
ﾄﾗｯｸ審判長　　木村　勉

跳躍審判長　　上田　啓二
【開催日】 2016/4/29 投擲審判長　　上田　啓二
【主催団体】 高岡市陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任　　　懸高　雅則

男  子 【競技場】高岡市営城光寺陸上競技場
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

4/29 男子 +1.6 小坪　聖人(3) 11"15 堀井　直樹(4) 11"21 駒井　宏至(2) 11"25 五十嵐 晴紀(1) 11"35 小川　哲平(3) 11"42 深川　裕太() 11"56  橘    直(5) 11"78
１００ｍ 高岡南高 富山高専　A 富山高専　B 富山高専　B 高岡高 大門高 富山高専　A

4/29 +0.4 本田　知也(3) 23"24 宮川　智弘(2) 23"25 小川　哲平(3) 23"41 森田　堅斗(3) 23"97 堀　圭成　　(0) 23"97 釜口　恵弥(3) 24"13 三上　勇哉(0) 24"44
２００ｍ 高岡高 高岡高 高岡高 富山高専　B 富山高専　B 氷見高 氷見高

4/29 松井　瑞希(5) 51"71 小坪　聖人(3) 52"35 岡本　雅生(2) 52"85 川渕　和明(3) 53"70 村田　 匠(2) 53"85 本田　武瑠(3) 55"01 佐野　康太(3) 55"51 渡部　雅晴(0) 56"05
４００ｍ 富山高専　A 高岡南高 富山高専　B 氷見高 高岡高 富山高専　B 氷見高 高岡南高

4/29 白井　友梧(3) 2'03"87 村島　優斗(4) 2'05"61 高田　康伸(0) 2'06"21 坂本　光貴(2) 2'06"25 高木　裕希(4) 2'08"95 中山　太一(3) 2'09"41 上田　響生(3) 2'15"35
８００ｍ 高岡高 富山高専　A 大門高 高岡高 富山高専　A 高岡南高 富山高専　B

4/29 宮木　快盛(0) 4'12"13 長尾　大輝(0) 4'12"72 今井　竣祐　(3) 4'14"35 松澤　　凛(2) 4'20"29  東　直哉(3) 4'22"51 永井　修太郎(0) 4'29"42 島谷　泰志郎(2) 4'30"87 吉村　信太朗(0) 4'31"95
１５００ｍ 高岡向陵 高岡向陵 高岡高 高岡商高 高岡高 高岡南高 高岡高 大門高

4/29 尾田　一翔(0) 9'03"27 梧道　勇輔(3) 9'03"58 吉田　舜基(3) 9'07"44 黒崎　泰平(3) 9'17"31 中居　 翼(3) 9'20"81 浜井　堅成(2) 9'34"69 五十嶋　航太(2) 9'35"55 笹川　結大(0) 9'46"26
３０００ｍ 高岡向陵 高岡向陵 高岡商高 富山高専　B 高岡商高 高岡高 高岡高 高岡工芸

4/29 +0.4 高畠　成海(2) 15"88 丸山　颯太(0) 16"58 干場　滉太(2) 17"16 川端　秀汰(3) 17"34 増山　雄一(2) 17"43 山本　祐輔(0) 19"47
１１０ｍＨ 高岡商高 氷見高 富山高専　B 富山高専　B 高岡高 氷見高

4/29 宝田　 慎(4) 1m80 高畠　成海(2) 1m70 勝島　貴士(5) 1m65
走高跳 富山高専　A 高岡商高 富山高専　A

4/29 鍋屋　 響() 4m10 関原　悠吾(3) 3m80  釣   俊哉(2) 3m60 奥田　樹生(2) 3m40 川原　夕弥() 3m20
棒高跳 高岡工芸 高岡高 高岡高 富山高専　B 高岡工芸

4/29 中山　翔太(3) 6m06 勝島　貴士(5) 5m94 山本　出海() 5m90 川口　陽南太(2) 5m84 川端　秀汰() 5m75 宮川　智弘(2) 5m74 荒木　楓我() 5m73 増山　雄一() 5m71
走幅跳 高岡高 +1.2 富山高専　A +1.7 高岡龍谷 +2.7 富山高専　B +0.3 富山高専　B +2.3 高岡高 +1.3 高岡工芸 +0.6 高岡高 -0.0

