
ﾄﾗｯｸ審判長 安田　寛一

跳躍審判長 中田　憲昭

投擲審判長 上野　正人

【開催日】 2016/5/21～30 混成審判長 夏野　義一

決勝記録一覧表
決勝記録一覧表決勝記録一覧表
決勝記録一覧表 記録主任： 高戸　孝司

(KR GR:県高校新,KR:県高校新,GR:大会新) 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

 5/29 男子共通  +1.2 福島  聖(2) 10.41 飛山  大河(2) 10.64 冨永  悠太(3) 10.86 小泉  佑真(3) 10.87 天池  将平(3) 10.89 五十嵐  晴紀(1) 11.03 本田  知也(3) 11.07 小川  哲平(3) 11.16

１００ｍ
富山商高 KR GR 富山商高 富山商高 富山高 富山高 富山高専 高岡高 高岡高

 5/30  +1.1 福島  聖(2) 21.39 飛山  大河(2) 21.79 小泉  佑真(3) 21.90 藤縄  幸希(3) 22.29 井上  隼(3) 22.33 五十嵐  晴紀(1) 22.44 浜崎  海音(2) 22.63 阿閉  央(2) 22.74

２００ｍ
富山商高 KR 富山商高 富山高 富山高 龍谷富山高 富山高専 魚津工高 水橋高

 5/28 狩野  大地(3) 49.63 井上  隼(3) 50.32 込尾  優仁(3) 50.42 藤縄  幸希(3) 50.58 松本  竜河(2) 50.67 髙森  健也(3) 50.93 南部  奏太(3) 51.53

４００ｍ
氷見高 龍谷富山高 入善高 富山高 砺波高 桜井高 南砺福野高

 5/30 河上  雄哉(3) 1:52.63 北村  颯士(3) 1:55.51 髙森  健也(3) 1:55.90 田矢  聖弥(3) 1:56.56 松本  竜河(2) 1:57.02 三井  健志朗(3) 1:57.31 酒井  智弘(3) 1:57.55 松田  健太朗(3) 1:59.31

８００ｍ
富山商高 GR 南砺福野高 桜井高 龍谷富山高 砺波高 龍谷富山高 富山高 氷見高

 5/28 榎本  大倭(2) 3:51.12 河上  雄哉(3) 3:51.13 日影  優哉(3) 3:52.05 田矢  聖弥(3) 3:58.81 松倉  頼人(3) 4:01.69 長尾  大輝(1) 4:01.98 宮木  快盛(1) 4:02.43 尾原  健太(3) 4:03.67

１５００ｍ
富山商高 GR 富山商高 GR 富山商高 GR 龍谷富山高 新川高 高岡向陵高 高岡向陵高 富山高

 5/30 河上  雄哉(3) 14:57.77 榎本  大倭(2) 15:04.19 松倉  頼人(3) 15:10.77 尾原  健太(3) 15:12.27 宮木  快盛(1) 15:23.43 中居  翼(3) 15:30.75 長尾  大輝(1) 15:41.42 岡里  彰大(3) 15:45.60

５０００ｍ
富山商高 富山商高 新川高 富山高 高岡向陵高 高岡商高 高岡向陵高 富山商高

 5/28  +1.0 中村  祐貴(2) 15.23 佐々木  陸(2) 15.36 高畠  成海(2) 15.54 保里  風弥(2) 15.92 山本  学樹(3) 15.93 福澤  諒也(3) 15.94 丸山  颯太(2) 16.52 橘  享(2) 18.21

１１０ｍＨ
富山高 龍谷富山高 高岡商高 桜井高 富山高専 富山高 氷見高 富山南高

 5/29 小坪  聖人(3) 56.95 寺井  夢人(3) 57.30 丸山  颯太(2) 57.84 大江  モダン(3) 58.62 服部  竜也(2) 58.82 水原  凌(3) 59.42 佐野  康太(3) 59.80 三村  優也(2) 1:00.13

４００ｍＨ
高岡南高 南砺福光高 氷見高 龍谷富山高 富山中部高 水橋高 氷見高 水橋高

 5/29 榎本  大倭(2) 9:24.87 日影  優哉(3) 9:28.28 土井  壮一郎(3) 9:40.91 定村  墾(3) 9:47.16 堂口  琉(3) 9:50.86 黒崎  泰平(3) 9:55.55 小千田 恭輔(3) 9:56.14 東海 ｹﾆｽｳｪｲﾝ(2) 10:07.55

