
2020年度富山県小学校秋季陸上競技交流大会

富山県総合運動公園陸上競技場【１８１０２０】

2020年１０/１１～2020年１０/１１

   審判長 長 谷　　基

   記   録 柿 澤  祐 介

日付 種目 7位

嶋田　晃人(4) 14.79 小幡　陸斗(4) 14.84 秋元　優汰(4) 14.94 内田　巧海(4) 15.05 柳原　壮助(4) 15.50 正脇　空(4) 15.52 道音　丈(4) 15.68 山口　将輝(4) 15.69

ラッキーメイツ 水橋西部小 能町小 ラッキーメイツ A.C.TOYAMA Jr. 豊田小 滑川ジュニア 南条小

細川　透弥(5) 14.24 三澤　颯(5) 14.49 井上　光稀(5) 14.63 山下　隼征(5) 14.64 桐井　郁弥(5) 14.67 松原　駿(5) 14.73 秋島　琉亜(5) 15.00 米田　貴大(5) 15.10

A.C.TOYAMA Jr. ラッキーメイツ Ｔｅａｍ．Ｉ ラッキーメイツ 高岡ジュニア 萩浦小 下新川陸協 ラッキーメイツ

楠本　陽(6) 12.76 楠　知隼(6) 13.03 砂田　祥吾(6) 13.48 岩崎　心之介(6) 13.77 伊藤　翔大(6) 13.83 山本　悠人(6) 13.90 水野　龍晴(6) 14.07 高木　翔太郎(6) 14.26

光陽小 高岡ジュニア 萩浦小 岩瀬小 堀川小 光陽小 慶応陸上クラブ 小杉小学校

山崎　　裕太(6) 4:05.96 藤原　慶音(6) 4:07.95 立松　悟(6) 4:09.84 竹内　快斗(6) 4:11.38 大瀬　優貴(6) 4:19.91 藤井　健人(6) 4:21.98 浅井　凛玖(5) 4:25.13 成田　大貴(5) 4:25.45

樫尾小 下関小学校 舟橋小学校 萩浦小 五箇山スポ少 芝園小 速星小 豊田小

A.C.TOYAMA Jr.Ａ 16:21 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ 17:18 ふくのジュニア 17:26 高岡RC 17:55 下関小学校 18:17 ランランA 18:34 ほたるいかAC 18:49 芝園小A 19:08

大窪　拓翔(5) 浦　優斗(6) 岡本　瑛汰(6) 飯室　陸(6) 区間賞 塚越　陽登(6) 杉田　蒼真(6) 早坂　綾人(6) 細川　心玖(6)

佐々木　葵唯(6) 区間賞 辻口　哲平(4) 岡本　虹空(6) 開発　　晧(6) 稲垣　大和(6) 田中　優惺(6) 稲垣　佳樹(6) 金丸　遥人(6)

神谷　煌(5) 浦辺　慶志(5) 区間賞 古仙　瑞妃(6) 岩上　友利(5) 飯田　唯人(6) 鵜飼　心優(6) 山下　夕翔(6) 守田　愛唯(6)

桜井　優義(6) 区間賞 大根　一眞(6) 永田　郁人(6) 山田　愉快(4) 大崎　凌駕(6) 泉野　秀成(6) 大橋　勇豪(6) 杉政　丈琉(6)

A.C.TOYAMA Jr.A 56.04 野村小A 56.11 萩浦小B 56.74 岩瀬小 56.75 ラッキーメイツA 56.84 Ｔｅａｍ．Ｉ 57.93 堀川南小 57.98 萩浦小A 58.29

島本　竜惺(6) 中﨑　翔健(6) 前崎　厚希(6) 新村　航太(6) 米田　貴大(5) 髙木　颯太(5) 富田　一颯(6) 酒井　海槻(5)

貫田　唄大(6) 杉野　凱士(6) 中川　航(6) 水落　悠斗(6) 山下　隼征(5) 高柳　圭汰(6) 大櫃　胡太朗(6) 松原　駿(5)

細川　透弥(5) 澤川　佳生(6) 永森　斗真(6) 車谷　祐介(6) 三澤　颯(5) 池田　卓帆(6) 川渕　康生(6) 秋岡　柚稀(5)

宮原　樹等(6) 白木　颯大(6) 砂田　祥吾(6) 岩崎　心之介(6) 杉林　晃輔(6) 井上　光稀(5) 成田　涼真(6) 放生　蒼太(5)

中村　真緒(4) 15.04 鷹休　咲紀(4) 15.56 左近　結理愛(4) 15.78 川村　美佳(4) 15.86 砂田　結衣(4) 16.01 渋谷　くるみ(4) 16.07 小川　栞奈(4) 16.13 竹村　優穂(4) 16.19

高岡ジュニア 萩浦小 上市アス 下関小学校 下新川陸協 能町小 堀川小 下関小学校

岡崎　佳純(5) 14.73 谷川　綾香(5) 14.84 細川　凜花(5) 15.04 光地　舞奈(5) 15.06 水橋　歩夢(5) 15.22 白木　咲名(5) 15.33 酒井　春佳(5) 15.35 小林　畔(5) 15.45

