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日付 種目

楠本　陽(1) 11.77 宇野津　純也(1) 12.51 齋藤　颯音(1) 12.70 榊原　昂太(1) 12.73 山川　楓音(1) 12.80 長谷　理隆(1) 12.83 本折　浩翔(1) 12.85 松田　直也(1) 12.94
富山南部 滑川 堀川 高陵 山室 入善西 志貴野 早月
伊藤　佑太(2) 11.57 渡辺　佑希(2) 11.64 鈴木　万閃(2) 11.75 山田　陸功(2) 11.87 竹島　優斗(2) 12.02 河浦　侑真(2) 12.02 島田　啓成(2) 12.05 竹内　裕盛(2) 12.15
富山南部 福光 明峰 富山南部 大門 水橋 大沢野 新湊南部
酒井　健志(3) 11.58 松　隼太郎(3) 11.59 山本　涼聖(3) 11.59 小林　創来(3) 11.59 姫野　帆尭(3) 11.60 喜多　宏太朗(3) 11.67 和田　一史(3) 11.88 高野　煌大(3) 11.88
興南 福野 上市 射北 雄山 富大附属 新庄 魚津東部
福田　聖起(3) 23.35 高田　蒼天(3) 23.43 喜多　宏太朗(3) 23.48 松　隼太郎(3) 23.54 和田　一史(3) 23.60 麻柄　創生(3) 23.66 樋口　悟宇(3) 23.77 鈴木　万閃(2) 24.12
南星 速星 富大附属 福野 新庄 水橋 城山 明峰
卯松　健(3) 52.89 東　凛(3) 54.10 三屋　優太郎(3) 54.17 吉田　健太(3) 54.21 荒木　逞望(3) 54.70 城光　匠(3) 55.31 角眞　領(3) 56.59
南星 福岡 芳野 南星 明峰 伏木 堀川
卯松　健(3) 2:04.18 坂田　知樹(3) 2:04.38 小森　天翔(3) 2:04.42 宮永　新大(3) 2:04.46 森田　陽斗(2) 2:04.52 三屋　優太郎(3) 2:09.03 美濃　快空(3) 2:10.31 松野　秀祐(3) 2:12.21
南星 大沢野 高岡西部 南星 福野 芳野 堀川 雄山
飯室　陸(1) 4:49.26 岡本　瑛汰(1) 4:52.59 中川　蒼琉(1) 4:55.22 片山　貴順(1) 4:55.46 八陳　悠至(1) 4:55.86 大瀬　優貴(1) 4:56.23 水島　悠輔(1) 4:57.77 吉田　知史(1) 4:59.30
志貴野 福野 南星 庄西 興南 平 明峰 明峰
堀田　礼人(3) 4:10.22 田中　優真(3) 4:14.30 津野　紘星(3) 4:15.41 森田　陽斗(2) 4:16.76 森本　真琴(3) 4:17.19 高森　はる(2) 4:18.73 浦野　蒼日(3) 4:21.65 美濃　快空(3) 4:21.66
速星 雄山 芳野 福野 興南 魚津西部 大門 堀川
堀田　礼人(3) 8:58.03 津野　紘星(3) 9:11.79 田中　優真(3) 9:18.43 福島　光生(3) 9:21.80 浦野　蒼日(3) 9:25.33 坂根　慧斗(3) 9:35.28 山下　翔矢(2) 9:36.57 山本　健太(3) 9:49.53
速星 芳野 雄山 大沢野 大門 富大附属 戸出 雄山
佐竹　智英(3) 15.36 要藤　侑泰(3) 15.74 大山　航志(3) 16.29 吉川　遼太(3) 16.63 髙瀨　裕気(3) 16.87 小林　明弥(3) 16.96 地田　翔(2) 16.98
井波 福岡 芝園 上滝 魚津東部 魚津東部 清明
滑川 50.10 堀川 52.10 富大附属 52.39 速星 52.57 早月 52.81 呉羽 53.04 上市 53.49 福野 54.19
早坂　綾人(1) 湯尾　太洋(1) 下村　理史(1) 平井　琉聖(1) 中山　惣間(1) 大谷　清輔(1) 宗亭　珠輝(1) 永田　郁人(1)
稲垣　佳樹(1) 伊藤　翔大(1) 鷲山　友庵(1) 金田　幸史朗(1) 前田　蒼太(1) 澁谷　龍之介(1) 山崎　翔矢(1) 石崎　巧真(1)
深谷　颯志(1) 山村　康生(1) 田中　胡太郎(1) 中星　詠斗詠斗(1) 岡本　蒼空(1) 荒木　優希(1) 中村　慶二朗(1) 佐竹　龍之介(1)
宇野津　純也(1) 齋藤　颯音(1) 米山　直宏(1) 城本　桧吏(1) 松田　直也(1) 坂田　悠斗(1) 平井　聖人(1) 岡本　瑛汰(1)
富山南部 44.72 清明 45.33 福野 45.66 大門 45.81 南星 45.87 魚津東部 46.02 富山北部 46.04 福岡 46.45
渡邊　寛明(2) 岩井　桜也(3) 石川　諒(3) 石灰　良丞(2) 津幡　旭飛(3) 関口　修治(3) 松岡　一期(2) 佐藤　未来(3)
伊藤　佑太(2) 吉田　淳暉(3) 黒瀧　達也(2) 竹島　優斗(2) 福田　聖起(3) 中村　陽誠(3) 村上　涼也(3) 要藤　侑泰(3)
楠本　陽(1) 笹原　瑚太朗(3) 岡本　悠汰(3) 大野　拓馬(3) 吉田　健太(3) 髙瀨　裕気(3) 亀田　頼侍(3) 東　凛(3)
山田　陸功(2) 村井　春樹(3) 松　隼太郎(3) 橋本　唯斗(3) 卯松　健(3) 高野　煌大(3) 高柳　泰斗(3) 解田　敦彦(3)
伊東　大寿(2) 1m72 能島　竜太郎(3) 1m65 金井　有生(2) 1m60 外　康汰(2) 1m60 浜野　翼(3) 1m55 フォルカーソン　琉玖(3) 1m50
速星 清明 利賀 富山南部 南星 呉羽