３０００ｍＳＣ
富山商高 富山商高 富山商高 砺波高 富山高 富山高専 南砺福光高 新川高

 5/30 山本 真二郎(3) 20:22.63 山本 龍太郎(3) 21:17.39 花崎  悠紀(2) 22:15.95 川縁  拳大(3) 22:54.29 岩間  一真(3) 22:58.15 浜井  堅成(2) 23:11.96 高田  馨(3) 25:22.62 長谷川 優斗(2) 25:54.07

５０００ｍ競歩
富山商高 GR 富山商高 富山商高 砺波工高 高岡向陵高 高岡高 富山中部高 富山高

 5/29 曽場  健太(1) 1.94 福澤  諒也(3) 1.88 山本  光我(3) 1.88 高畠  成海(2) 1.85 柴草  結人(2) 1.80 八島  涼(3) 1.80 志鷹  宏太郎(1) 1.80 鍛治  優大(3) 1.75

走高跳
富山高専 富山高 富山南高 高岡商高 不二越工高 富山東高 富山商高 魚津高

澤田  怜哉(2)

片山学園高

 5/29 鍋屋  響(3) 4.30 成瀬  優雅(3) 4.20 釣  俊哉(3) 3.90 上田  大智(2) 3.90 渡辺  俊也(2) 3.70 大畑  典星(2) 3.40 若松  一輝(3) 3.40 島  啓太(2) 3.40

棒高跳
高岡工芸高 富山工高 高岡高 南砺福光高 富山高 富山高 富山高 高岡高

 5/28 村田 憧哉(3) 7.01(+1.6) 高長 侑汰(3) 6.87(+0.6) 瀬口  礼(1) 6.73(+0.1) 福島  聖(2) 6.65(+0.9) 森  壮大(3) 6.63(+0.1) 野村 左京(2) 6.46(+1.8) 中山 翔太(3) 6.30(+0.6) 谷口  響(1) 6.26(0.0)

走幅跳
富山高 龍谷富山高 片山学園高 富山商高 富山中部高 南砺福野高 高岡高 入善高

 5/30 魚浦 勇樹(3) 14.14(0.0) 渡邊 裕太(3) 13.08(0.0) 氷見 瑞基(2) 13.05(+0.2) 生駒 克登(2) 12.91(-0.3) 松岡宗太郎(3) 12.82(+0.9) 中山 翔太(3) 12.68(-0.2) 鍛治 優大(3) 12.51(-0.3) 下伏 泰成(3) 12.50(+0.6)

三段跳
龍谷富山高 富山西高 上市高 魚津高 桜井高 高岡高 魚津高 富山商高

 5/29 廣田  虹輝(2) 13.10 浜谷  翔太(3) 12.84 舘田  瑛史(1) 12.53 石動  智也(3) 12.32 佐伯  拓哉(2) 12.25 正治  和馬(3) 12.19 中山  克則(2) 12.08 石崎  秀造(3) 11.90

砲丸投
上市高 高岡工芸高 富山高専 富山高専 富山中部高 龍谷富山高 高岡工芸高 富山第一高

 5/30 浜谷  翔太(3) 37.55 水嶋  秀之(3) 36.34 廣田  虹輝(2) 36.10 高瀬  康平(3) 35.72 正治  和馬(3) 35.40 上田  啓太(3) 34.70 舘田  瑛史(1) 31.90 高土  恵有(3) 31.70

円盤投
高岡工芸高 水橋高 上市高 水橋高 龍谷富山高 富山高専 富山高専 富山南高

 5/28 廣田  虹輝(2) 51.85 石動  智也(3) 45.64 蟹谷  壮一朗(3) 44.05 池田  大輝(3) 42.35 大庭  正汰(3) 41.59 高坂  侑吾(3) 36.59 角間  崇(3) 35.72 中林  大樹(2) 35.15

ハンマー投
上市高 富山高専 高岡高 入善高 高岡高 南砺福光高 八尾高 入善高

 5/28 山本  大地(3) 57.84 森  琢人(2) 53.41 岩田  健太郎(3) 52.29 青柳  匠(3) 52.28 岩城  悠太(3) 51.78 竹多  凌太朗(3) 50.60 近藤  慎哉(2) 49.47 土永  琢磨(3) 47.16

