
日付 種目

片原　一輝(2) 10.61 林　大晟(2) 11.09 大久保　優斗(2) 11.20 大矢　等星(１) 11.21 折橋　巧也(2) 11.22 本田　聖人(1) 11.22 宮越　健士郎(1) 11.33 武田　輝(1) 11.45

富山商高 GR 富山第一高 新川高 富山第一高 富山高 富山高専 富山商高 富山北部高

福島　凜(2) 22.09 折橋　巧也(2) 22.38 大矢　等星(1) 22.68 宮越　健士郎(1) 22.71 大久保　優斗(2) 23.03 豊田　勇信(2) 23.03 喜多　健士郎(2) 23.23 武田　輝(1) 23.68

富山中部高 富山高 富山第一高 富山商高 新川高 高岡南高 富山高専 富山北部高

福島　凜(2) 48.51 長谷　海翔(2) 49.73 能登　悠晴(2) 50.61 梅澤　信吾(2) 50.95 服部　隼也(1) 51.04 水野　薫(2) 51.27 松田　優真(1) 52.16 南保　葵梓(1) 52.32

富山中部高 龍谷富山高 龍谷富山高 富山北部高 富山高 富山南高 高岡高 新川高

矢田　歩夢(1) 1:57.86 石倉　陵羽(2) 1:58.65 大代　賢治(2) 1:59.85 川島　健(1) 2:00.93 永山　涼太(2) 2:02.00 濱田　彪雅(2) 2:03.97 柳瀬　瑛叶(2) 2:05.30 髙橋　諒(2) 2:10.76

高岡商高 富山高 大門高 南砺福野高 富山商高 富山中部高 高岡向陵高 高岡高

高森　そら(2) 3:56.34 纓坂　倭人(2) 3:58.48 柳瀬　瑛叶(2) 4:00.36 矢田　歩夢(1) 4:01.07 豊口　翔(2) 4:02.16 中野　景太(2) 4:06.34 川島　健(1) 4:12.18 濱田　彪雅(2) 4:13.45

高岡向陵高 高岡向陵高 高岡向陵高 高岡商高 富山商高 高岡高 南砺福野高 富山中部高

高森　そら(2) 14:44.12 纓坂　倭人(2) 15:16.32 豊口　翔(2) 15:21.75 荒井　琉(2) 15:45.76 道越　一葵(2) 16:20.60 壽盛　蒼天(1) 16:47.74 熊﨑　遥斗(1) 16:50.41 川端　大翔(1) 16:50.51

高岡向陵高 =GR 高岡向陵高 富山商高 富山商高 富山中部高 砺波高 高岡商高 富山商高

手塚　悠斗(1) 15.71 小林　伶鳳(2) 15.93 矢野　尊路(1) 16.49 細川　柊吾(2) 16.75 髙柳　侑(2) 16.78 浜守　光映(1) 17.07 堀　壮寿(1) 17.70

高岡南高 富山第一高 新湊高 砺波工高 富山商高 魚津高 高岡工芸高

能登　悠晴(2) 55.33 梅澤　信吾(2) 58.27 浅井　洋輝(2) 59.09 深津　奏音(2) 59.45 山﨑　恵翔(2) 59.82 手塚　悠斗(1) 1:02.45 森　瑛音(1) 1:02.93

龍谷富山高 富山北部高 富山南高 南砺福野高 富山高 高岡南高 富山南高

中野　景太(2) 9:50.26 櫻井　優太(2) 9:55.90 橋本　崇人(2) 10:18.05 前田　隼汰(1) 10:19.58 宮本　祥吾(1) 10:39.23 石田　陽皐(2) 10:59.97 村井　雄悟(1) 11:05.75 浦野　恭成(1) 11:16.15

高岡高 高岡向陵高 富山商高 高岡向陵高 富山高専 桜井高 富山商高 富山商高

久村　順正(2) 25:45.81 清水　哲朗(2) 25:48.15 中田　晴斗(1) 27:10.76 釘宮　凜(2) 28:20.24 島田　知来(1) 29:57.27 佐竹　海飛(1) 29:57.62 坂野　友哉(2) 30:15.49 大家　圭輔(1) 30:45.82

