀川小学校

富山市 古永  光(6) ﾌﾙｴ ﾋｶﾘ 富山市 堀川小学校
里麻  月渚(6) ｻﾄﾏ ﾙﾅ 富山市 堀川小学校

競技結果        女子            ４×１００ｍ    決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：
2017/07/02 15:44

順位 ﾚｰﾝ チーム名 ﾅﾝﾊﾞｰ 競 技 者 所属団体名 記録 備考
1 6    41

   37
   40
   38

2 7   191
  192
  194
  193

3 5   201
  205
  204
  203

4 8   145
  146
  147
  148

5 2   196
  197
  198
  199

6 9   155
  156
  157
  158

7 3   433
  436

  183
  184

  435
  434

8 4   181
  182
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県小学生記録(KR)                 1.36 岡村　陽乃           南砺市  城端ＡＣ         2004/6/27   
大会記録(GR)                     1.36 岡村　陽乃           南砺市  城端ＡＣ         2004/6/27   

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41 1m44 1m47 1m50
1m53

松本  愛奈(6) 黒部市 xo o xo xxx   1.25
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾅ 黒部名水

川﨑  那都(6) 氷見市 o o xxx   1.20
ｶﾜｻｷ ﾅﾂ 久目

加藤  苺奈(6) 高岡市 o o xxx   1.20
ｶﾄｳ ﾏｲﾅ 戸出東部

吉野  里桜菜(6) 滑川市 o xo xxx   1.20
ﾖｼﾉ ﾘｵﾅ 滑川ジュニア

三箇  美咲(6) 高岡市 xxo xo xxx   1.20
ｻﾝｶﾞ ﾐｻｷ 太田

高山  久瑠実(6) 富山市 o xxo xxx   1.20
ﾀｶﾔﾏ ｸﾙﾐ 堀川小学校

経澤  朋花(6) 富山市 xo xxo xxx   1.20
ﾂﾈｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 太田

金子  彩羽(6) 射水市 o xxx   1.15
ｶﾈｺｲﾛﾊ 新湊小学校

古栃  ひとは(6) 高岡市 o xxx   1.15
ﾌﾙｸﾁ ﾋﾄﾊ 博労

大沼  華子(6) 高岡市 o xxx   1.15
ｵｵﾇﾏ ｶｺ 福岡

水野  美鈴(6) 砺波市 o xxx   1.15
ﾐｽﾞﾉ ﾐﾚｲ となみAC

西川  采羽(6) 富山市 o xxx   1.15
ﾆｼｶﾜ ｺﾄﾊ 寒江

今枝  郁(6) 高岡市 xo xxx   1.15
ｲﾏｴﾀﾞ ｲｸ MAKINO

石黒  心寧(6) 砺波市 xo xxx   1.15
ｲｼｸﾛ ｺｺﾈ となみAC

中村  碧依(6) 南砺市 xo xxx   1.15
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 上平

大毛利  花凛(6) 中新川 xo xxx   1.15
ｵｵﾓﾘ ｶﾘﾝ 立山ランラン

宮﨑  葉侑(6) 魚津市 xo xxx   1.15
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾕ 魚津Ｊｒ.

篠﨑  杏(6) 魚津市 xo xxx   1.15
ｼﾉｻﾞｷ ｷｮｳ 魚津Ｊｒ.

西村    麗(6) 南砺市 xo xxx   1.15
ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ 福光中部

甲田  裕深(5) 富山市 xo xxx   1.15
ｶｳﾀ ﾕﾐ 呉羽

中嶋  彩希(6) 砺波市 xxo xxx   1.15
ﾅｶｼﾏ ｻｷ となみAC

石田  こころ(6) 中新川 xxx 記録なし
ｲｼﾀﾞ ｺｺﾛ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ

富樫  梨々華(6) 下新川 xxx 記録なし
ﾄｶﾞｼ ﾘﾘｶ さみさと

競技結果        女子            走高跳          決勝      
跳躍審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