やり投
新川高 高岡南高 入善高 富山高 富山南高 氷見高 高岡商高 南砺福光高

 5/29 富山商高       40.70 富山高       41.92 龍谷富山高       42.53 高岡高       42.78 富山中部高       42.98 入善高       43.60 富山第一高       43.63 富山高専       43.67

４×１００ｍ
冨永  悠太(3) KR GR 荒川  大暉(2) 中山  勝仁(3) 宮川  智弘(2) 大郷  達也(2) 寺田  柊(3) 辰巳  新(1) 南保  陸駆(1)

福島  聖(2) 天池  将平(3) 朽木  博亮(3) 小川  哲平(3) 岩崎  誠倫(3) 中林  祐輔(3) 藤井  克海(3) 奥田  樹生(2)

飛山  大河(2) 村田  憧哉(3) 井上  隼(3) 増山  雄一(2) 森  壮大(3) 込尾  優仁(3) 下平  和輝(3) 駒井  宏至(2)

吉田  貴一朗(2) 小泉  佑真(3) 高長  侑汰(3) 本田  知也(3) 金田  隼弥(2) 平田  錬(2) 谷村  将太朗(3) 五十嵐  晴紀(1)

 5/30 龍谷富山高     3:22.17 富山高     3:22.67 富山高専     3:25.26 氷見高     3:25.35 入善高     3:27.10 南砺福野高     3:27.67 高岡南高     3:29.43 高岡高     3:32.19

４×４００ｍ
岡本  裕一朗(2) 藤縄  幸希(3) 上田  響生(3) 狩野  大地(3) 寺田  柊(3) 南部  奏太(3) 堀  圭成(2) 村田  匠(2)

佐々木  陸(2) 村田  憧哉(3) 岡本  雅生(2) 釜口  恵弥(3) 中林  祐輔(3) 渡辺  大稀(1) 小坪  聖人(3) 本田  知也(3)

長原  勇樹(2) 奥  寛道(3) 能登  将仁(3) 川渕  和明(3) 寺崎  颯(2) 野村  左京(2) 永井  修太郎(2) 白井  友梧(3)

井上  隼(3) 小泉  佑真(3) 本田  武瑠(3) 丸山  颯太(2) 込尾  優仁(3) 北村  颯士(3) 中山  太一(3) 今井  竣祐(3)

 5/29 川端  秀汰(3) 4938 小坪  聖人(3) 4899 森  壮大(3) 4585 干場  滉太(2) 4404 増山  雄一(2) 4297 亀澤  貴浩(2) 4270 川口  陽南太(1) 4184 坂田  仁紀(2) 4086

八種競技
富山高専 高岡南高 富山中部高 富山高専 高岡高 富山商高 富山高専 富山南高

11.89-5.84-10.45-52.29 11.05-6.58-9.04-50.33 11.43-6.30-8.30-52.77 12.10-5.82-8.65-54.14 11.37-6.15-7.37-55.73 11.81-5.73-9.12-54.12 11.74-6.01-8.30-55.61 11.82-5.56-7.78-52.77

17.02-43.76-1.78-4:27.77 17.65-48.06-1.57-5:02.17 16.32-31.26-1.57-4:47.14 16.94-40.31-1.66-4:53.78 17.28-32.69-1.63-4:56.60 17.03-34.55-1.57-5:00.26 17.56-37.58-1.72-5:30.00 17.76-34.82-1.45-4:54.20

総 合 １４２点 富山商高 　９２点 富　山　高  ７２点 龍谷富山高  ６６点 富山高専  ３８点 高　岡　高  ２８点 上　市　高  ２７点 氷　見　高  ２６点 入　善　高

ト ラ ッ ク １３１点 富山商高 　６３点 富　山　高  ５０点 龍谷富山高  ２４点 氷　見　高  ２０点 富山高専  １５点 高岡向陵高  １４点 桜　井　高  １３点 入　善　高

フ ィ ー ル ド   ３１点 富山高専 　２９点 富　山　高  ２８点 上　市　高  ２５点 高岡工芸高  ２２点 龍谷富山高  ２２点 高　岡　高  １３点 入　善　高  １２点 水　橋　高

混 成 　１５点 富山高専  　７点 高岡南高 　 ６点 富山中部高 　 ４点 高　岡　高  　３点 富山商高  　１点 富山南高

時現在 風　速 湿　度 天　候 富山商高　４年連続３６回目の総合優勝

11:00 1.2m 45% 晴

12:00 0.7m 45% 曇

12:00 1.2m 42% 晴

12:00 0.5m 78% 曇

第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会
第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会
第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会

