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134213 青木 佳奈 ｱｵｷ ｶﾅ 女 39 W35 東京都 走高跳

263 井田 美喜子 ｲﾀﾞ ﾐｷｺ 女 62 W60 入善町 5000m

160651 上野 由香利 ｳｴﾉ ﾕｶﾘ 女 38 W35 新潟県 60m 100m 200m

160290 江口 満喜子 ｴｸﾞﾁ ﾏｷｺ 女 62 W60 新潟県 60m 走幅跳 三段跳

220762 金子 葉子 ｶﾈｺ ﾖｳｺ 女 55 W55 愛知県 60m 100m 200m

240796 喜多嶋 良子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼｺ 女 50 W50 三重県 円盤投 砲丸投 60m

226 佐伯 信子 ｻｴｷ ﾉﾌﾞｺ 女 69 W65 富山市 砲丸投 円盤投 走高跳

697 高見 かおり ﾀｶﾐ ｶｵﾘ 女 50 W50 富山市 800m 1500m

230 高村 まゆみ ﾀｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ 女 59 W55 黒部市 3000m 1500m 800m

300 武村 尚代 ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾖ 女 44 W40 入善町 3000m

160400 建部 園枝 ﾀﾃﾍﾞ ｿﾉｴ 女 65 W65 新潟県 やり投

220802 豊廣 里子 ﾄﾖﾋﾛ ｻﾄｺ 女 46 W45 愛知県 走高跳

232 温井 淑子 ﾇｸｲ ﾖｼｺ 女 79 W75 富山市 800m

221408 野村 祥花 ﾉﾑﾗ ｻﾁｶ 女 27 W25 愛知県 60m 100m 200m

286 東山 久美子 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｸﾐｺ 女 53 W50 富山市 100m 200m

180504 福田 外枝 ﾌｸﾀﾞ ｿﾄｴ 女 82 W80 石川県 60m 100m ﾊﾝﾏｰ投

688 前原 景子 ﾏｴﾊﾗ ｹｲｺ 女 61 W60 高岡市 60m 100m

221316 松井 美樹 ﾏﾂｲ ﾐｷ 女 27 W25 愛知県 60m 100m 200m

200532 安田 弘江 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ 女 52 W50 長野県 60m 100m 走幅跳

160635 八幡 晶子 ﾔﾜﾀ ｱｷｺ 女 52 W50 新潟県 60m 100m h_300m

132132 相羽 吉男 ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ 男 71 M70 東京都 60m h_300m

133883 青木 航太 ｱｵｷ ｺｳﾀ 男 38 M35 東京都 走高跳

687 東川 仁士 ｱｽﾞﾏｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 男 45 M45 富山市 100m 200m

101253 新井 法正 ｱﾗｲ ﾉﾘﾏｻ 男 66 M65 群馬県 h_300m

230287 有賀 信彦 ｱﾘｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 男 53 M50 愛知県 やり投

534 五十嵐 尚寛 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵﾋﾛ 男 56 M55 富山市 60m 100m

160627 池亀 孝雄 ｲｹｶﾞﾒ ﾉﾘｵ 男 63 M60 新潟県 3000m

618 池田 千明 ｲｹﾀﾞ ﾁｱｷ 男 38 M35 砺波市 60m 100m 200m

180646 池野 正満 ｲｹﾉ ﾏｻﾐﾂ 男 44 M40 石川県 100m 200m

419 井沢 宏昭 ｲｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 男 48 M45 小杉町 60m 100m

141909 石川 淳史 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 男 50 M50 新潟県 砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投

171 石田 静雄 ｲｼﾀﾞ ｼｽﾞｵ 男 63 M60 黒部市 60m 100m 走幅跳

650 石山 彰雄 ｲｼﾔﾏ ｱｷｵ 男 68 M65 富山市 1500m 3000m

115 猪島 裕永 ｲﾉｼﾏ ﾋﾛﾅｶﾞ 男 69 M65 富山市 800m 1500m

200992 丑澤 和彦 ｳｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 男 52 M50 長野県 ﾊﾝﾏｰ投