1 27    63

2 11   423

2 20   488

4 18   135

5 29   485

6 19   287

7 16   285

8 3   377

8 8   486

8 17   489

8 24   532

8 34   286

13 4   487

13 5   531

13 10   567

13 12   171

13 15    99

13 25   100

13 30   568

13 31   288

21 9   533

1   172

2    27
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競技結果        女子            走高跳          決勝      
跳躍審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41 1m44 1m47 1m50
1m53

長谷川  舜(6) 南砺市 xxx 記録なし
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 井波

田中  恋華(6) 富山市 xxx 記録なし
ﾀﾅｶ ﾚﾝｶ 八尾

松田  ひなた(6) 富山市 xxx 記録なし
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 新庄北

上森  菜々美(5) 射水市 xxx 記録なし
ｳｴﾓﾘﾅﾅﾐ 作道小学校

田中  彩那(6) 氷見市 xxx 記録なし
ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 湖南

金谷  優来(6) 射水市 xxx 記録なし
ｶﾅﾀﾆﾕﾗ 作道小学校

谷井  瀬奈(5) 富山市 xxx 記録なし
ﾀﾆｲ ｾﾅ 神通碧

水島  彩那(6) 富山市 xxx 記録なし
ﾐｽﾞｼﾏ ｱﾔﾅ 新庄北

沼田  蒼生(6) 富山市 xxx 記録なし
ﾇﾏﾀ ｱｵｲ 桜谷

堀田  萌華(5) 中新川 xxx 記録なし
ﾎﾘﾀ ﾓｴｶ 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ

上田  ジョハンナ(6) 氷見市 xxx 記録なし
ｳｴﾀﾞ ｼﾞｮﾊﾝﾅ 上庄

川原  彩音(6) 高岡市 xxx 記録なし
ｶﾜﾊﾗ ｱﾔﾈ 戸出東部

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考

6   569

7   292

13   289

14   378

21   425

22   379

23   291

26   290

28   293

35   490

32   173

33   424
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県小学生記録(KR)                 4.68 谷口　伊知花         富山市  富山JACﾕｰｽ       2015/7/12   
大会記録(GR)                     4.68 谷口　伊知花         富山市  富山JACﾕｰｽ       2015/7/12   

 1組

村川  遥菜(6) 富山市 針原    x   4.05   4.05   4.33
ﾑﾗｶﾜ ﾊﾙﾅ   +0.1    0.0   -0.1
林  亜沙南(6) 中新川 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ   4.05   4.09   4.00   4.29
ﾊﾔｼ ｱｻﾅ   -0.6   +0.3   +1.4   -0.3
清水  里桜(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.   4.08   3.85   3.98   4.11
ｼﾐｽﾞ ﾘｵ   -0.5   +0.3   +0.1   -0.4
折川  ひかり(5) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ   3.68   3.65   3.68   3.88
ｵﾘｶﾜ ﾋｶﾘ   -0.1    0.0    0.0   -0.1
野上  沙也香(5) 射水市 放生津    x   3.84   3.80   3.86
ﾉｶﾞﾐｻﾔｶ   -0.3   +0.1   -0.6
新鞍  美柚(6) 黒部市 黒部名水   3.79
ﾆｲｸﾗ ﾐﾕ   -0.7
中島  夏純(6) 砺波市 となみAC   3.78
ﾅｶｼﾏ ｶｽﾐ   -0.1
松本  莉奈(6) 砺波市 となみAC   3.71
ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ   +0.2
中尾  葵(6) 高岡市 NANJYO   3.69
ﾅｶｵ ｱｵｲ   -0.2
髙桑  利加(6) 射水市 放生津   3.65
ﾀｶｸﾜﾘｶ   -0.2
石川  雪那(6) 黒部市 黒部名水   3.65
ｲｼｶﾜ ﾕｷﾅ    0.0
小杉  姫花(6) 富山市 水橋中部   3.57
ｺｽｷﾞ ﾋﾒｶ   -0.4
岩城  未来(6) 富山市 広田   3.56
ｲﾜｷ ﾐﾗｲ    0.0
村西   那月(6) 高岡市 TEAM古府   3.55
ﾑﾗﾆｼ ﾅﾂｷ    0.0
坂本  夏澄(6) 富山市 鵜坂   3.52
ｻｶﾓﾄ ｶｽﾐ    0.0
髙島  愛(6) 射水市 大門ＡＣ   3.51
ﾀｶｼﾏｱｲ    0.0
前  怜那(6) 氷見市 窪   3.48
ﾏｴ ﾚｲﾅ   -0.9
牟田口  翠(6) 高岡市 博労   3.43
ﾑﾀﾞｸﾞﾁ ｽｲ   -0.2
石田  愛華(6) 中新川 利田   3.43
ｲｼﾀﾞ ﾏﾅｶ   -0.7
大熊  花音(6) 滑川市 滑川ジュニア   3.22
ｵｵｸﾏ ｶﾉﾝ   -0.2
和田  仁心(5) 黒部市 黒部名水   3.22
ﾜﾀﾞ ﾆｺ    0.0
米山  愛稀来(5) 下新川 黒東   3.10
ﾖﾈﾔﾏ  ｱｷﾗ   -1.3
源  愛理(6) 氷見市 湖南   2.99
ﾐﾅﾓﾄ ｱｲﾘ   -0.2