第　１　日 南南西 26.0℃ 良

28.0℃ 良

25.5℃ 良

第　３　日

風　向 気　温 気　圧 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

第　４　日 北北東 22.0℃ 良

第　２　日 北北西

東北東



ﾄﾗｯｸ審判長 安田　寛一

跳躍審判長 中田　憲昭

投擲審判長 上野　正人

【開催日】 2016/5/21～30 混成審判長 夏野　義一

決勝記録一覧表
決勝記録一覧表決勝記録一覧表
決勝記録一覧表 記録主任： 高戸　孝司

(GR:大会新,KR:県高校新) 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

 5/29 女子共通  +2.8 朝野  夏海(3) 12.08 馬渕  唯奈(3) 12.26 金井  菜奈(3) 12.30 江田  優花(2) 12.56 岡田  菜々子(3) 12.58 出町  桃子(2) 12.62 西野  友莉亜(3) 12.78 秋永  莉奈(3) 13.02

１００ｍ
水橋高 水橋高 入善高 新川高 高岡南高 水橋高 高岡商高 大門高

 5/30  +1.1 朝野  夏海(3) 25.21 金井  菜奈(3) 25.35 金井  菜々(3) 25.81 藤城  紀香(2) 26.19 馬渕  唯奈(3) 26.42 堀  律子(3) 26.47 清水  瑠華(2) 26.50 若野  明日香(3) 26.50

２００ｍ
水橋高 入善高 呉羽高 富山南高 水橋高 高岡商高 富山商高 水橋高

 5/28 金井  菜奈(3) 57.31 滝川  絢香(3) 57.72 金井  菜々(3) 58.35 出町  桃子(2) 59.00 堀  律子(3) 59.10 内堀  郁海(3) 59.35 小谷  朱音(3) 1:00.50 駒  沙央里(3) 1:01.72

４００ｍ
入善高 魚津高 呉羽高 水橋高 高岡商高 富山南高 砺波高 呉羽高

 5/30 梅谷  愛花(3) 2:18.35 垣内 うらら(2) 2:20.43 青山  怜未(3) 2:21.77 江尻  芽生(2) 2:22.15 田中  美夕(3) 2:22.81 豊岡  愛理(3) 2:23.30 藤田  優子(2) 2:23.53 沼田  晴菜(3) 2:28.42

８００ｍ
富山商高 高岡商高 富山中部高 高岡商高 氷見高 富山高 富山商高 入善高

 5/28 梅谷  愛花(3) 4:31.09 垣内 うらら(2) 4:40.23 藤田  優子(2) 4:48.15 荒谷  加菜(3) 4:53.41 石浦  藍里(2) 4:54.52 江尻  芽生(2) 4:58.11 荒井  菜月(3) 4:58.96 佐々木みのり(3) 5:01.23

１５００ｍ
富山商高 GR 高岡商高 富山商高 富山商高 新川高 高岡商高 富山中部高 南砺福野高

 5/30 梅谷  愛花(3) 9:45.64 垣内 うらら(2) 10:09.62 福田  彩乃(2) 10:12.41 坂下  良奈(3) 10:17.50 村田  美羽(2) 10:21.14 守内  美結(2) 10:35.10 白江  彩(2) 10:37.36 石浦  藍里(2) 10:41.00

３０００ｍ
富山商高 高岡商高 富山商高 高岡商高 富山商高 高岡高 砺波高 新川高

 5/28  +0.5 馬渕  唯奈(3) 14.39 米澤  芽衣(3) 15.25 辻井  茉希(3) 15.76 熊野  亜海(1) 15.96 村尾  優希(3) 16.24 山本  彩加(2) 16.37 藤田  のどか(2) 16.41 茗原  凪沙(2) 18.45

１００ｍＨ
水橋高 高岡商高 高岡南高 福岡高 富山商高 桜井高 高岡高 水橋高

 5/29 滝川  絢香(3) 1:02.79 小谷  朱音(3) 1:05.76 沼田  直実(3) 1:06.90 駒  沙央里(3) 1:06.93 釣崎  恵里子(3) 1:07.64 出町  桃子(2) 1:07.84 天野  楓(3) 1:12.88 松井  菜緒(2) 1:14.66

