
【開催日】 2015/7/12
【主催団体】 富山陸上競技協会 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
 7/12 男子 瀬川  翔誠(6) 3:05.90 前田  崚羽(6) 3:07.25 森野  頼(6) 3:12.64 井口  長洋(6) 3:13.68 宮ヶ  巧(6) 3:13.77 武田  航大郎(6) 砺波市･となみAC 3:14.40 樋口  拓海(6) 3:14.85

１０００ｍ 砺波市･となみAC 射水市･太閤山 富山市･古里ｸﾗﾌﾞ 南砺市･福光東部 射水市･堀岡 長屋  匡起(5) 中新川･立山ﾗﾝﾗﾝ 高岡市･戸出西部
 7/12  +0.9 吉田  篤郎(6) 13.28 本林  寛大(6) 13.61 高田  峻輔(6) 13.69 高野　龍成(6) 13.73 沖田  拓也(6) 13.77 村上  草太(6) 14.07 茶中  琢杜(6) 15.98

８０ｍＨ 中新川･立山ﾗﾝﾗﾝ 射水市･東明AC 南砺市･福野 黒部市･黒部名水 砺波市･となみAC 富山市･蜷川ｸﾗﾌﾞ 氷見市･AC宮田
 7/12 平井  翔大(6) 1.40 古西  弘夢(6) 1.30 佐野  優太(6) 1.30 松川　健太郎(6) 1.30 林  滉樹(6) 氷見市･窪 1.30 中川　充稀(6) 1.30 金丸　航大(6) 1.25

走高跳 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 中新川･立山中央ｸﾗﾌﾞ 氷見市･朝日丘 南砺市･城端 米田  隼梧(6) 高岡市･川原 南砺市･福光南部 南砺市･井波
那須川  晴(6)
滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ

 7/12 落合  凱(6) 4.90(+2.0) 鎌田  悠杜(6) 4.69(+0.4) 片山  元(6) 4.61(+1.2) 松原  輝(6) 4.44(+0.7) 西森  敦司(6) 4.40(+1.5) 齊藤  舜(6) 4.38(+1.4) 井上  幹太(6) 4.30(+1.5) 窪田 駿太朗(6)4.28(+2.1)
走幅跳 富山市･TEAM.I 高岡市･木津 射水市･東明AC 中新川･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 砺波市･となみAC 南砺市･福光東部 南砺市･井波 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ

 7/12  +1.1 鍋島  一星(5) 13.96 西木戸  陽己(5) 14.03 森  唯人(5) 14.11 合田  紘輝(5) 14.13 森川  直哉(5) 14.19 山本  嶺心(5) 14.33 岩坂  友希(5) 14.34 堀田  真裕(5) 14.50
５年  100m 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 富山市･堀川AC 富山市･古里ｼﾞｭﾆｱ 富山市･月岡ｸﾗﾌﾞ 高岡市･成美 富山市･老田ｸﾗﾌﾞ 高岡市･伏木 高岡市･古府ｸﾗﾌﾞ

 7/12  +1.9 髙島  輝(6) 12.91 桑原　廣太郎(6) 13.18 正満  竜輝(6) 13.22 春本  圭祐(6) 13.51 水谷  恵太(6) 13.52 水巻  志憧(6) 13.58 黒畑  拓巳(6) 13.65 村椿  拓夢(6) 13.66
６年  100m 射水市･大門AC 射水市･太閤山 富山市･水橋西部AC 富山市･AC.TOYAMAJr 富山市･八尾AC 高岡市･西条 中新川･Team.I 富山市･熊野AC

 7/12 前  裕介(6) 14.60 松井  武仁(6) 14.78 稲泉  祥太(6) 14.80 西川  永輝(5) 15.07 澤田  龍成(6) 15.11 廣濱　圭翔(6) 15.22 北山  悠太郎(6) 15.24 窪  航世(6) 15.25
友好１００ｍ 氷見市･十二町 砺波市･となみAC-C 富山市･堀川ｸﾗﾌﾞ 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 富山市･倉垣ｸﾗﾌﾞ 黒部市･黒部名水 富山市･四方ｼﾞｭﾆｱ 氷見市･AC宮田

