
No.1

陸協 富山陸協 コード 競技会名 コード 20-18-0026 審判長

主催団体 競技場名 コード 182040 記録主任

 10/18 中1 総合 1 福岡  稜大 中1 上市町 13.19 2 松岡  一期 中1 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 13.31 3 豊田  優介 中1 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.34 4 平川  京馳 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 14.71
100m 富山 +0.6 富山 +2.2 富山 +2.2 富山 +2.2

 10/18 中2 総合 1 山本  涼聖 中2 上市町 11.86 2 亀田  頼侍 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 12.32 3 勝島  幹太 中2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 12.68 4 麻柄  祐吏 中2 上市町 13.04
100m 富山 +1.8 富山 +1.8 富山 +0.6 富山 +0.6

5 山林  俊貴 中2 上市町 13.12
富山 +0.6

 10/18 中3 総合 1 宮越健士郎 中3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 11.63 2 小林  飛源 中3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 12.13 3 小森  和矢 中3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 12.40 4 灰庭平太朗 中3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 12.45
100m 富山 +1.8 富山 +1.8 富山 +0.6 富山 +0.6

5 高橋蓮太朗 中3 上市中学校 12.68
富山 +0.6

 10/18 小1 総合 1 水野  晟玖 小1 富山市 19.91
100m 富山 +2.1

 10/18 小2 総合 1 岡崎  恒輝 小2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 18.20 2 平野  海晴 小2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 18.83
100m 富山 +2.1 富山 +2.1

 10/18 小3 総合 1 池田  壮汰 小3 砺波南部小 16.23 2 滝川    善 小3 富山市 17.35 3 伍嶋  友星 小3 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 17.80
100m 富山 +2.1 富山 +2.1 富山 +2.1

 10/18 小4 総合 1 丹治  堯舜 小4 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 16.08 2 山口  碧也 小4 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 16.19 3 安達  玲藍 小4 ﾁｰﾑﾘｱｸﾄ 16.29
100m 富山 +2.1 富山 +0.1 石川 +0.1

 10/18 小5 総合 1 三澤    颯 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.77 2 山下  隼征 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.90 3 米田  貴大 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.33 4 中村    純 小5 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.97
100m 富山 +2.2 富山 +0.1 富山 +0.1 富山 +0.1

5 林    千真 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 17.05
富山 +2.1

 10/18 小6 総合 1 水野  龍晴 小6 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 13.67 2 山崎  翔矢 小6 上市町 14.43
100m 富山 +2.2 富山 +2.2

 10/18 中1 総合 1 小松  心奏 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 13.89 2 内田  心桜 中1 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.03 3 森井  夢依 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 14.10 4 八町  麻由 中1 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.12
100m 富山 +1.0 富山 +0.6 富山 +1.0 富山 -0.7

5 佐伯  心優 中1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 14.77 6 椎名  琴美 中1 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.12 7 神谷  怜実 中1 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.42
富山 -0.7 富山 -0.5 富山 0.0

 10/18 中2 総合 1 日尾  芽愛 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 13.46 2 冨原  佳音 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 13.70 3 折川ひかり 中2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 13.74 4 山本  智愛 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.47
100m 富山 +0.6 富山 +1.0 富山 +1.0 富山 -0.7

4 西山  史歩 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.47 6 説田夕妃乃 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.48 7 明官レヲン 中2 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.54 8 山口鈴々音 中2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.12
富山 +0.6 富山 +0.6 富山 +0.6 富山 -0.7

9 谷井    円 中2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.18 10 春日  咲重 中2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.40
富山 +0.6 富山 0.0

 10/18 中3 総合 1 内田  愛里 中3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 12.91 2 林    真央 中3 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 13.87 3 山崎  純菜 中3 上市町 14.96
100m 富山 +1.0 富山 +1.0 富山 -0.7

 10/18 小1 総合 1 中村  仁美 小1 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 19.45
100m 富山 -0.3

 10/18 小2 総合 1 佐伯  優芽 小2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 17.77 2 安達結乃蒼 小2 ﾁｰﾑﾘｱｸﾄ 18.69 3 野島  万椰 小2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 18.82 4 佐々木六花 小2 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 18.86
100m 富山 +0.1 石川 +0.1 富山 -0.3 富山 -0.3

 10/18 小3 総合 1 清水  美旺 小3 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 16.91 2 池田  新菜 小3 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 17.13 3 河原  美咲 小3 富山市 18.07 4 堀田  星來 小3 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 18.87
100m 富山 +0.1 富山 +0.1 富山 -0.3 富山 -0.3

5 青木  菜南 小3 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 19.55
富山 -0.3

 10/18 小4 総合 1 鈴木  想乃 小4 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 16.45 2 本田  美姫 小4 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 17.11 3 佐々木仁胡 小4 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 17.79 4 安達  藍美 小4 ﾁｰﾑﾘｱｸﾄ 18.47
100m 富山 -0.2 富山 -0.2 富山 +0.1 石川 +0.1

5 下村  桃香 小4 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 18.48
富山 -0.3

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(15位まで)

第39回富山マスターズ陸上競技選手権大会 夏野義一、駒井進一

富山マスターズ陸上競技連盟 富山県五福公園五福陸上競技場 天池信一
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No.2

陸協 富山陸協 コード 競技会名 コード 20-18-0026 審判長

主催団体 競技場名 コード 182040 記録主任

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(15位まで)

第39回富山マスターズ陸上競技選手権大会 夏野義一、駒井進一

富山マスターズ陸上競技連盟 富山県五福公園五福陸上競技場 天池信一

日付 種目
レース
区分
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順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

 10/18 小5 総合 1 岡崎  佳純 小5 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.04 2 水橋  歩夢 小5 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.26 3 細川  凛花 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.45 4 小林    畔 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.59
100m 富山 -0.5 富山 -0.5 富山 -0.5 富山 0.0

5 後藤  梛名 小5 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.82 6 本島  佑菜 小5 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 16.16 7 高原  心春 小5 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 16.66 8 伍嶋  徠姫 小5 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 19.41
富山 -0.2 富山 -0.2 富山 +0.1 富山 -0.3

 10/18 小6 総合 1 岡田  沙香 小6 Team.I 14.50 2 水野  愛椛 小6 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 14.69 3 下村  莉奈 小6 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.23 4 藤本  唯愛 小6 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.41
100m 富山 -0.7 富山 -0.7 富山 -0.5 富山 -0.2

5 古川  美羽 小6 ﾗｯｷｰﾒｲﾂ 15.52 6 道越  玲葵 小6 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 15.92 7 野島  綾乃 小6 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 16.11 8 堀田  杏奈 小6 慶応陸上ｸﾗﾌﾞ 16.40
富山 0.0 富山 0.0 富山 0.0 富山 0.0


	決勝