慶応陸上クラブ 滑川ジュニア ラッキーメイツ 堀川小 慶応陸上クラブ 野村小 滑川ジュニア ラッキーメイツ

島田　美桜(6) 14.00 岡田　沙香(6) 14.05 吉沢　玲奈(6) 14.14 脇家　百合(6) 14.17 東　華帆(6) 14.23 吉田　心春(6) 14.24 中村　若葉(6) 14.25 加藤　楓(6) 14.36

高岡ジュニア Ｔｅａｍ．Ｉ 光陽小 下関小学校 速星小 Ｔｅａｍ．Ｉ 堀川小 滑川ジュニア

宮崎　倖芽(6) 4:06.04 原　凛子(6) 4:06.27 二上　悠来(6) 4:12:13 藤山　夏瑠(6) 4:22.75 上野　夏生(5) 4:25.02 加藤　遙(6) 4:26.02 堺　莉杏那(6) 4:29.48 阿部　千彩紀(5) 4:31.41

下関小学校 婦中ジュニア 下関小学校 速星小 婦中ジュニア 船峅小学校 下関小学校 ハッスルラン

A.C.TOYAMA Jr.Ａ 16:31 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ A 17:54 光陽小 19:15 高岡RC 19:36 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ　Ｂ 19:42 小杉小学校 21:49

志田　采世(6) 区間賞 島田　絢香(5) 放出　美桜(6) 神島　　優生(6) 黒瀬　雪那(4) 堀　つばさ(5)

黒川　志帆(5) 区間賞 高森　なつ(4) 越後　桃花(6) 山本　さと乃(6) 秋山　杏(5) 島　柚希(5)

笹川　愛唯(4) 区間賞 田中　詩音(5) 松田　美保(6) 吉野　心結(6) 五十井　環子(4) 東野　茜(5)

長森　結愛(5) 区間賞 加藤　埜乃果(4) 北山　釉(6) 飯室　優奈(4) 北條　柚月(4) 原　椛希(5)

Ｔｅａｍ．Ｉ 55.85 ラッキーメイツA 58.10 A.C.TOYAMA Jr.A 58.34 慶応陸上クラブA 58.47 滑川ジュニア 59.61 野村小A 1:00.04 ラッキーメイツB 1:00.45 野村小B 1:01.43

守山　日和(6) 大野　和佳奈(6) 桶谷　優花(6) 安田　ゆめ(6) 大場　ひまり(5) 西田　理央(6) 後藤　梛名(5) 矢部　愛奈(5)

田邊　瑞貴(6) 水野　愛椛(6) 山村　奏羽(6) 下村　莉奈(6) 酒井　春佳(5) 東　詩月(6) 細川　凜花(5) 今泉　瑚都乃(5)

吉田　心春(6) 藤本　唯愛(6) 谷口　つむぎ(6) 岡崎　佳純(5) 谷川　綾香(5) 飛田　桜来(6) 小林　畔(5) 山口　紗楽(5)

岡田　沙香(6) 古川　美羽(6) 小林　美玲(6) 水橋　歩夢(5) 加藤　楓(6) 越前　花香(6) 五十嵐　穂波(5) 蒲田　千尋(5)

高岡ジュニア 55.34 堀川小A 55.51 速星小 55.61 下関小学校 55.62 芝園小A 56.54 堀川小E 57.71 下関小学校B 58.25 豊田小 58.45

桐井　郁弥(5) 田邉　櫂子(6) 五十嵐　渓(6) 久保　七斗(6) 中島　大雅(6) 立野　剣伍(5) 永井　花奈(6) 山岸　到生(6)

島田　美桜(6) 中村　若葉(6) 西部　裕真(6) 脇家　百合(6) 松谷　彩花(6) 山内　涼平(5) 谷口　柚奈(6) 荒井　美香(6)

作道　莉奈(6) 北川　魁一(6) 高城　咲夢(6) 谷口　奈穂(6) 織田　敬太郎(6) 三ヶ島　南実(5) 髙志　歩(6) 池上　怜奈(6)

楠　知隼(6) 伊藤　翔大(6) 東　華帆(6) 八箇　春空(6) 髙橋　美琴(6) 光地　舞奈(5) 酒井　稀一(6) 樽井　翔祐(6)

凡例 

10月11日
小学５年女子100m

風：-0.9

10月11日
小学６年女子100m

風：-0.7

小学男子4X100mR

10月11日
小学４年女子100m

風：-0.5

10月11日
小学男子1200mクロスカント

リー

10月11日 小学混合4X100mR

10月11日
小学男子たすきリレー

4X1200mR

10月11日

10月11日
小学女子1200mクロスカント

リー

小学女子たすきリレー
4X1200mR

8位

10月11日
小学４年男子100m

風：-0.7

10月11日
小学５年男子100m

風：-0.5

10月11日 小学女子4X100mR

10月11日
小学６年男子100m

風：-1.0

10月11日

1位 2位 3位 4位 5位 6位