4/29 中山　翔太(3) 12m04 鍋屋　 響() 11m98
三段跳 高岡高 +0.1 高岡工芸 +0.4

4/29 砲丸投 中山　克則() 11m63 石動　智也(3) 11m10 盤所　 豪() 10m92 大庭　正汰(3) 10m30 草開　洸世(2) 10m19 北川　直哉() 10m13 上田　啓太(3) 9m94 片山　 哲(1) 9m84
(6.0kg) 高岡工芸 富山高専　B 富山高専　A 高岡高 高岡高 高岡商高 富山高専　B 富山高専　B

4/29 円盤投 上田　啓太(3) 34m07 塩谷　優太(3) 31m88 内藤　健太(0) 31m65 粟山　尚紀(3) 27m52 齋藤　勝幸(0) 26m93 川口　陽南太(1) 26m84  東　真平(2) 26m17
(1.75kg) 富山高専　B 高岡高 福岡高 高岡高 高岡工芸 富山高専　B 高岡高

4/29 ハンマー投 石動　智也(3) 45m62 大庭　正汰(3) 40m69 蟹谷　壮一朗(3) 35m94 井波　結矢(4) 34m24 中山　克則(0) 31m55 杉野　雅大(0) 26m96 草開　洸世(2) 18m18
(6.0kg) 富山高専　B 高岡高 高岡高 富山高専　A 7kg 高岡工芸 福岡高 高岡高

4/29 　森　琢人(0) 55m80 塩谷　優太(3) 42m46 前川　竜亮(3) 40m42 東山　竜土(2) 39m44 小坪　聖人() 38m46 近藤　慎哉(2) 38m41 川端　秀汰(3) 36m15 干場　滉太(2) 35m24
やり投 高岡南高 高岡高 富山高専　B 高岡高 高岡南高 高岡商高 富山高専　B 富山高専　B

4/29 高岡高 44"28 富山高専Ｂ 44"45 富山高専Ａ 44"51 高岡工芸高 46"19 氷見高 46"50 高岡南高 46"87 福岡高 47"61 小杉高 50"97
４×１００ｍＲ 宮川　智弘(2) 森田　堅斗(3) 勝島　貴士(5) 東谷内 翔 釜口　恵弥 堀　圭成　　 児島　和輝 高橋　杏併

小川　哲平(3) 駒井　宏至(2)  橘    直(5) 竹本　康平 三上　勇哉 小坪　聖人 宮下　 詢 中森　一輝
増山　雄一(2) 川口　陽南太(1) 堀井　直樹(4)  森 　文博 山本　祐輔 渡部　雅晴 杉野　雅大 荒木　雄介
本田　知也(3) 五十嵐 晴紀() 松井　瑞希(5) 春日　康宏 佐野　康太 野村　裕太 高瀬　順啓 石積　亨祐

4/29 氷見高 3'26"92大会新 富山高専Ａ 3'30"34 富山高専Ｂ 3'30"90 高岡高 3'34"14 高岡南高 3'34"34 高岡工芸高 3'39"10
４×４００ｍＲ 狩野　大地 高木　裕希() 上田　響生(3) 村田　 匠(2) 堀　圭成　　 竹本　康平

丸山　颯太 村島　優斗(4) 岡本　雅生() 坂本　光貴(2) 小坪　聖人 春日　康宏
川渕　和明  橘    直(5) 駒井　宏至(2) 今井　竣祐　(3) 永井　修太郎 加藤　 諒
松田　健太朗 松井　瑞希(5) 本田　武瑠(3) 木間　 眞(2) 中山　太一 東谷内 翔

総合

時現在 風　向 気　温 湿　度
10:00 北 14.0℃ 57%
12:00 南西 14.0℃ 57%
14:00 北 13.0℃ 55%
16:00 北 11.0℃ 87%

第６５回高岡市長盃争奪陸上競技大会
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