４００ｍＨ
魚津高 砺波高 富山中部高 呉羽高 高岡高 水橋高 南砺福光高 高岡南高

 5/28 橋  あぐり(2) 26:25.16 米沢  美柚(3) 26:31.69 渡辺 早弥花(2) 27:54.27 中村  希(3) 29:06.17 幸塚  怜美(2) 30:39.32 中森  栞菜(2) 32:53.64 高橋  舞(1) 35:11.19

５０００ｍ競歩
龍谷富山高 富山商高 富山商高 高岡高 高岡高 富山中部高 高岡高

 5/30 松下  朱里(1) 1.51 本田  天(2) 1.51 飛田  路奈(2) 1.48 馬場  梨緒菜(2) 新川高 1.45 角田  美菜(3) 1.40 坂東  美咲(1) 1.40 野崎  桜(2) 1.40

走高跳
高岡商高 龍谷富山高 福岡高 堂林  紅杏(3) 富山商高 高岡工芸高 新川高 新湊高

 5/28 富田 理子(3) 5.58(-0.4) 辻井 茉希(3) 5.44(+2.2) 本田  天(2) 5.37(0.0) 松田 千果(3) 5.33(+0.3) 能作 七美(2) 5.25(+1.3) 青木 優楽(2) 5.21(+0.5) 堀内美沙樹(2) 5.09(0.0) 河口  美優(1) 5.07(0.0)

走幅跳
呉羽高 高岡南高 龍谷富山高 富山南高 龍谷富山高 富山高 新川高 富山商高

 5/29 草塩  はな(1) 11.78 亀澤  亜衣(2) 10.85 廣谷  早哉(2) 9.94 濱本  久美子(3) 9.45 小坂  真未(1) 9.26 川上  彩佳(3) 9.24 二塚  咲来(3) 9.23 飴井  理彩(2) 9.05

砲丸投
高岡南高 富山高 龍谷富山高 高岡高 龍谷富山高 富山商高 富山高専 呉羽高

 5/30 草塩  はな(1) 35.27 荒野  幸帆(2) 33.36 濱本  久美子(3) 30.15 廣谷  早哉(2) 28.77 堺  美聡(2) 28.66 石田  佳子(3) 28.37 芦田  ちぎり(2) 27.90 川上  彩佳(3) 27.47

円盤投
高岡南高 高岡商高 高岡高 龍谷富山高 高岡南高 水橋高 南砺福光高 富山商高

 5/28 二塚  咲来(3) 40.34 澁谷  美紀(2) 39.97 濱本  久美子(3) 36.65 山口  佳南(3) 35.35 野村  萌絵(3) 33.26 関  涼花(3) 32.81 大賀  由有加(3) 32.24 草塩  はな(1) 32.00

やり投
富山高専 高岡高 高岡高 福岡高 高岡高 氷見高 氷見高 高岡南高

 5/29 水橋高       47.66 呉羽高       49.45 高岡南高       49.59 高岡商高       49.69 富山南高       49.83 新川高       50.16 富山高       50.39 龍谷富山高       50.56

４×１００ｍ
若野  明日香(3) 坂東  眞帆(3) 辻井  茉希(3) 荒野  幸帆(2) 岡本  紗季(2) 澤村  菜名実(1) 池田  瑛里奈(3) 高木  玲奈(1)

朝野  夏海(3) 下村  夏紀(1) 牧口  晴香(2) 米澤  芽衣(3) 藤城  紀香(2) 江田  優花(2) 石坂  泰葉(2) 能作  七美(2)

馬渕  唯奈(3) 富田  理子(3) 柳瀬  麻優香(3) 西野  友莉亜(3) 高堂  詩子(3) 堀内  美沙樹(2) 青木  優楽(2) 西野  久瑠実(3)

茗原  凪沙(2) 金井  菜々(3) 岡田  菜々子(3) 堀  律子(3) 内堀  郁海(3) 亀谷  優香(2) 林  莉花(3) 本田  天(2)

 5/30 水橋高     4:03.59 入善高     4:04.76 富山南高     4:05.44 呉羽高     4:06.81 高岡商高     4:07.61 富山商高     4:09.13 富山中部高     4:09.88 富山高     4:13.23

４×４００ｍ
若野  明日香(3) 沼田  晴菜(3) 藤城  紀香(2) 駒  沙央里(3) 米澤  芽衣(3) 堂林  紅杏(3) 青山  怜未(3) 澤山  理紗子(3)