富山高専 富山高専 富山中部高 高岡高 高岡工芸高 砺波高 富山中部高 高岡南高

富山商高 42.82 龍谷富山高 43.09 富山高専 43.22 富山第一高 43.34 新川高 43.39 富山北部高 44.04 高岡南高 44.92 富山高 46.05

山岸　夢喜(2) 今井　悠汰(1) 本田　聖人(1) 悟道　稜太郎(1) 藤井　雅弥(2) 小林　寛和(1) 久村　昂平(2) 山田　拓輝(1)

片原　一輝(2) 能登　悠晴(2) 鍋島　一星(2) 林　大晟(2) 大久保　優斗(2) 梅澤　信吾(2) 手塚　悠斗(1) 森　翼(2)

宮越　健士郎(1) 西川　良瑠(2) 喜多　健士郎(2) 小松　幹太(1) 南保　葵梓(1) 武田　輝(1) 豊田　勇信(2) 山﨑　恵翔(2)

灰庭　平太朗(1) 長谷　海翔(2) 加藤　暖都(1) 大矢　等星(1) 関口　楽(1) 松原　玲夢(2) 京田　知大(2) 服部　隼也(1)

龍谷富山高 3:21.84 富山南高 3:23.87 富山高専 3:25.57 富山中部高 3:26.00 富山高 3:28.65 高岡高 3:30.15 高岡南高 3:32.16 富山北部高 3:34.48

西川　良瑠(2) 浅井　洋輝(2) 本田　聖人(1) 西田　圭志(1) 折橋　巧也(2) 勝山　友翔(2) 久村　昂平(2) 松原　玲夢(2)

長谷　海翔(2) 水野　薫(2) 鍋島　一星(2) 堀　颯汰(2) 服部　隼也(1) 髙橋　諒(2) 豊田　勇信(2) 梅澤　信吾(2)

泉　大成(1) 四津谷　和裕(2) 山室　勇葵(2) 濱田　彪雅(2) 山﨑　恵翔(2) 松田　優真(1) 手塚　悠斗(1) 中西　諒(2)

能登　悠晴(2) 尾上　夢翔(2) 喜多　健士郎(2) 福島　凜(2) 石倉　陵羽(2) 岩坂　友希(2) 京田　知大(2) 武田　輝(1)

堀田　凌慈(2) 1m94 濱田　航旗(2) 1m91 木下　亮介(1) 1m76 天野　稜太(2) 1m70 松本　丈(1) 1m70 放生　隆晟(1) 1m70 野澤　勇聖(1) 1m65 平澤　伸昌(1) 1m60

入善高 新川高 高岡商高 富山東高 高岡工芸高 片山学園高 富山いずみ高 桜井高

和田　柊馬(2) 1m60

魚津工高

勝山　友翔(2) 3m80 加藤　暖都(1) 3m80 和泉　侑汰(1) 3m60 清水　優心(1) 3m30 湯淺　陸(1) 3m20 小松　颯馬(2) 3m10

高岡高 富山高専 高岡高 高岡工芸高 高岡工芸高 砺波高

鍋島　一星(2) 6m87(+0.5) 本田　聖人(1) 6m40(-0.2) 泉　大成(1) 6m30(-0.2) 藤元　想次郎(2) 6m29(0.0) 小林　寛和(1) 6m26(0.0) 勝山　友翔(2) 6m25(0.0) 関口　楽(1) 6m09(0.0) 和泉　航生(1) 6m05(0.0)

富山高専 富山高専 龍谷富山高 呉羽高 富山北部高 高岡高 新川高 呉羽高

藤田　裕介(2) 12m87(+1.9) 川村　旺太郎(2) 12m75(+0.6) 林　良夫(2) 12m70(+2.7) 関口　楽(1) 12m42(+0.2) 中西　諒(2) 12m22(+1.1) 谷村　康太朗(1) 12m12(+1.0) 鍋嶋　聖也(2) 12m01(-0.4) 飯田　諒人(1) 11m99(+0.1)