644 宇田 智裕 ｳﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男 32 M30 朝日町 100m

479 内田 昌宏 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男 66 M65 富山市 60m 100m 200m

180300 内野 英樹 ｳﾁﾉ ﾋﾃﾞｷ 男 65 M65 石川県 60m 100m

617 上江 正信 ｳﾜｴ ﾏｻﾉﾌﾞ 男 65 M65 砺波市 60m 100m やり投
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260697 遠藤 毅 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 男 44 M40 京都府 やり投

250205 大西 繁人 ｵｵﾆｼ ｼｹﾞﾋﾄ 男 60 M60 滋賀県 円盤投

058 大西 好夫 ｵｵﾆｼ ﾖｼｵ 男 78 M75 南砺市 三段跳

559 大野 明 ｵｵﾉ ｱｷﾗ 男 55 M55 富山市 三段跳 走幅跳

180705 大森 修 ｵｵﾓﾘ ｵｻﾑ 男 58 M55 石川県 60m

100381 岡田 節男 ｵｶﾀﾞ ｾﾂｵ 男 71 M70 群馬県 砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投

190637 岡部 正文 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾌﾞﾐ 男 68 M65 福井県 やり投

230397 小野 宏貴 ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ 男 37 M35 岐阜県 60m 100m 200m

476 数井 茂行 ｶｽﾞｲ ｼｹﾞﾕｷ 男 49 M45 富山市 100m 200m 400m

230246 片田 泰郎 ｶﾀﾀﾞ ﾔｽﾛｳ 男 60 M60 岐阜県 やり投

672 嘉藤 寿勝 ｶﾄｳ ﾋｻｶﾂ 男 46 M45 富山市 100m

633 金山 祐太 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ 男 35 M35 富山市 100m 走幅跳

160688 金子 登美男 ｶﾈｺ ﾄﾐｵ 男 56 M55 新潟県 100m

221076 鎌田 浩之 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 男 58 M55 愛知県 砲丸投 円盤投

628 上子 信夫 ｶﾐｺ ﾉﾌﾞｵ 男 42 M40 射水市 100m 200m

200484 上條 健 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 男 49 M45 長野県 走幅跳 三段跳 ﾊﾝﾏｰ投

190537 川谷 義弘 ｶﾜﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 男 65 M65 福井県 三段跳

654 河内 猛 ｶﾜﾁ ﾀｹｼ 男 54 M50 滑川市 1500m 800m 400m

535 川向 誠 ｶﾜﾑｶｲ ﾏｺﾄ 男 59 M55 富山市 円盤投

157 川原田 博志 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 男 63 M60 魚津市 1500m 5000m

363 木下 隆行 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾕｷ 男 52 M50 富山市 100m

588 倉田 太 ｸﾗﾀ ﾌﾄｼ 男 44 M40 高岡市 100m 200m

110465 栗原 圭三 ｸﾘﾊﾞﾗ ｹｲｿﾞｳ 男 60 M60 埼玉県 ﾊﾝﾏｰ投

200061 黒岩 邦義 ｸﾛｲﾜ ｸﾆﾖｼ 男 69 M65 長野県 h_100m 60m

160687 黒崎 弘明 ｸﾛｻｷ ﾋﾛｱｷ 男 86 M85 新潟県 100m 砲丸投 円盤投

696 小島 隆 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 男 47 M45 上市町 1500m

220843 小高 孝二 ｺﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ 男 51 M50 愛知県 60m 100m 200m

110735 小林 和義 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ 男 52 M50 埼玉県 走幅跳 走高跳

200013 小林 博幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 男 64 M60 長野県 100m h_300m

689 駒見 健太郎 ｺﾏﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 男 35 M35 富山市 60m 100m 200m

160392 近藤 努 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 男 58 M55 新潟県 60m 100m 200m