記録主任：

氏  名 所属団体名 -１-

競技結果        女子            走幅跳          決勝      
跳躍審判長

-５- -６- 記録

2017/07/02 15:43

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考

1 17   273   3.88   3.88   4.33

-２- -３- -４-

  -0.1   -0.5   -0.1
2 22   168   4.29   3.96   4.16

  -0.3   -0.4    0.0
3 19    96   3.74   4.07   4.11

  -0.7   -0.5   -0.4
4 3   278   3.88   3.59   3.69

  -0.1   +0.5   -0.7
5 6   376   3.66   3.79   3.86

   0.0   -0.2   -0.6
6 9    61   3.79   3.75   3.79

  +0.1   +0.6   -0.7
7 5   530   3.62   3.78   3.51

  +0.3   -0.1   -0.4
8 21   529   3.71    x   3.61

  +0.2   +0.2
9 12   483   3.63   3.63   3.69

  +0.4   -0.7   -0.2
10 13   375   3.44   3.64   3.65

  +0.4   -0.2   -0.2
11 23    60   3.65   3.53   3.44

   0.0   -0.2   -0.3
12 20   283   3.57    x   3.28

  -0.4   -0.8
13 14   277   3.50   3.56   3.53

  -0.5    0.0    0.0
14 16   480   3.55   3.26   3.26

   0.0    0.0   -0.1
15 11   275   3.52    x    x

   0.0
16 1   373   3.07   3.37   3.51

   0.0    0.0    0.0
17 10   420   3.48   3.42   3.41

  -0.9   -0.5   -0.9
18 2   482   3.33   3.41   3.43

   0.0   +0.4   -0.2
19 7   169   3.39   3.21   3.43

  +0.8   +0.2   -0.7
20 4   132   3.22   3.16   3.19

  -0.2   +0.1   -0.6
21 18    62   3.22   3.14   3.03

   0.0   -0.5   -0.4
22 8    25   3.09   3.07   3.10

  +0.2   -0.6   -1.3
23 15   422   2.93   2.97   2.99

   0.0   +0.4   -0.2
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記録主任：競技結果        女子            走幅跳          決勝      
跳躍審判長