 7/12 吉岡  裕希(6) 68.27 佐藤  颯哉(6) 63.62 生地  元(6) 62.09 柴田  晟那(5) 60.27 橋本  唯塔(6) 60.20 木藤  颯人(6) 59.59 北野  雄大(6) 59.44 田井中  望(6) 58.79
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 小矢部･石動 南砺市･城端 射水市･新湊AC 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 南砺市･福光東部 高岡市･東五位 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･古府ｸﾗﾌﾞ

 7/12 大沢野ｼﾞｭﾆｱ       52.75 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       52.90 堀川ｸﾗﾌﾞ       53.73 堀南ｸﾗﾌﾞ       54.09 萩浦ｼﾞｭﾆｱ       54.22 豊田ｸﾗﾌﾞ       54.60 黒部名水       55.21 倉垣ｸﾗﾌﾞ       55.66
４×１００ｍ 井坂  翔(6) 橋本  佳大(6) 横垣内  裕貴(6) 小林  凌(6) 宮本  晃拓(6) 福村  洸芽(6) 深松　悠哉(6) 荒井  颯太(6)

菅野  雄太(6) 田上  武龍(6) 武脇  頼(6) 浅野  龍登(6) 永森  優人(6) 坂野  耀真(6) 田中　悠飛(6) 辻  航輝(6)
谷口  護(6) 五十嵐  裕紀(5) 神代  和貴(6) 下伏  力矢(6) 松下  竜之助(6) 内山  瑠己(6) 今井　滉乃(6) 吉田  勇佑(6)
守田  寛泰(6) 川口  飛勇(6) 大澤  亮哉(6) 村田  拓也(6) 城石  圭翔(6) 松本  光稀(6) 澤田　陽希(6) 西尾  昌浩(6)

【開催日】 2015/7/12
【主催団体】 富山陸上競技協会 決勝記録一覧表

(KR GR:県小新) 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
 7/12 女子 栃澤  梨里佳(6) 3:05.50 中才  茉子(6) 3:11.59 苗代  千華(6) 3:19.53 阿部  楓愛(5) 3:20.19 寺松  歩穂(6) 3:22.56 向井  那々実(6) 3:26.32 林  菜摘(6) 3:27.30 舟瀬  梨夏(6) 3:27.58

１０００ｍ 富山市･A.C.TOYAMAJr. 富山市･A.C.TOYAMA選抜 砺波市･となみAC 富山市･婦中ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 中新川･利田小学校 高岡市･下関 富山市･A.C.TOYAMAR.C. 高岡市･定塚
南  優菜(6)
中新川･上市相ﾉ木AC

 7/12  +1.8 坂田  こころ(6) 13.76 古瀬  怜那(6) 14.12 水口  桃寧(6) 14.30 飛弾  美乃(6) 14.33 黒川  実莉(6) 14.33 城岸  栄利花(6) 14.75 立原  綾乃(6) 14.84 比嘉  聖羅(6) 21.62
８０ｍＨ 高岡市･千鳥丘 南砺市･福野 氷見市･窪 中新川･南加積小学校 富山市･堀南ｸﾗﾌﾞ 南砺市･利賀 富山市･大成AC 射水市･小杉

 7/12 稲垣 愛奈(6) 1.30 岡部  海美(6) 1.30 笹田  かはな(6) 1.25 島田  湖己乃(6) 1.25 水島  珠唯(6) 下新川･さみさと 1.20 山本  ゆり乃(6) 1.20 武田  優月(6) 1.20
走高跳 黒部市･黒部名水 砺波市･となみAC 富山市･浜黒崎ｸﾗﾌﾞ 砺波市･となみAC 松島  陽菜(6) 富山市･奥田ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･古府ｸﾗﾌﾞ 富山市･月岡ｸﾗﾌﾞ