101109 斉藤 克己 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾐ 男 53 M50 群馬県 100m 走幅跳

230493 磋俄 正臣 ｻｶﾞ ﾏｻｵﾐ 男 47 M45 岐阜県 三段跳 100m

666 坂井 信仁 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾄ 男 36 M35 立山町 400m

622 佐近 誠司 ｻｺﾝ ｾｲｼﾞ 男 35 M35 上市町 100m 200m

665 左近 宗義 ｻｺﾝ ﾑﾈﾖｼ 男 72 M70 富山市 3000m

90452 佐々木 泰之 ｻｻｷ ﾔｽﾕｷ 男 54 M50 栃木県 砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投

131103 笹野 幸夫 ｻｻﾉ ﾕｷｵ 男 57 M55 東京都 h_100m h_400m 800m

063 佐野 高臣 ｻﾉ ﾀｶﾄﾐ 男 77 M75 小矢部市 5000m
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121233 澤 好幸 ｻﾜ ﾖｼﾕｷ 男 47 M45 千葉県 走幅跳 やり投 円盤投

190177 下浜　岩男 ｼﾀﾊﾏ ｲﾜｵ 男 67 M65 福井県 1500m 800m

190526 清水 雅一 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｶｽﾞ 男 54 M50 福井県 60m 100m

141390 神保 辰男 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀﾂｵ 男 57 M55 神奈川県 やり投 円盤投 砲丸投

430 杉山 秀樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 男 68 M65 南砺市 やり投

190700 曽根 淳二 ｿﾈ ｼﾞｭﾝｼﾞ 男 42 M40 石川県 60m 100m

661 大利 壮 ﾀﾞｲﾘ ﾀｹｼ 男 47 M45 上市町 60m 100m 400m

190119 高岡　　茂 ﾀｶｵｶ ｼｹﾞﾙ 男 61 M60 福井県 60m 100m 200m

433 高木 明彦 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾋｺ 男 58 M55 高岡市 5000m

180697 高田 紀之 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 男 51 M50 石川県 1500m 3000m 5000m

160025 高橋　進 ﾀｶﾊｼ　ｽｽﾑ 男 79 M75 新潟県 60m 100m 200m

693 高橋 秀親 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾁｶ 男 52 M50 富山市 60m 100m

690 高畑 峻介 ﾀｶﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 男 30 M30 射水市 60m 100m

190623 高谷 直樹 ﾀｶﾔ ﾅｵｷ 男 47 M45 福井県 100m

683 高安 智之 ﾀｶﾔｽ ﾄﾓﾕｷ 男 43 M40 高岡市 800m

685 田川 雄介 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男 39 M35 高岡市 60m 100m

627 滝川 裕一郎 ﾀｷｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男 38 M35 富山市 60m 100m 200m

679 竹内 崇裕 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 男 40 M40 入善町 100m 200m

180689 田代 光男 ﾀｼﾛ ﾐﾂｵ 男 61 M60 石川県 1500m

190232 田中　信男 ﾀﾅｶ　ﾉﾌﾞｵ 男 70 M70 福井県 60m 100m 走高跳

517 田中 洋 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 男 65 M65 富山市 三段跳 走幅跳

336 谷村 英一 ﾀﾆﾑﾗ ｴｲｲﾁ 男 53 M50 富山市 60m 100m

100726 玉置 聡 ﾀﾏｵｷ ｻﾄｼ 男 52 M50 群馬県 h_400m

585 玉森 清 ﾀﾏﾓﾘ ｷﾖｼ 男 72 M70 魚津市 3000m

180573 田村 博 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 男 44 M40 石川県 100m

160662 塚田 潤 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 男 43 M40 新潟県 走高跳

160619 塚田 義一 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 男 66 M65 新潟県 3000m 1500m 800m

180234 出口 良信 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 男 71 M70 石川県 h_300m 400m 800m