2017/07/02 15:43

 2組

吉尾    彩(6) 南砺市 福光南部   3.96   4.11   3.94   4.11
ﾖｼｵ ｱﾔ   -1.2    0.0    0.0    0.0
岡峯  莉佳(6) 氷見市 久目   3.88   3.68   3.70   4.01
ｵｶﾐﾈ ﾘｶ   -1.7   -0.1   +0.4   -0.8
田中  楽來(6) 射水市 大門ＡＣ   4.00   3.97   3.78   4.00
ﾀﾅｶﾗﾗ   -1.7   -0.2    0.0   -1.7
荒木  奈沙(6) 砺波市 となみAC   3.86
ｱﾗｷ ﾅｽﾞﾅ   -0.4
二口  類(6) 高岡市 能町FC   3.77
ﾌﾀｸﾁ ﾙｲ    0.0
高木  麻央(5) 射水市 東明ＡＣ   3.66
ﾀｶｷﾞﾏｵ    0.0
國光  彩未(6) 富山市 浜黒崎   3.60
ｸﾆﾐﾂ ｱﾔﾐ   -0.5
井上  璃愛音(6) 南砺市 井波   3.55
ｲﾉｳｴ ﾘｱﾈ   -0.6
大浦麻祐子(6) 滑川市 滑川ジュニア   3.54
ｵｵｳﾗ ﾏﾕｺ    0.0
仲井  茜(6) 滑川市 滑川ジュニア   3.47
ﾅｶｲ ｱｶﾈ    0.0
日南田  梨紗(5) 富山市 熊野   3.43
ﾋﾅﾀ ﾘｻ   -0.5
牧野  晏奈(6) 高岡市 定塚   3.42
ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ   -0.4
表  葵苺(5) 中新川 上市中央AC   3.41
ｵﾓﾃ ｱｵｲ   -1.2
新川  楓栞(6) 高岡市 太田   3.38
ｱﾗｶﾜ ﾌｳｶ    0.0
西田  天花(5) 下新川 あさひ野   3.26
ﾆｼﾀﾞ ﾃﾝｶ   -0.7
西川  葵(6) 富山市 鵜坂   3.22
ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ   +0.2
井口  珠花(5) 下新川 あさひ野   3.21
ｲｸﾞﾁ ｼｭｶ    0.0
山岡  香南江(6) 富山市 芝園   3.18
ﾔﾏｵｶ ｶﾅｴ   -0.6
春日  咲重(5) 富山市 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ   3.17
ｶｽｶﾞ ｻｴ   -0.1
安永  彩風(6) 富山市 芝園   3.17
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾔｶ   -0.2
前田  秀美(5) 小矢部 石動小   3.04
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ    0.0
森口  明日音(6) 射水市 中太閤山小学校   3.02
ﾓﾘｸﾞﾁｱｶﾈ    0.0
松川  鈴華(6) 南砺市 城端 記録なし
ﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｶ

