
第12回高岡市民体育大会　平成29年6月10日（土）　城光寺陸上競技場

〔男子５年100ｍ走〕 〔男子６年100ｍ走〕
順位 所属 氏　名 記録（秒） 順位 所属 氏　名 記録（秒）
1 定塚 興梠　凌空 14"40 1 千鳥丘 鉄村　一真 13"28
2 成美 佐野　光哉 14"52 2 能町 日下　悠汰 13"90
3 西条 曽田　光蘭 14"62 3 野村 大矢　等星 14"08
4 福岡 寺田　昭斗 14"65 4 博労 五十嵐　翔 14"19
5 戸出東部 石崎　優人 14"75 5 博労 中山　恭吾 14"46
6 東五位 窪田　悌志 14"86 6 定塚 竹口　遥人 14"54
6 成美 荻矢　空牙 14"86 7 野村 尾有　了磨 14"57
8 中田 専徒　大和 14"90 8 戸出西部 松本　想生 14"59

〔男子80ｍﾊｰﾄﾞﾙ走〕 〔男子1000m走〕
順位 所属 氏　名 記録（秒） 順位 所属 氏　名 記録(分秒)
1 国吉 矢冨　政彬 14"50 1 南条 大野　快伸 3'21"48
2 定塚 平下　湘太 15"13 2 能町 南　拓摩 3'23"84
3 戸出東部 野嶽　孝斗 15"32 3 戸出東部 牧野　遥斗 3'24"26
4 南条 大居　優汰 15"38 4 横田 山本　天翔 3'25"53
5 古府 畑　海南星 15"61 5 万葉 手塚　悠斗　 3'25"76
6 戸出東部 高島　航佑 15"67 6 下関 小川　颯 3'27"66
7 万葉 森　洸晴 15"97 7 千鳥丘 江尻　緋羽 3'31"19
8 博労 千田　奏芽 16"11 8 古府 城光　匠 3'32"96

〔男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ〕 〔男子4×100ｍＲ〕
順位 所属 氏　名 記録（ｍ） 順位 所属 氏　名 記録（秒）

1 戸出西部 津田　和輝 51.65 1 能町 武田　輝 57"68
2 牧野 野村 晃生 48.86 淵　椋斗
3 太田 指﨑　航大 48.68 樋上　凜久
4 南条 宍戸　拓磨 48.52 須藤　拓海
5 定塚 廣岡　創 46.55 蔵　駿翔
6 南条 川原　征起 46.10 2 伏木 奥原　愛斗 58"51
7 博労 中居　恵士 45.53 岩坂　颯
8 成美 中根　拓斗 45.32 堂端　晄聖

長濱　丈
大島　稜也　

〔男子走り幅跳び〕 3 成美 川井　貴之 58"97
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 水巻　想

1 川原 長森　優 404 飯野　龍人
2 南条 早木　大和 401 塚口　遥斗
3 南条 進藤　駿 396 藤川　來兎
4 古府 川邊　貴士 383 4 牧野 津幡 幸平 1'00"40
5 万葉 竹田　龍汰 382 得能 虎之
6 戸出西部 石田　勇人 380 坂東 祥太
7 東五位 津田　大地 379 小林 蓮
8 川原 北野　泰知 377

5 東五位 藤川　泰矢 1'00"97
有澤　虹輝

〔男子走り高跳び〕 竹島　新
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 田中　颯

1 下関 岡田　拓 125 村山　智一
2 下関 平尾　優弦 125 6 木津 浅井　雅己 1'01"17
3 福岡 林　來輝 120 小成　祐輝
4 横田 黒田　澪 115 志摩　啓介
5 牧野 金子 楓 115 山口　大志
6 野村 山本　航生 115
7 伏木 中　海人 115 7 中田 今村　拓幹 1'02"32
8 戸出西部 髙見　　令 115 細川　琉偉