634 寺崎 章宏 ﾃﾗｻｷ ｱｷﾋﾛ 男 33 M30 富山市 走幅跳

481 徳田 勝大 ﾄｸﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 男 43 M40 富山市 60m 100m

220644 外山 修 ﾄﾔﾏ ｵｻﾑ 男 74 M70 愛知県 砲丸投 やり投 ﾊﾝﾏｰ投

221428 豊廣 秀一 ﾄﾖﾋﾛ ｼｭｳｲﾁ 男 37 M35 愛知県 3000m

643 中川 勝治 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾊﾙ 男 63 M60 魚津市 3000m

486 中川 成彬 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾘｱｷ 男 77 M75 富山市 60m

190414 仲嶌 正一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 男 69 M65 福井県 砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投

221306 中根 裕司 ﾅｶﾈ ﾕｳｼﾞ 男 50 M50 愛知県 やり投

380267 中村 明雄 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ 男 59 M55 愛媛県 円盤投

160248 中村　繁男 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｵ 男 65 M65 新潟県 60m 100m

694 永森 健二 ﾅｶﾞﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 男 42 M40 富山市 3000m 5000m
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682 中山 泰司 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｼ 男 42 M40 富山市 3000m

388 西井 實 ﾆｼｲ ﾐﾉﾙ 男 80 M80 富山市 砲丸投 円盤投

561 西澤 秀信 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 男 58 M55 富山市 やり投

270996 二宮 一 ﾆﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ 男 55 M55 京都府 砲丸投 円盤投 やり投

100997 温井 剛 ﾇｸｲ ﾂﾖｼ 男 56 M55 群馬県 60m 100m 200m

453 野坂　宗永 ﾉｻﾞｶ ｿｳｴｲ 男 50 M50 入善町 100m

544 能登 勝宏 ﾉﾄ ｶﾂﾋﾛ 男 49 M45 黒部市 60m 100m 400m

110855 萩原 栄伸 ﾊｷﾞﾜﾗ ｴｲｼﾝ 男 46 M45 埼玉県 60m 100m 200m

160120 羽鳥 邦彦 ﾊﾄﾘ ｸﾆﾋｺ 男 78 M75 新潟県 やり投

648 浜木 清紀 ﾊﾏｷ ｷﾖﾉﾘ 男 50 M50 高岡市 100m 400m

684 原田 和志 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｼ 男 23 M20 富山市 200m 400m

425 氷見 和人 ﾋﾐ ｶｽﾞﾋﾄ 男 47 M45 高岡市 60m 100m 200m

230041 平塚 光明 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂｱｷ 男 71 M70 岐阜県 3000m 800m

120407 平野 優二 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞ 男 62 M60 千葉県 やり投

183 廣瀬 弘 ﾋﾛｾ ﾋﾛｼ 男 96 M95 射水市 やり投 砲丸投 円盤投

230338 広瀬 誠 ﾋﾛｾ ﾏｺﾄ 男 46 M45 岐阜県 60m 100m 200m

686 廣安 克真 ﾋﾛﾔｽ ｶﾂﾏｻ 男 35 M35 砺波市 60m 100m 200m

310 藤井 仁 ﾌｼﾞｲ ﾋﾄｼ 男 80 M80 黒部市 60m 100m 200m

190483 藤田　英永 ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 男 55 M55 福井県 走幅跳 走高跳

280179 船引 規正 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾉﾘﾏｻ 男 61 M60 兵庫県 砲丸投 円盤投

211444 堀畑 幸信 ﾎﾘﾊﾞﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 男 52 M50 静岡県 砲丸投 円盤投

629 本川 幸夫 ﾎﾝｶﾜ ﾕｷｵ 男 69 M65 富山市 3000m

562 本多 治 ﾎﾝﾀﾞ ｵｻﾑ 男 52 M50 富山市 200m 400m

271486 本田 豊 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 男 70 M70 大阪府 60m h_300m 200m

