
第11回高岡市民体育大会　平成28年6月11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 千鳥丘 鉄村　一真 14"53 1 古府 堀田　真裕 13"31
2 南条 大野　快伸 14"74 2 伏木 岩坂　友希 13"76
3 南条 大居　優汰 14"84 3 戸出東部 牧　悠人 13"80
4 国吉 中島　幸太 14"88 4 横田 前花　扶尚 14"02
5 万葉 手塚　悠斗 15"10 5 博労 松島 杏斗 14"07
6 伏木 奥原　愛斗 15"19 6 下関 杉山　立弥 14"25
7 太田 浜井　大弥 15"26 7 定塚 山田　大貴 14"26
7 国吉 竹澤　繁 15"32 8 川原 島内　泰河 14"27

〔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 下関 山田　凌大 14"23 1 能町 折田　大知 3'13"36
2 南条 山田　楓大 14"58 2 千鳥丘 間馬　佑介 3'13"49
3 東五位 桂下　幸貴 14"72 3 古府 垣地　希來 3'18"24
4 牧野 湯川　信治 14"93 4 下関 中野　景太 3'20"48
5 古府 嶋　亮介 15"20 5 福岡 澤田　航歩 3'23"34
6 下関 名場　悠人 15"29 6 西条 辻　真生 3'24"52
7 博労 加藤 康司郎 15"33 7 南条 安カ川　慶太 3'26"72
8 福岡 飯沼　琉星 15"51 8 戸出東部 古瀨　己眞 3'27"24

〔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 博労 荒井 将人 51.87 1 成美 森川　直哉 54"97
2 東五位 窪田　翔太 51.39 西田　壮汰
3 中田 北川　七也 51.26 宮崎　駿佑
4 国吉 竹澤　咲人 51.12 勝山　友翔
5 東五位 大菅　泰輝 50.61 市野　心晴
6 千鳥丘 西元　楼偉 50.31 2 野村 藤田　啓介 56"96
7 伏木 亀谷　奏太 50.03 藤野　飛翔
8 古府 貫場　祥太郎 49.28 久村　昂平

齋藤　悠哉

〔男子走り幅跳び〕 3 牧野 中澤　佑吾 59"22
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 室生　祐之介

1 福岡 梶原　廉 446 佐藤　梓
2 定塚 高岡　亜月 438 澤　恭士郎
3 成美 松林　大貴 432 高野　裕輝
4 戸出西部 梁川　心 427 4 能町 折　航輝 59"92
5 千鳥丘 蔵田　康輔 425 大門　諒馬
6 古府 山田　海飛 418 宮川　蓮
7 野村 奈部　慶也 411 和泉　圭祐
8 国吉 山﨑　史恩 404

5 定塚 伊藤　正一郎 1'00"35
尾﨑　大地

〔男子走り高跳び〕 中村　修晟
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 本保　颯大

1 下関 澤田　廉晶 125
2 成美 市野　天晴 125 6 東五位 毛利　心 1'00"47
3 国吉 橋馬　康平 120 米田　陸人
4 戸出東部 澤田　真之介 120 岩瀬　元気
5 伏木 春日　敏晴 115 森　雷
6 定塚 間島　望夢 115
7 国吉 立浪　陸翔 115 7 下関 濱松　洸成 1'00"54
8 南条 福島　惇司 110 泉並　桂

大山　直喜
村枝　良流
炭谷　和斗

8

陸上競技会成績用紙（小学男子）



第11回高岡市民体育大会　平成28年6月11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 川原 寺島　千陽 14"69 1 古府 広上　咲来 14"20
2 野村 峯　那奈子 15"24 2 福岡 麻谷　佐衣 14"38
3 成美 冨田　栞那 15"38 3 福岡 荒山　百香 14"70
4 福岡 金森　結花 15"61 3 定塚 山田　瑞希 14"85
5 川原 釜谷　美海 15"65 5 下関 佐久間　唯歌 15"22
6 定塚 石川　あかり 15"68 6 万葉 堀　侑衣 15"28
7 万葉 杉本　美咲 15"69 7 国吉 横尾　綾香 15"36
8 横田 宮田　エレーナ 15"76 7 戸出東部 鷲北　美優 15"38

〔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 定塚 畑　楓愛 15"55 1 西条 酒井　涼華 3'28"56
2 下関 菓子井　心優 15"91 2 博労 増田 百花 3'29"88
2 西条 尾矢　千裕 15"91 3 南条 出口 優奈 3'30"32
4 万葉 杉野　愛侑奈 15"94 4 能町 岡田　莉里杏 3'35"90
5 東五位 古里　真理子 16"02 5 下関 北林　蛍樺 3'37"02
6 牧野 朝日　菜々子 16"60 6 戸出東部 荒木　陽菜 3'40"07
7 下関 坂下　苺 16"94 7 福岡 林　くるみ 3'40"84
8 戸出東部 櫻　凜花 16"95 8 木津 姫野　笑琉 3'40"93

〔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 中島　早哉子 41.24 1 横田 大橋　聖香 57"66
2 能町 沖　紗也 37.77 杉本　はな
3 古府 岩上　夢来 36.65 秋山　きらら
4 牧野 森　友香 35.34 水谷　芽生
5 戸出西部 寺下　莉子 33.89 平間　心
6 国吉 和田　彩花 33.84 2 下関 能作　りな 58"37
7 川原 松木　陽菜 33.53 土居　夕真
8 成美 青木　彩葉 32.85 浅田　梨愛良

湯上　日和子
渡邊　愛奏

〔女子走り幅跳び〕 3 南条 礒部　真衣 58"48
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 寺井　葉瑠

1 戸出西部 高橋　李奈 399 長谷川　未羽
2 木津 三浦　楓佳 388 原田　和花乃
3 木津 林　愛里菜 380 西野　優華
4 西条 串田　ゆず芭 366 4 西条 大野　真結香 58"82
5 定塚 神谷　映未理 364 表　さくら
6 中田 津島　早希 344 山地　花瑠
7 中田 半田　夢果 343 細呂木　瑠璃
8 牧野 野村　実里 340 大平　愛花

5 野村 林　心菜 58"93
牧野　芳子

〔女子走り高跳び〕 藤田　遥香
順位 所属 氏　名 記録(ｃｍ) 澤川　優奈

1 伏木 米澤　結 115
2 国吉 磯部　百々花 115 6 牧野 荒木　柚稀 59"80
3 博労 二口 舞緒 115 野田　彩羽
4 福岡 天近　心咲 115 福本　葉月
5 野村 羽岡　依純 110 土部　江梨花
6 定塚 河﨑　成美 110 針山　凜
7 下関 屋敷　侑音 110 7 成美 坪西　穂乃歌 59"86
8 伏木 山崎　瑞希 110 向柴　京香

大橋　千夏
山崎　華子
前馬　彩那

8 博労 岩瀬 愛美 59"89
上野 瑚夏
神嶋 杏美

渡久山 千夏
原 愛奈

陸上競技会成績用紙（小学女子）


