
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 山本　久男

【開催日】 H25/5/18,24,25,26 混成審判長 夏野　義一
決勝記録一覧表 記録主任： 高戸　孝司

(GR:大会新,KR GR:県高校新) 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
 5/25 男子共通  +1.6 縄井  雅英(3) 10.84 笠木  渉(3) 10.91 小倉  亮介(2) 10.94 氏家  潤己(3) 11.05 城岸  ネイマン(3) 11.09 倉川  鷹斗(2) 11.11 松山  優一郎(3) 11.11 矢島  充貴(2) 11.31

１００ｍ 富山高専Ｂ 新川高 片山学園高 高岡南高 富山商高 龍谷富山高 砺波工高 富山中部高
 5/26  +1.4 笠木  渉(3) 21.95 小倉  亮介(2) 22.23 氏家  潤己(3) 22.31 佐藤  僚太(3) 22.33 倉川  鷹斗(2) 22.37 谷口  雄紀(3) 22.55 長田  航樹(1) 22.62 高橋  駿輝(3) 22.80

２００ｍ 新川高 片山学園高 高岡南高 富山中部高 龍谷富山高 新川高 富山高専Ｂ 呉羽高
 5/24 佐藤  僚太(3) 49.23 谷口  雄紀(3) 49.65 大塚  祐貴(3) 49.81 大賀  一諒(2) 49.96 大石  卓哉(3) 50.38 佐藤  弘樹(3) 50.76 柴田  修史(3) 51.24 長田  航樹(1) 51.85

４００ｍ 富山中部高 新川高 富山高 氷見高 富山工高 富山高 龍谷富山高 富山高専Ｂ
 5/26 柴田  修史(3) 1:57.04 北尾  崇郎(1) 1:57.26 石橋  直樹(2) 1:57.77 砂原  健汰(3) 1:58.08 竹部  弘輝(1) 1:59.09 桐  一貴(2) 1:59.78 守山  和希(3) 2:01.13 横山  拓哉(3) 2:01.99

８００ｍ 龍谷富山高 入善高 桜井高 富山高 高岡商高 水橋高 南砺福光高 入善高
 5/24 村島  匠(3) 3:58.01 池田  怜央(3) 4:06.27 中才  雄介(3) 4:07.31 石橋  直樹(2) 4:07.58 竹部  弘輝(1) 4:07.73 北尾  崇郎(1) 4:08.27 宮崎  大輝(3) 4:08.79 守山  和希(3) 4:11.07

１５００ｍ 富山商高 富山商高 富山商高 桜井高 高岡商高 入善高 富山中部高 南砺福光高
 5/26 村島  匠(3) 15:04.26 近藤  勇(3) 15:09.98 池田  怜央(3) 15:36.56 船平  康介(3) 15:53.87 安藤  優気(3) 15:56.22 堂口  一織(3) 15:59.35 河崎  悠人(2) 16:10.96 高田  隼斗(2) 16:16.65

５０００ｍ 富山商高 富山商高 富山商高 高岡向陵高 高岡向陵高 富山高 水橋高 高岡向陵高
 5/24  -0.3 五百崎  太郎(3) 15.02 堀井  直樹(1) 15.24 前川  宏貴(3) 15.33 花島  綾仁(2) 15.78 松井  瑞季(2) 15.91 赤川  元(2) 16.05 山本  卓(3) 16.65 布村  知也(3) 16.77

１１０ｍＨ 富山高専Ｂ 富山高専Ｂ 富山商高 砺波工高 富山高専Ｂ 龍谷富山高 高岡高 富山工高
 5/25 松井  瑞季(2) 55.86 吉江  司(3) 56.00 大賀  一諒(2) 56.86 五百崎  太郎(3) 57.64 清水  栄治(3) 57.69 石垣  拓也(2) 58.05 坂次  大和(2) 59.81 横山  義樹(2) 1:00.62

４００ｍＨ 富山高専Ｂ 南砺福野高 氷見高 富山高専Ｂ 富山商高 富山商高 砺波工高 南砺福野高
 5/25 村島  匠(3) 9:01.06 近藤  勇(3) 9:29.31 船平  康介(3) 9:47.24 宮崎  大輝(3) 9:48.42 安藤  優気(3) 9:54.08 水野  航希(2) 9:55.79 山本  翔也(2) 9:56.24 堂口  一織(3) 10:01.97

