
ﾄﾗｯｸ審判長　　木村　勉

跳躍審判長　　細池　孝二
【開催日】 2017/4/29 投擲審判長　　安田　末吉
【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 +0.3 宮崎　充弘 11.08 五十嵐 晴紀(2) 11.09 駒井　宏至(3) 11.16 増山　雄一(3) 11.32 野村　裕太() 11.65 酒本　貴矢(2) 11.70 堀　圭成　　(3) 11.75 南保　陸駆(2) 11.81
１００ｍ D-MON 富山高専B 富山高専B 高岡高 高岡南高 高岡南高 高岡南高 富山高専B

4/29 -2.3 五十嵐 晴紀(2) 22.73 宮川　智弘(3) 23.08 　南　裕朗(2) 23.63 春日　康宏(3) 23.72 片岡　輝(3) 23.83 畠山　拓郎(0) 24.33 奥田　涼太(2) 24.58
２００ｍ 富山高専B 高岡高 高岡高 高岡工芸 福岡高 福岡高OB 高岡商高

4/29 丸山　颯太(3) 50.70 長田　航樹(5) 51.19 岡本　雅生(3) 51.23 村田　 匠(3) 53.10 養藤　智哉(3) 54.12 辰野　友紀(2) 54.43 本田　武瑠(4) 55.94 岩井　晴希(2) 56.29
４００ｍ 氷見高 富山高専A 富山高専B 高岡高 大門高 氷見高 富山高専A 富山高専B

4/29 松澤　　凛(3) 1.57.28 永井 修太郎(3) 1.59.36 中尾　啓哉(2) 2.04.62 道徳　修平(2) 2.06.36 上田　響生(4) 2.06.62 池田　聖(2) 2.09.43 坂本　光貴(3) 2.10.44 高木　裕希(5) 2.18.55
８００ｍ 高岡商高 高岡南高 高岡向陵 高岡工芸 富山高専A 高岡向陵 高岡高 富山高専A

4/29 黒崎　泰平(4) 4.14.56 吉村 信太朗(3) 4.15.41 山田　浩輔(3) 4.15.92 西岡　征輝(2) 4.16.25 早川　涼介(3) 4.20.80 中尾　啓哉(2) 4.23.34 原井　拓実(24) 4.24.30 池田　聖(2) 4.37.85
１５００ｍ 富山高専A 大門高 高岡高 高岡商高 高岡高 高岡向陵 万葉健友会 高岡向陵

4/29 高嶋　翔太(2) 9.15.94 西岡　征輝(2) 9.20.37 村本　健太郎 9.21.90 常森　駿太(3) 9.27.29 浜井　堅成(3) 9.28.58 五十嶋 航太(3) 9.31.67 早川　涼介(3) 9.34.08 堂田　朱理(2) 9.36.09
３０００ｍ 高岡商高 高岡商高 万葉健友会 高岡南高 高岡高 高岡高 高岡高 氷見高

4/29 -0.7 高畠　成海(3) 15.68 丸山　颯太(3) 16.19 干場　滉太(3) 16.33 増山　雄一(3) 16.56 堀　圭成　　(3) 17.07 山本　祐輔(3) 17.54 川口 陽南太(2) 18.42
１１０ｍＨ 高岡商高 氷見高 富山高専B 高岡高 高岡南高 氷見高 富山高専B

4/29 曽場　建太(2) 1m95 林　勇希(2) 1m85 嶋崎　　凌(2) 1m75 細川　寿仁(2) 1m70 畠山　拓郎(31) 1m60 木津　航汰(3) 1m55 川原　夕弥(3) 1m50 堀岡　智也(2) 1m50
走高跳 富山高専B 富山高専B 富山高専B 大門高 福岡高OB 氷見高 高岡工芸 高岡工芸

4/29 水上　翔斗(2) 3m30 奥田　樹生(3) 3m20 川原　夕弥(3) 3m20 川端　秀汰(4) 2m70
棒高跳 高岡高 富山高専B 高岡工芸 富山高専A

4/29 南保　陸駆(2) 6m14 野村　裕太(3) 6m06 三上　勇哉(3) 5m75 　橋　涼太(2) 5m54 酒本　貴矢(2) 5m43 林　雄大(3) 5m24 百塚　響葵(2) 4m96
走幅跳 富山高専B +0.1 高岡南高 -0.5 氷見高 -1.7 氷見高 +1.5 高岡南高 -0.9 氷見高 +2.5 高岡高 -0.4