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

1 4   564   3.83   3.76   3.88
  -0.1   -0.5   -0.5

2 7   421   3.61   3.70   4.01
   0.0   -0.6   -0.8

3 12   374   3.71   3.80   3.86
  -0.3    0.0   -0.2

4 10   528   3.17   3.74   3.86
   0.0   -0.2   -0.4

5 23   479   3.69   3.59   3.77
   0.0   -0.6    0.0

6 14   371   3.22   3.66    x
  -0.5    0.0

7 17   274   3.60   3.45   3.59
  -0.5   -0.8   -0.6

8 9   565   3.39   3.55   3.42
   0.0   -0.6   -0.9

9 16   134   3.26   3.54   3.05
  +0.3    0.0   -0.4

10 3   133   3.47   3.31   3.38
   0.0   -0.6   -0.5

11 1   280   3.31   3.05   3.43
   0.0    0.0   -0.5

12 15   484    x   3.40   3.42
  +0.1   -0.4

13 6   170   3.36   3.33   3.41
  -1.1    0.0   -1.2

14 2   481   3.38   3.12   3.10
   0.0   +0.4   -0.3

15 13    26   3.06   3.26   2.83
  -0.1   -0.7    0.0

16 22   281   3.22   3.09   2.71
  +0.2   -0.7    0.0

17 20    24   3.07   3.20   3.21
  -0.4   -0.6    0.0

18 8   282   3.18    x   3.11
  -0.6   -0.5

19 5   279   2.97   3.16   3.17
  +0.5   -0.6   -0.1

20 11   276    x    x   3.17
  -0.2

21 18   600   3.04    x   3.03
   0.0   -0.5

22 21   372   3.02   2.93   2.93

19   566    x    x    x
   0.0   -1.1    0.0
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坂井  希良来(6) 富山市 杉原
ｻｶｲ ｷﾗﾗ
寺西  彩純(6) 魚津市 魚津Ｊｒ.
ﾃﾗﾆｼ ｱｽﾐ
平田  夏凜(6) 高岡市 太田
ﾋﾗﾀ ｶﾘﾝ
香取  綾(6) 富山市 鵜坂
ｶﾄﾘ ｱﾔ
金刺  茉優(6) 高岡市 定塚
ｶﾅｻｼ ﾏﾕ
窪田  莉子(6) 高岡市 川原
ｸﾎﾞﾀ ﾘｺ
津野  莉緒(6) 高岡市 NOMURA
ﾂﾉ ﾘｵ
清水  望来(5) 砺波市 となみAC
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ
飛田  莉奈(6) 砺波市 となみAC
ﾄﾋﾞﾀ ﾘﾅ
岡田  心音(6) 南砺市 福光南部
ｵｶﾀﾞ ｺﾄﾈ
高田  理和子(6) 中新川 上市中央AC
ﾀｶﾀ ﾘｶｺ
吉岡  美月(5) 中新川 上市中央AC
ﾖｼｵｶ ﾐﾂﾞｷ
吉田  楓(5) 黒部市 黒部名水
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
本多  柚子葉(6) 砺波市 となみAC
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ
大橋  琉那(6) 高岡市 MAKINO
ｵｵﾊｼ ﾙﾅ
五十嵐  美華(6) 富山市 朝日
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｶ
高木  咲緒(6) 滑川市 滑川ジュニア
ﾀｶｷﾞ ｻｵ
中谷  珠綺(6) 高岡市 福岡
ﾅｶﾔ ﾀﾏｷ
舟川  心晴(6) 下新川 入善
ﾌﾅｶﾜ ｺﾊﾙ
小林  還奈(6) 富山市 新庄
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ
内生蔵  真白(5) 魚津市 魚津Ｊｒ.
ｳﾁｭｳｿﾞｳ ﾏｼﾛ
相山  桃果(6) 富山市 水橋西部
ｱｲﾔﾏ ﾓﾓｶ
河合  環(6) 南砺市 福野
ｶﾜｲ ﾀﾏｷ
土居  和奏(5) 下新川 さみさと
ﾄﾞｲ ﾜｶﾅ
松井  あぐり(6) 氷見市 湖南
ﾏﾂｲ ｱｸﾞﾘ
老月  未侑(6) 富山市 老田
ｵｲﾂﾞｷ ﾐﾕｳ
相川  莉子(6) 富山市 水橋西部
ｱｲｶﾜ ﾘｺ
岩城  あゆみ(6) 富山市 広田
ｲﾜｷ ｱﾕﾐ
石坂  美奈子(6) 富山市 宮野
ｲｼｻｶ ﾐﾅｺ
稲垣  葵衣(5) 射水市 大門ＡＣ
ｲﾅｶﾞｷｱｵｲ
林  柑奈(6) 氷見市 AC宮田
ﾊﾔｼ ｶﾝﾅ
高橋  咲(5) 滑川市 滑川ジュニア
ﾀｶﾊｼ ｻｷ
澤田  実咲(6) 南砺市 城端
ｻﾜﾀﾞ ﾐｻ
小坪  彩華(6) 氷見市 HIMINOE
ｺﾂﾎﾞ ｻﾔｶ
加藤  憂浬(6) 富山市 朝日
ｶﾄｳ ﾕｳﾘ

競技結果        女子            ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  決勝      
投擲審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

1 10   313
 48.08  48.08

2 11   106
 46.84  46.84

3 9   500
 44.12  44.12

4 33   314
 42.75  42.75

5 21   499
 40.27  40.27

6 20   502
 40.09  40.09

7 1   501
 39.48  39.48

8 7   540
 38.25  38.25

9 32   538
 38.14  38.14

10 31   574
 38.11  38.11

11 25   180
 37.73  37.73

12 13   179
 36.33  36.33

13 41    70
 35.52  35.52

14 29   539
 35.12  35.12

15 26   504
 34.65  34.65

16 17   317
 34.37  34.37

17 27   142
 33.87  33.87

18 16   503
 33.17  33.17

19 24    34
 32.00  32.00

20 19   319
 31.91  31.91

21 14   107
 31.61  31.61

22 28   322
 31.06  31.06

23 18   575
 30.99  30.99

24 4    36
 30.90  30.90

25 12   431
 30.62  30.62

26 6   320
 30.49  30.49

27 22   321
 30.07  30.07

28 2   316
 29.92  29.92

29 34   318
 29.82  29.82

30 35   394
 29.75  29.75

31 38   432
 29.36  29.36

32 30   144
 28.99  28.99

33 37   576
 28.03  28.03

34 36   430
 26.89  26.89

35 40   323
 26.43  26.43
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競技結果        女子            ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  決勝      
投擲審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