３０００ｍＳＣ 富山商高 GR 富山商高 高岡向陵高 富山中部高 高岡向陵高 高岡向陵高 富山商高 富山高
 5/26 山下  優嘉(3) 21:10.02 佐野  慶紀(3) 23:42.47 高瀬  翔平(3) 25:42.15 永井  雅啓(2) 26:01.68 釣賀  武史(2) 26:15.44 荒木  紳吾(2) 26:36.13 清田  雅哉(2) 26:59.03 桜井  智弘(2) 29:06.33

５０００ｍ競歩 富山商高 高岡高 富山高専Ｂ 富山商高 高岡高 南砺福光高 富山高 富山商高
 5/25 中澤  優(2) 2.01 大岩  悠音(3) 1.91 石田  凌大(3) 1.88 志鷹  遼太郎(1) 1.88 平野  邑樹(1) 富山商高 1.80 飯田  将博(2) 片山学園高 1.80

走高跳 富山商高 砺波工高 龍谷富山高 富山商高 青山  純也(3) 龍谷富山高 家山  祐希(2) 福岡高
 5/25 瀬戸  秀治(3) 4.10 越前  匠真(2) 4.00 山本  拓海(2) 3.90 岩谷  拓磨(1) 3.70 松田  勝広(2) 3.60 山下  啓輔(3) 3.60 大畑  周星(2) 富山高 3.40

棒高跳 富山工高 呉羽高 高岡高 富山商高 高岡工芸高 富山工高 小川  敦也(3) 富山工高
 5/24 古  和也(3) 7.25(+1.7) 利川 瑛博(1) 7.11(+1.3) 山本  拓海(2) 7.00(0.0) 谷内  剣(1) 6.79(+0.2) 宮下 侑也(2) 6.72(+1.2) 赤川  元(2) 6.71(+1.6) 城岸ネイマン(3)6.62(+0.7) 林  賢吾(3) 6.58(+1.4)

走幅跳 高岡高 龍谷富山高 高岡高 富山高 龍谷富山高 龍谷富山高 富山商高 水橋高
 5/26 城岸ネイマン(3)14.65(+2.1) 青山 純也(3) 14.23(+1.5) 中澤  優(2) 14.05(+1.9) 林  賢吾(3) 14.01(+0.6) 横江 嵩文(3) 13.87(+1.3) 山川 佑太(2) 13.43(+1.0) 石田 凌大(3) 13.06(+2.6) 多田 裕哉(3) 12.71(+0.3)

三段跳 富山商高 龍谷富山高 富山商高 水橋高 水橋高 新川高 龍谷富山高 高岡高
 5/25 長井  勁哉(3) 13.20 山本  純貴(3) 13.17 佐道  隼矢(2) 12.74 石附  寛太(2) 12.45 石附  征也(3) 12.24 畑  壮(3) 12.14 斉藤  和樹(2) 11.58 向山  潤(3) 11.57

砲丸投 富山高専Ｂ 桜井高 入善高 高岡工芸高 富山高専Ｂ 南砺福光高 富山商高 高岡高
 5/26 長井  勁哉(3) 40.85 石附  征也(3) 38.68 石附  寛太(2) 38.34 山本  純貴(3) 37.30 畑  壮(3) 35.06 佐道  隼矢(2) 34.65 斉藤  和樹(2) 32.89 水上  龍之介(3) 31.47

円盤投 富山高専Ｂ 富山高専Ｂ 高岡工芸高 桜井高 南砺福光高 入善高 富山商高 桜井高
 5/24 前田  智之(3) 50.98 石附  征也(3) 49.71 竹内  遼汰(2) 48.84 潟渕  佑哉(3) 48.46 福井  麗矢(3) 46.67 東井  航平(3) 43.98 長井  勁哉(3) 42.84 石附  寛太(2) 40.69

ハンマー投 呉羽高 富山高専Ｂ 富山商高 富山商高 八尾高 高岡高 富山高専Ｂ 高岡工芸高
 5/24 佐道  隼矢(2) 64.94 水上  龍之介(3) 56.45 中町  星太(2) 55.23 柳澤  怜(3) 50.61 横窪  勇太(3) 50.56 山本  純貴(3) 50.51 谷山  直也(3) 49.93 潟渕  佑哉(3) 48.66