馬渕  唯奈(3) 金井  菜奈(3) 松田  千果(3) 富田  理子(3) 堀  律子(3) 河口  美優(1) 喜入  未来(3) 石坂  泰葉(2)

朝野  夏海(3) 中島  夏子(3) 岡本  紗季(2) 南  香名(3) 垣内  うらら(2) 梅谷  愛花(3) 荻野  今日子(3) 林  莉花(3)

出町  桃子(2) 竹谷  美咲(3) 内堀  郁海(3) 金井  菜々(3) 早平  碧音(2) 清水  瑠華(2) 沼田  直実(3) 池田  瑛里奈(3)

 5/30 堀内  美沙樹(2) 4175 辻井  茉希(3) 3871 藤田  のどか(2) 3652 村尾  優希(3) 3368 寳田  莉子(3) 3367 熊野  亜海(1) 3299 松井  菜緒(2) 3296 竹林  永吏(1) 3029

七種競技
新川高 高岡南高 高岡高 富山商高 富山中部高 福岡高 高岡南高 高岡高

 15.40-1.54-6.97-26.81  15.85-1.39-7.05-27.64  16.44-1.36-8.39-27.91  17.17-1.36-7.96-28.48  17.28-1.36-5.98-28.40  16.21-1.48-7.56-29.16  17.14-1.30-6.92-28.95  17.97-1.42-5.74-28.68

  5.09-26.82-2:32.89   5.18-29.04-2:40.06   4.67-27.62-2:41.63   4.68-21.40-2:42.81   4.55-28.47-2:40.01   4.00-18.90-2:44.52   4.39-30.34-2:43.43   4.38-15.93-2:41.26

 5/21 オープン女子 角田  美菜(3) 3.50 山田  めぐ(2) 2.90 澁谷  美紀(2) 2.70 藤田  のどか(2) 2.30 宮澤  朱希(2) 2.20

棒高跳
高岡工芸高 KR 南砺福光高 高岡高 高岡高 福岡高

 5/21 本田 天(2) 11.36(+2.6) 滝川 絢香(3) 11.31(+0.4) 富田 理子(3) 10.81(+1.5) 若野明日香(3) 10.81(-0.5) 青木 優楽(2) 10.75(+2.2) 寳田 莉子(3) 10.64(+0.6) 河口 美優(1) 10.63(+0.1) 伊藤 里歩(2) 10.48(+0.3)

三段跳
龍谷富山高 魚津高 呉羽高 水橋高 富山高 富山中部高 富山商高 片山学園高

 5/21 宮本  ｶﾛﾘｰﾅ(3) 39.81 飴井  理彩(2) 35.54 亀澤  亜衣(2) 33.23 髙野  園子(2) 26.72 照井  萌加(2) 23.08 岩谷  莉奈(2) 22.33 中田  萌々香(1) 16.53 宮津  美希(1) 12.72

ハンマー投
上市高 呉羽高 富山高 高岡高 上市高 富山商高 富山中部高 富山中部高

総 合 　83.5点 富山商高  ７４点 高岡商高  ６７点 水　橋　高  ５５点 高　岡　高  ５４点 高岡南高  ４１点 龍谷富山高  ３９点 呉　羽　高  29.5点 新　川　高

ト ラ ッ ク 　６９点 富山商高  ６４点 水　橋　高  ５９点 高岡商高  ３０点 呉　羽　高  ２９点 入　善　高  ２０点 高　岡　高  １９点 富山中部高  １８点 富山南高

フ ィ ー ル ド 　３２点 龍谷富山高  ２８点 高岡南高  ２８点 高　岡　高  １５点 高岡商高  １１点 福　岡　高  １０点 富山高専  １０点 富　山　高   9.5点 富山商高

混 成 　　９点 高岡南高  　８点 新　川　高 　 ７点 高　岡　高 　 ５点 富山商高 　 ４点 富山中部高 　 ３点 福　岡　高

時現在 風　速 湿　度 天　候 富山商高　２年ぶり27回目の総合優勝

11:00 1.2m 45% 晴

12:00 0.7m 45% 曇

12:00 1.2m 42% 晴

12:00 0.5m 78% 曇

第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会
第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会
第69回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会

風　向 気　温 気　圧 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

第　１　日 南南西 26.0℃ 良

第　２　日 北北西 25.5℃ 良

第　３　日 東北東 28.0℃ 良

第　４　日 北北東 22.0℃ 良