酒井　龍輝
吉川　昂輝
押川　凌

8 横田 中西　葵 1'02"83
山口　鎧音
加藤　由修
木下　亮介
川口　輝

陸上競技会成績（小学男子）



第12回高岡市民体育大会　平成29年6月10日（土）　城光寺陸上競技場

〔女子５年100ｍ走〕 〔女子６年100ｍ走〕
順位 所属 氏　名 記録（秒） 順位 所属 氏　名 記録（秒）
1 千鳥丘 石田　真帆 15"17 1 川原 寺島　千陽 14"35
2 福岡 古川　青空 15"25 2 川原 釜谷　美海 15"23
3 戸出西部 野原　朱莉 15"30 3 古府 末廣　花瑛 15"42
4 古府 三村　望 15"38 4 福岡 村本　杏香 15"53
5 下関 松澤　紗由美 15"58 5 野村 峯　那奈子 15"58
6 野村 松下　友梨香 15"62 6 平米 荒井　美己都 15"61
7 牧野 石垣　葵彩 15"63 7 万葉 杉本　美咲 15"62
8 能町 高橋　彩華 15"71 8 戸出東部 小笠原　結衣 15"69

〔女子80ｍﾊｰﾄﾞﾙ走〕 〔女子1000m走〕
順位 所属 氏　名 記録（秒） 順位 所属 氏　名 記録(分秒)
1 国吉 新森　晴菜 15"76 1 成美 冨田　栞那 3'25"35
2 野村 中尾　真歩 15"88 2 福岡 金森　結花 3'26"02
3 定塚 石川　あかり 16"10 3 西条 前田　倖羽 3'28"12
4 下関 加藤　夕捺 16"50 4 横田 前田　幸来 3'29"79
5 古府 広上　雛莉 16"98 5 千鳥丘 竹内　暖莉 3'37"80
6 野村 中尾　愛佳 17"04 6 博労 松本　妃奈 3'38"21
7 定塚 小山　華夢 17"17 7 国吉 土屋　桜乃 3'42"03
8 中田 石田　唯 17"26 8 福岡 松本　杏 3'42"60

〔女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ〕 〔女子4×100ｍＲ〕
順位 所属 氏　名 記録（ｍ） 順位 所属 氏　名 記録（秒）

1 定塚 金刺　茉優 47.98 1 横田 和泉　真琴 1'00"67
2 太田 平田　夏凜 43.21 大鋸　夏凪
3 野村 津野　莉緒 42.54 宮田　エレーナ
4 川原 窪田　莉子 40.18 清田　結月
5 川原 松木　陽菜 37.56 森田　やえ
6 福岡 中谷　珠綺 35.61 2 下関 米島　桃子 1'01"07
7 牧野 大橋 琉那 34.25 八箇　優佳
8 古府 山口　藍 29.89 飴井　日菜

松田　紗也子

〔女子走り幅跳び〕 3 西条 上野　夏実 1'02"31
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 山田　絹

1 能町 二口　類 388 竹嶌　美結
2 古府 村西　那月 355 本田　心乃
3 太田 新川　楓栞 351 上野　鈴菜
4 博労 牟田口　翠 345 4 牧野 長濱 七海 1'02"60
5 南条 中尾　葵 345 釣 桃歌
6 定塚 牧野　晏奈 339 横畠　アケミ
7 木津 山口　紗季 338 釣 楓花
8 博労 松井　琉菜 334 安井　遥香

5 二塚 舘　凜音 1'03"65
山元　優来

〔女子走り高跳び〕 加藤　舞生
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 川越　梨乃

1 太田 三箇　美咲 120
2 博労 古栃　ひとは 120 6 南条 折橋　姫菜乃 1'03"78
3 下関 清水　千聖 115 野村　和加
4 牧野 今枝 郁 115 谷内　優依奈
5 戸出東部 加藤　苺奈 115 谷内　優侑奈
6 福岡 大沼　華子 110
7 戸出東部 川原　彩音 110 7 東五位 本定　さら 1'03"81
8 定塚 吉岡　姫菜子 110 小松　蘭

畠山　欣恵
武田　美華

小幡　菜都希
8 成美 川渕　春佳 1'03"83

横田　夏未
吉田　梓珠
吉森　美姫

陸上競技会成績（小学女子）


