
ﾄﾗｯｸ審判長　　木村　勉

跳躍審判長　　細池　孝二
投擲審判長　　安田　末吉

【開催日】 2017/4/29 記録主任　　　懸高　雅則
【主催団体】 高岡市陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  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 女子 松本　英里(4) 13"01 速水　柚衣(2) 13"20 牧口　晴香(3) 13"24 村上　沙也佳(2) 13"38 森田　妃奈(3) 13"40 大村　茜音(2) 13"51 秋田　梨恵(3) 13"80 水上　真菜(3) 14"01
１００ｍ -2.3 富山高専A 高岡商高 高岡南高 高岡南高 高岡高 高岡商高 高岡高 富山高専B

4/29 速水　柚衣(2) 27"31 牧口　晴香(3) 28"00 森田　妃奈(3) 28"04 飛田　路奈(3) 28"21 大山　優希(2) 28"61 尾矢　愛果(2) 29"14 栢元　果積(3) 29"82
２００ｍ +1.6 高岡商高 高岡南高 高岡高 福岡高 高岡商高 高岡南高 福岡高

4/29 手塚　麻衣(1) 1'00"32 松下　朱里(2) 1'01"84 新井　 彩(3) 1'03"49 渡邊　楓華(3) 1'05"16 近藤　　凛(2) 1'08"71 山本　澪奈(3) 1'08"79 大山　優希(2) 1'09"54 村上　沙也佳(2) 1'10"34
４００ｍ 高岡南高 高岡商高 大門高 高岡高 高岡商高 氷見高 高岡商高 高岡南高

4/29 山本　佳奈(1) 2'25"27 垣内　うらら(3) 2'27"42 森　有希奈(5) 2'29"68 岩坂　理紗(2) 2'34"01 西川　 絢(2) 2'38"61 伏見　咲楽(2) 2'39"63 吉田　祐子(2) 2'40"68 岡山　莉奈(3) 2'48"93
８００ｍ 高岡商高 高岡商高 富山高専A 富山高専B 福岡高 氷見高 高岡高 高岡西高

4/29 垣内　うらら(3) 4'58"24 柴田　莉奈(3) 4'59"92 守内　美結(3) 5'11"37 阿尾　智咲(3) 5'27"44 岸田　由奈(3) 5'32"76 高橋　 舞(2) 5'50"85
１５００ｍ 高岡商高 高岡商高 高岡高 高岡高 氷見高 高岡高

4/29 熊野　亜海(2) 16"40 松井　菜緒(3) 16"90 水上　真菜(3) 17"34 竹林　莉子(2) 17"68 西村　ますみ(1) 18"09 樋口　琴海(3) 18"38 明歩谷 七海(3) 18"42
１００ｍＨ +0.3 福岡高 高岡南高 富山高専B 福岡高 氷見高 高岡南高 富山高専B

4/29 笹山　結風(3) 1m45 熊野　亜海(2) 1m45 松下　朱里(2) 1m40 飛田　路奈(3) 1m40 竹内　さとみ(3) 1m35 西村　ますみ(1) 1m35 野崎　桜(3) 1m25 大家　凜華(3) 1m25
走高跳 大門高 福岡高 高岡商高 福岡高 新湊高 氷見高 新湊高 高岡南高

4/29 大村　茜音(2) 4m78 荒井　優芽(2) 4m55 鳥海　日海理(2) 4m36 近藤　　凛(2) 4m32 澁谷　美紀(3) 4m15 宮澤　朱希(3) 3m86
走幅跳 高岡商高 -3.4 高岡高 1.1 富山高専B 4 高岡商高 1.8 高岡高 1.2 福岡高 -1.1

4/29 鳥海　日海理(2) 9m59
三段跳 富山高専B ー0.1

4/29 竹林　永吏(2) 2m50 澁谷　美紀(3) 2m40 宮澤　朱希(3) 2m10
棒高飛 高岡高 高岡高 福岡高

4/29 草塩　はな(2) 12m39 飯野　結貴(3) 10m13 山崎　莉瑳(2) 8m51 堺　美聡(3) 8m30
砲丸投 高岡南高 富山高専B 高岡高 高岡南高

4/29 荒野　幸帆(3) 40m41 草塩　はな(2) 37m57 平野　優佳(2) 32m32 堺　美聡(3) 28m88 　柴　綾音(3) 22m63 高野　園子(3) 21m99 濱井　ほのか(3) 21m45 金山　陽香(3) 14m50
円盤投 高岡商高 高岡南高 高岡商高 高岡南高 高岡南高 高岡高 高岡高 福岡高

4/29 松居　美涼(3) 27m88 飯野　結貴(3) 26m78 高野　園子(3) 22m63
ハンマー投 高岡高 富山高専B 高岡高

4/29 石黒　可歩(2) 43m65 草塩　はな(2) 38m4 澁谷　美紀(3) 36m91 二塚　咲来(5) 35m5 藤森　　唯(2) 32m99 宮本　理紗(3) 30m71 藤井　晶帆(3) 30m67 森岡　菜穂(5) 27m73
やり投 高岡商高 大会新 高岡南高 高岡高 富山高専A 高岡商高 大門高 氷見高 富山高専A

4/29 樋口　琴海(3) 50"79 大村　茜音(2) 51"03 秋田　梨恵(3) 51"83 明歩谷 七海(3) 52"64 竹林　莉子(2) 53"70
４×１００ｍ 手塚　麻衣(1) 大山　優希(2) 森田　妃奈(3) 萩中　七海(2) 上野　陽菜(2)

牧口　晴香(3) 速水　柚衣(2) 渡邊　楓華(3) 水上　真菜(3) 熊野　亜海(2)
松井　菜緒(3) 伊藤　綾香(1) 竹林　永吏(2) 鳥海　日海理(2) 飛田　路奈(3)
高岡南高 高岡商高 高岡高 富山高専B 福岡高

総合 高岡商業 高岡高 高岡南高 50点 福岡高 47点 富山高専B 20点 富山高専A 19点 氷見高 17点 大門高

時現在 風　向 気　温 湿　度 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 高岡商高　　○回目の優勝
10:00 北 23℃ 30% 良
12:00 南 23℃ 30% 良
14:00 南 21℃ 50% 良
16:00 南 20℃ 52% 良

4月29日 3m2 晴
4月29日 2m9 晴

4月29日 2m40 晴
4月29日 3m1 晴

第66回高岡市長盃争奪陸上競技大会

117点 96点 85点

風　速 天　候