高見　真聖(3) 1m65 老月　相太(3) 1m50
高岡西部 呉羽

荒木　逞望(3) 1m50
明峰

藤城　俊哉(3) 3m40 吉江　一貴(3) 3m30 金山　優誠(3) 3m30 吉野　快(2) 3m20 安元　照生(3) 3m00 萬尾　拓未(2) 3m00 木津　優人(3) 2m60 東　尚道(3) 2m20
上滝 出町 上滝 城山 大門 城山 高岡西部 大沢野
稲垣　小次朗(1) 5m24(-1.1) 棚田　武蔵(1) 5m02(-0.9) 米山　直宏(1) 5m01(+0.8) 伊藤　翔大(1) 4m95(-0.5) 武田　吉平(1) 4m77(-0.1) 野尻　悠太(1) 4m75(+0.2) 前田　蒼太(1) 4m59(+0.9) 池原　大賀(1) 4m52(-0.2)
雄山 射北 富大附属 堀川 出町 大沢野 早月 入善
荒井　研人(3) 6m24(+1.8) 中川　亮介(3) 6m22(+1.5) 田部　日南太(3) 6m18(+1.8) 若松　直季(3) 5m96(+0.8) 高野　煌大(3) 5m93(+2.6) 岩井　桜也(3) 5m81(+1.1) 村井　春樹(3) 5m77(+1.5) 吉崎　虎太郎(2) 5m63(+1.6)
上滝 小杉 速星 奥田 魚津東部 公認5m92(+1.7) 清明 清明 五位
早借　海斗(3) 10m60 中村　柊満(3) 10m45 浅井　佑真(3) 10m01 廣瀬　太一(3) 9m87 坂口　恵生(3) 9m85 澤谷　和樹(2) 9m72 山本　真輝(3) 9m45 籠瀨　柊音(2) 9m19
高岡西部 上滝 片山学園 芳野 清明 富山南部 平 魚津東部
渡辺　佑希(2) 2350点 吉田　淳暉(3) 2333点 佐竹　智英(3) 2037点 伊東　大寿(2) 1988点 浜野　翼(3) 1808点 永井　天空(3) 1800点 竹林　利久(2) 1740点 麻柄　祐吏(3) 1707点
福光 清明 井波 速星 南星 高岡西部 城山 上市

対抗得点
第59回富山県中学校陸上競

技選手権大会　男子の部
南星 51点 速星 47点 富山南部 36点 福野 35点 上滝 34点 清明 31.5点 雄山 27点 芳野 27点

凡例 

第59回富山県中学校陸上競技選手権大会県第76回国民体育大会選考会 【21183002】 
富山県総合運動公園（富山県陸上競技場） 【181020】 
2021/07/10 ～ 2021/07/11

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月11日
中学１年男子100m 

風：+0.8

7月11日
中学２年男子100m 

風：-0.4

7月11日
中学３年男子100m 

風：+1.1

7月10日
中学共通男子200m 

風：+2.0

7月11日 中学共通男子400m

7月10日 中学共通男子800m

7月10日 中学１年男子1500m

7月11日 中学共通男子1500m

7月10日 中学共通男子3000m

7月11日 中学共通男子走高跳

7月11日
中学共通男子
110mH(0.914m) 

風：-1.0

7月10日 中学１年男子4X100mR

7月11日 中学共通男子4X100mR

7月10日 中学共通男子棒高跳

7月11日 中学１年男子走幅跳

7月10日 中学共通男子走幅跳

7月11日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

15.69(-0.9)-8m60-1m66-53.32

7月10日
中学共通男子四種競技(男

子)
16.18(-0.6)-10m20-1m60-53.55 15.63(-0.6)-9m28-1m45-58.46 17.52(-0.9)-8m25-1m69-57.56 18.81(-0.9)-8m88-1m55-57.17 18.03(-0.6)-8m59-1m40-55.96 17.80(-0.6)-8m55-1m50-1:00.12 17.91(-0.9)-6m71-1m45-56.71