新湊高 富山いずみ高 富山南高 公認12m27(+1.8) 新川高 富山北部高 南砺福野高 富山工高 富山高専

和田　研正(2) 12m31 高橋　祐成(2) 11m13 川村　旺太郎(2) 10m58 髙山　晋太郎(1) 10m53 金田　光幸(1) 10m51 堀田　真裕(2) 10m45 寺崎　耀(1) 10m06 北林　友輝(1) 9m77

富山商高 龍谷富山高 富山いずみ高 魚津高 高岡商高 大門高 富山高専 富山西高

堀田　真裕(2) 36m40 鏡　淳矢(2) 32m74 下岡　錬(2) 28m59 髙岡　寛行(2) 26m68 地崎　達也(2) 26m37 太田　悠太(1) 24m97 須藤　拓海(1) 23m88 大村　宇道(2) 23m58

大門高 高岡工芸高 大門高 高岡南高 高岡商高 富山いずみ高 大門高 中央農高

和田　研正(2) 37m34 木間　亘(2) 32m24 大村　宇道(2) 29m88 今川　款太郎(2) 28m96 谷井　修弥(2) 26m47 寺崎　耀(1) 22m78 中屋　マイロ(2) 18m26

富山商高 高岡高 中央農高 高岡南高 龍谷富山高 富山高専 富山北部高

下岡　錬(2) 57m15 高橋　祐成(2) 52m80 永原　亜月(2) 50m52 橋本　武蔵(2) 50m09 日合　司(2) 48m15 西川　永輝(2) 47m62 指﨑　航大(1) 44m67 石﨑　遥士(1) 39m35

大門高 龍谷富山高 高岡商高 高岡高 新湊高 富山第一高 高岡商高 高岡商高

橋本　武蔵(2) 4435点 前林　諒叡(2) 4096点 守田　煌陽(2) 3898点 杉本　達紀(1) 3470点 中道　歩夢(2) 3380点 古谷　義博(1) 3254点

高岡高 富山中部高 富山高 富山中部高 入善高 龍谷富山高

男子総合 富山商高 72点 富山高専 64点 龍谷富山高 63点 高岡高 59点 高岡向陵高 50点 富山中部高 49点 高岡商高 38点 富山高 37点

男子トラック 富山商高 56点 高岡向陵高 50点 富山中部高 37点 龍谷富山高 36点 富山高専 36点 富山高 31点 富山第一高 30点 高岡高 22点

男子フィールド 高岡高 29点 富山高専 28点 大門高 27点 龍谷富山高 24点 高岡商高 23点 高岡工芸高 20点 富山いずみ高 18点 富山商高 16点
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

男子総合において、富山商業高校は2年連続21回目の優勝
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第58回富山県高等学校新人陸上競技大会 【21181003】
富山県総合運動公園陸上競技場 【181020】
2021/09/18 ～ 2021/09/20

8位1位 2位 3位

9月19日
男子100m

風：0.0

9月20日
男子200m
風：+0.9

9月18日 男子400m

9月20日 男子800m

9月18日 男子1500m

9月20日 男子5000m

9月18日
男子110mH

風：-0.1

9月19日 男子400mH

9月20日 男子3000mSC

男子砲丸投

9月20日 男子5000mW

9月19日 男子4x100mR

9月20日 男子4x400mR

男子円盤投

9月18日 男子ハンマー投

9月18日 男子やり投

9月19日 男子棒高跳

9月20日 男子三段跳

9月19日

18.17(+2.2)-52m80-1m69-4:55.77

9月18日
～19日

男子八種競技
11.84(+1.6)-5m72(0.0)-9m28-54.19

17.85(+2.2)-29m47-1m51-4:55.81

9月20日 男子走高跳

9月18日 男子走幅跳

9月20日

対抗得点

12.32(+1.6)-5m02(-0.4)-8m34-58.03

20.79(+2.2)-35m68-1m39-5:23.61

12.23(+1.6)-5m87(0.0)-9m68-54.63

20.82(+2.2)-36m00-1m57-5:03.33

12.52(+1.6)-5m22(0.0)-9m49-57.26

20.07(+2.2)-28m97-1m48-5:06.30

12.13(+1.6)-5m13(0.0)-7m01-55.75

19.52(+2.2)-27m80-1m42-5:13.76

12.12(+1.6)-6m04(0.0)-7m92-55.18