695 松井 昭 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 男 50 M50 南砺市 砲丸投 100m

200593 松澤 洋 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 男 53 M50 長野県 やり投

134097 松本 英晴 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾊﾙ 男 59 M55 東京都 円盤投 砲丸投

190540 見澤 泰夫 ﾐｻﾜ ﾔｽｵ 男 68 M65 福井県 走幅跳 砲丸投

170 水口 清司 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｷﾖｼ 男 66 M65 滑川市 1500m 5000m

180117 南 且司 ﾐﾅﾐ ｶﾂｼ 男 71 M70 石川県 1500m

190644 三原 昇 ﾐﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ 男 44 M40 福井県 3000m 1500m

565 明井 守 ﾐｮｳｲ ﾏﾓﾙ 男 61 M60 上市町 200m 400m

240525 村井 克行 ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ 男 56 M55 三重県 砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投

111180 茂木 厚裕 ﾓﾃｷﾞ ｱﾂﾋﾛ 男 39 M35 埼玉県 60m 100m

678 盛田 龍彦 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾋｺ 男 76 M75 富山市 800m 3000m

502 森田 雅彦 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋｺ 男 42 M40 魚津市 60m 100m

589 八木 博 ﾔｷﾞ ﾋﾛｼ 男 48 M45 黒部市 100m 60m 200m

180128 安田　賢次 ﾔｽﾀ ｹﾝｼﾞ 男 76 M75 石川県 400m 800m

576 安田 典史 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 男 43 M40 富山市 60m 100m 200m



会員番号 氏名 ふりがな 性別 年齢 区分 所属 種目１ 種目２ 種目３

第38回富山ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技選手権大会ｴﾝﾄﾘｰﾘｽﾄ(7月14日現在）

280927 矢野 明弘 ﾔﾉ ｱｷﾋﾛ 男 46 M45 兵庫県 3000m

160737 矢野 秀樹 ﾔﾉ ﾋﾃﾞｷ 男 33 M30 新潟県 200m h_110m 三段跳

660 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 男 44 M40 富山市 100m 200m 60m

375 山下 昭夫 ﾔﾏｼﾀ ｱｷｵ 男 75 M75 高岡市 60m 100m 200m

200022 山田 栄一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 男 79 M75 長野県 円盤投 やり投 ﾊﾝﾏｰ投

089 山田 久昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｱｷ 男 75 M75 南砺市 3000m

260437 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男 47 M45 京都府 100m

190442 山本 恭弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 男 53 M50 福井県 3000m

330604 山本 宣博 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 男 70 M70 岡山県 砲丸投 やり投 円盤投

133390 湯浅 総一郎 ﾕｱｻ ｿｳｲﾁﾛｳ 男 56 M55 東京都 円盤投 やり投 砲丸投

438 柚木 透 ﾕﾉｷ ﾄｵﾙ 男 56 M55 富山市 100m 200m 400m

072 横田 俊泰 ﾖｺﾀ ﾄｼﾔｽ 男 77 M75 高岡市 3000m 5000m

160093 横土　純 ﾖｺﾄﾞ ｼﾞｭﾝ 男 67 M65 新潟県 60m 100m

116 吉井 清美 ﾖｼｲ ｷﾖﾐ 男 69 M65 氷見市 5000m

180152 吉岡 繁樹 ﾖｼｵｶ ｼｹﾞｷ 男 63 M60 石川県 砲丸投 円盤投 ﾊﾝﾏｰ投

160028 吉川　修 ﾖｼｶﾜ　ｵｻﾑ 男 83 M80 新潟県 やり投 ﾊﾝﾏｰ投

671 與那嶺 光始 ﾖﾅﾐﾈ ﾐﾂｼ 男 54 M50 富山市 60m 100m

169999 若井 武 ﾜｶｲ ﾀｹｼ 男 50 M50 新潟県 砲丸投 円盤投

160390 渡部　光晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾂﾊﾙ 男 55 M55 新潟県 走高跳
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