小谷  真凜(5) 射水市 大門ＡＣ
ｺﾀﾆﾏﾘﾝ
山田  葵葉(5) 射水市 大門ＡＣ
ﾔﾏﾀﾞｱｵﾊﾞ
田中  寧々(5) 下新川 さみさと
ﾀﾅｶ ﾈﾈ
平井  歩奈(6) 富山市 朝日
ﾋﾗｲ ｱﾕﾅ
冨  瑚乃葉(6) 滑川市 滑川ジュニア
ﾄﾐ ｺﾉﾊ
上坂  瑠姫亜(5) 射水市 堀岡
ｺｳｻｶﾙｷｱ
越村  真衣(5) 射水市 中太閤山小学校
ｺｼﾑﾗﾏｲ
三鍋  香乃(6) 中新川 立山北部 欠場
ﾐﾅﾍﾞ ｶﾉ
脇坂  心菜(6) 富山市 宮野 欠場
ﾜｷｻｶ ｺｺﾅ

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５- -６- 記録 備考

36 15   393
 26.19  26.19

37 23   392
 25.63  25.63

38 39    35
 25.18  25.18

39 8   324
 24.72  24.72

40 43   143
 24.45  24.45

41 5   395
 23.31  23.31

42 44   391
 20.38  20.38

3   178

42   315
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 1組 風：  0.0

迫井  夏子(6) 黒部市 黒部名水       15.07
ｻｺｲ ﾅﾂｺ
三ヶ島  穂乃(6) 富山市 堀川小学校       15.19
ﾐｶｼﾏ ﾎﾉ
朝倉  亜矢乃(6) 富山市 蜷川       15.81
ｱｻｸﾗ ｱﾔﾉ
上野  鈴菜(6) 高岡市 西条       15.94
ｳｴﾉ ｽｽﾞﾅ
田辺  玲奈(6) 砺波市 となみAC       16.14
ﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ
湯浅  陽都美(6) 南砺市 福光中部       16.59
ﾕｱｻ ﾋﾄﾐ

 2組 風： -0.8

木下  美咲(6) 南砺市 福野       15.68
ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ
岡田  優奈(6) 富山市 大沢野       15.92
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾅ
柳瀬  絢日(6) 中新川 立山中央       16.35
ﾔﾅｾ ｱﾔｶ
山下  もか(6) 下新川 ひばり野       16.51
ﾔﾏｼﾀ ﾓｶ
最住  和世(6) 南砺市 城端AXC       16.54
ﾓｽﾞﾐ ｶｽﾞﾖ
山下  歩実(6) 射水市 中太閤山小学校       16.62
ﾔﾏｼﾀｱﾕﾐ

 3組 風： -1.3

出井  心雪(6) 砺波市 となみAC       15.49
ﾃﾞｲ ｺﾕｷ
林  真央(6) 富山市 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       15.59
ﾊﾔｼ ﾏｵ
笹生  小町(6) 富山市 堀川小学校       15.72
ｻｿｳ ｺﾏﾁ
森田  やえ(6) 高岡市 横田       16.42
ﾓﾘﾀ ﾔｴ
安井  遥香(6) 高岡市 MAKINO       17.78
ﾔｽｲ ﾊﾙｶ
松波  ひなた(6) 中新川 南加積 欠場
ﾏﾂﾅﾐ ﾋﾅﾀ

競技結果        女子            友好１００ｍ    決勝      
ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：
2017/07/02 15:43

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 備考
1 5    39

2 6   185

3 3   195

4 8   447

氏  名 所属団体名 記録

5 7   512

6 4   550

備考
1 8   541

2 7   202

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 5   159

4 6     5

氏  名 所属団体名 記録

5 4   555

6 3   331

備考
1 6   506

2 3   190

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ

3 7   217

4 5   437

5 4   452

8   154