浦田  有望(6)
高岡市･千鳥丘
川口  捺那(6)
氷見市･湖南

 7/12 谷口 伊知花(6)4.68(+1.3) 金井  雪乃(5) 4.31(+2.5) 栂野  成実(6) 4.31(+1.6) 尾山  千乃(6) 4.28(+1.5) 高松  夏鈴(6) 4.27(+1.8) 大原  菜月(6) 4.14(+1.8) 水嶋  楓(6) 4.02(+2.9) 花木 かおり(6)3.99(+0.4)
走幅跳 富山市･富山JACﾕｰｽ KR GR 富山市･慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 富山市･A.C.TOYAMAJr. 富山市･新庄北ｸﾗﾌﾞ 富山市･A.C.TOYAMA選抜 富山市･熊野AC 下新川･さみさと 富山市･柳町ｼﾞｭﾆｱ

 7/12  +1.7 村井  凜々(5) 14.27 本郷  結羽(5) 14.53 平井  梨恵(5) 14.68 後藤  吏璃(5) 14.71 麻谷  佐衣(5) 14.93 浅田  梨愛良(5) 14.97 土井  日葵(5) 15.04 堀田  瑞紀(5) 15.07
５年  100m 富山市･大庄AC 富山市･鵜坂ｸﾗﾌﾞ 富山市･堀川AC 富山市･尽信ｸﾗﾌﾞ 高岡市･福岡 高岡市･下関 富山市･かがやきAC 砺波市･となみAC

 7/12  +2.7 小島  朝海(6) 13.83 本吉  凜菜(6) 13.95 坂下  碧(6) 14.03 安藤  里紗(6) 14.26 石田  雅(6) 14.33 松井  遥香(6) 14.35 髙松  星愛(6) 14.42 荒巻  七夏子(6) 14.57
６年  100m 富山市･婦中ｼﾞｭﾆｱA.C 富山市･蜷川ｸﾗﾌﾞ 氷見市･AC宮田 富山市･白鳥ｸﾗﾌﾞ 砺波市･となみAC 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 富山市･鵜坂ｸﾗﾌﾞ 高岡市･下関

 7/12 柳楽  あずみ(6) 14.24 牧  奈菜代(6) 14.88 竹澤  彩香(6) 14.95 岩田  唯良(5) 15.17 原田  育空(6) 15.26 得能 梓聖(6) 15.45 山崎  未羽(6) 15.75 銅谷  真衣(6) 16.15
友好１００ｍ 富山市･富山JAC 富山市･奥田ｼﾞｭﾆｱ 高岡市･下関 魚津市･魚津ｼﾞｭﾆｱ 富山市･ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 黒部市･黒部名水 高岡市･古府ｸﾗﾌﾞ 中新川･上市AC･Aﾁｰﾑ

 7/12 髙杉  結芽(6) 55.30 中林 風馨(5) 53.89 前川  愛里(6) 52.65 宮木  彩(6) 50.03 竜川  恵(6) 48.81 金田  莉子(6) 46.50 谷口  夏菜(6) 43.79 清島  唯(6) 42.84
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 富山市･新庄ｼﾞｭﾆｱ 黒部市･黒部名水 砺波市･となみAC 高岡市･Nanjyo 富山市･JAC太田 南砺市･城端 滑川市･滑川ｼﾞｭﾆｱ 南砺市･福野

 7/12 富山JAC       54.66 下関       56.13 奥田ｼﾞｭﾆｱ       56.44 八尾AC       56.50 豊田ｸﾗﾌﾞ       57.20 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ       57.41 光陽AC       57.47 広田AC       57.48
４×１００ｍ 大倉  真緒(6) 北田  未来(6) 山﨑  理央(6) 宮腰  恵理奈(6) 森  彩香(6) 八子  美陽(6) 高源  爽輝(6) 竹内  愛桜(6)

井尻  理瑚(6) 向  みのり(6) 山崎  真実(6) 柴田  真優(6) 中村  華歌(6) 西山  佳歩(6) 小出  優生(6) 岩城  亜美(6)
吉田  菜々夏(6) 野村  杏羽(6) 松原  夕奈(6) 蟹澤  瑞紀(6) 大川  華澄(6) 荒木  佑理愛(5) 南  芙来(6) 仙名  優里(6)
毛利  優月(6) 奥井  来望(6) 見角  芽衣(6) 志甫  綺星(6) 中島  梢(6) 樽本  万莉(5) 藤澤  心初(6) 森  真広(6)