やり投 入善高 KR GR 桜井高 富山商高 呉羽高 八尾高 桜井高 南砺福野高 富山商高
 5/25 富山商高       42.42 富山高専B       42.42 龍谷富山高       42.88 新川高       42.89 水橋高       43.00 富山中部高       43.02 呉羽高       43.44 片山学園高       43.55

４×１００ｍ 赤瀬  椋也(3) 堀井  直樹(1) 佐々木  陸(1) 樋口  絢渉(2) 髙山  司(3) 小澤  太郎(3) 石黒  元章(3) 山崎  脩(1)
城岸  ネイマン(3) 長田  航樹(1) 倉川  鷹斗(2) 谷口  雄紀(3) 山本  拓弥(3) 矢島  充貴(2) 室江  拓哉(3) 飯田  将博(2)
堀  丈(3) 橘  直(2) 河原  水葵(1) 浜川  忠己(2) 前原  功二朗(3) 佐藤  僚太(3) 越前  匠真(2) 瀬口  康太(2)
中澤  優(2) 縄井  雅英(3) 南  雄太(1) 笠木  渉(3) 林  賢吾(3) 黄梅  昌朗(3) 高橋  駿輝(3) 小倉  亮介(2)

 5/26 富山高     3:20.41 龍谷富山高     3:23.76 富山高専B     3:23.96 富山商高     3:24.07 富山工高     3:24.78 氷見高     3:26.23 水橋高     3:26.39 富山中部高     3:28.53
４×４００ｍ 追分  滉大(3) GR 村山  翔(1) 五百崎  太郎(3) 石垣  拓也(2) 大石  卓哉(3) 森本  幸輝(3) 髙山  司(3) 小澤  太郎(3)

大塚  祐貴(3) 利川  瑛博(1) 松井  瑞季(2) 堀  丈(3) 三浦  大輝(2) 堀川  誠矢(3) 桐  一貴(2) 原田  和志(2)
川上  雅博(3) 西尾  誠太郎(2) 長田  航樹(1) 元尾  海渡(1) 瀬戸  秀治(3) 山崎  廉(1) 南條  雅人(2) 黄梅  昌朗(3)
佐藤  弘樹(3) 柴田  修史(3) 縄井  雅英(3) 清水  栄治(3) 中川  拓也(2) 大賀  一諒(2) 林  賢吾(3) 佐藤  僚太(3)

 5/25 古  和也(3) 5003 弥生  陸斗(3) 4751 前山  明信(2) 4687 勝島  貴士(2) 4413 梅原  恵太(3) 4394 吉森  豪(2) 4362 多田  裕哉(3) 4250 澤田  裕真(2) 4233
八種競技 高岡高 桜井高 南砺福野高 富山高専Ｂ 砺波高 富山南高 高岡高 南砺福光高

総合  162.5点 富山商高 １０３点 富山高専  65.5点 龍谷富山高  ４８点 高　岡　高  ４１点 桜　井　高  34.5点 富　山　高  ３３点 新　川　高  ２８点 入　善　高
トラック １０３点 富山商高 　６２点 富山高専  ３３点 龍谷富山高  ３０点 新　川　高  ２８点 富　山　高  ２５点 富山中部高  ２３点 高岡向陵高  １４点 片山学園高
フィールド  59.5点 富山商高 　３６点 富山高専  32.5点 龍谷富山高  ２５点 高　岡　高  ２３点 桜　井　高  ２０点 呉　羽　高  １７点 入　善　高  １６点 高岡工芸高
混成  １０点 高　岡　高  　７点 桜　井　高 　 ６点 南砺福野高 　 ５点 富山高専  　４点 砺　波　高  　３点 富山南高  　１点 南砺福光高

時現在 風　速 湿　度 天　候 富山商高　３年ぶり３２回目の総合優勝
11:00 0.3m 32% 晴
12:00 1.1m 32% 晴
12:00 2.0m 40% 晴
12:00 1.0m 37% 晴

風　向 気　温 気　圧 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ

第　４　日 東 28.5℃ 良

第　２　日 北北東
第　１　日 東 22.5℃ 良

28.5℃ 良
25.5℃ 良

第　３　日 北東