4/29 宮川　智弘(3) 13m12 宝田　 慎(5) 13m04 本多　光希(2) 10m72
三段跳 高岡高 -0.5 富山高専A 0.0 高岡龍谷 -0.7

4/29 砲丸投 舘田　瑛史(2) 14m44 中山　克則(3) 12m22 片山　 哲(2) 11m89 草開　洸世(3) 10m20 宝田　裕輝(3) 9m89 齋藤　勝幸(3) 9m23 白川　翔琉(2) 8m30 米島　稜磨(1) 8m25
(6.0kg) 富山高専B 高岡工芸 富山高専B 高岡高 高岡第一 高岡工芸 高岡工芸 高岡商高

4/29 円盤投 上田　啓太(4) 34m22 舘田　瑛史(2) 33m54 中山　克則(3) 32m38  東　真平() 30m07 齋藤　勝幸(3) 28m95 井波　結矢() 26m28 谷川　淳哉(2) 24m96 北島　功太郎() 24m94
(1.75kg) 富山高専A 富山高専B 高岡工芸 高岡高 高岡工芸 富山高専A 富山高専B 高岡高

4/29 ハンマー投 舘田　瑛史(2) 48m22 石動　智也(4) 41m89 中山　克則(3) 40m10 谷川　淳哉(2) 38m13 塚西　弘輝(2) 37m38 杉野　雅大(3) 37m05 川原　夕弥(3) 28m57
(6.0kg) 富山高専B 富山高専A 高岡工芸 富山高専B 高岡南高 福岡高 高岡工芸

4/29 近藤　慎哉(3) 49m74 東山　竜土(3) 45m91 林　雄大(3) 44m85 片山　 哲 44m69 畠山　拓郎 44m55 川島　 陸() 43m42 川口 陽南太(2) 42m08 源常　晃也(2) 41m22
やり投 高岡商高 高岡高 氷見高 富山高専B 福岡高OB 高岡商高 富山高専B 氷見高

4/29 富山高専B 43.04大会新 高岡高 43.45 富山高専A 44.71 高岡商高 44.75 高岡南高 45.49 高岡工芸 45.61 氷見高 46.54 高岡西高 46.80
４×１００ｍＲ 南保　陸駆(2) 島 啓太(3) 上田　響生(4) 川島　 陸(2) 渡部　雅晴(3) 中山　克則(3) 三上　勇哉(3)  嶋　 大輝(2)

駒井　宏至(3) 増山　雄一(3) 長田　航樹(5) 瀧山　朝斐(1) 野村　裕太(3) 真野　龍輝(3) 山本　祐輔() 竹内　健太(2)
奥田　樹生(3) 村田　 匠(3) 川端　秀汰(4) 奥田　涼太(2) 酒本　貴矢(2) 春日　康宏(3) 　橋　涼太(3) 鶴松　 要(2)
五十嵐 晴紀(2) 宮川　智弘(3) 宝田　 慎(5) 高畠　成海(3) 堀　圭成　　(3) 加藤　 諒(3) 木津　航汰()  億　 悠生(2)

4/29 富山高専A 3.24.86大会新 氷見高 3.28.18 富山高専B 3.29.02 高岡工芸 3.42.29
４×４００ｍＲ 上田　響生(4) 山本　祐輔(3) 南保　陸駆 春日　康宏(3)

本田　武瑠(4) 辰野　友紀(2) 岡本　雅生 門井　勇樹(3)
川端　秀汰(4) 三上　勇哉(3) 立野 真勇弥 加藤　 諒(3)
長田　航樹(5) 丸山　颯太(3) 五十嵐 晴紀 浦野　裕亮(2)

総合 富山高専B 高岡高 富山高専A 高岡工芸高 高岡商高 氷見高 高岡南高 大門高

1 2 3 4 5 6 7 8
時現在 風　向 気　温 湿　度
10:00 北 23.0℃ 30%
12:00 南 23.0℃ 30%
14:00 南 21.0℃ 50%
16:00 南 20.0℃ 52%

第６６回高岡市長盃争奪陸上競技大会

130点 92点 66点 57点 55点 55点 44点 16点

風　速 天　候 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ
4月29日 2.4m 晴れ 良
4月29日 3.1m 晴れ 良
4月29日 3.2m 晴れ 良
4月29日 2.9m 晴れ 良


