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日付 種目

中村　若葉(1) 13.58 島田　美桜(1) 13.67 吉田　心春(1) 13.67 中田　葉月(1) 13.69 吉沢　玲奈(1) 13.73 加藤　楓(1) 13.76 飯島　千愛(1) 13.78 大谷　柚七(1) 13.96
堀川 志貴野 富山北部 水橋 富山南部 早月 杉原 蟹谷
齋藤　知沙(2) 13.01 西守　由依莉(2) 13.11 三ヶ島　遥香(2) 13.16 石原　未羽(2) 13.59 堂端　望華(2) 13.60 大平　千晴(2) 13.64 上田　乃愛(2) 13.68 水野　美玖(2) 13.80
伏木 大谷 堀川 富山南部 伏木 興南 富山南部 富山北部
濱元　咲帆(3) 13.00 桃井　綾那(3) 13.12 中村　優里(3) 13.16 池田　沙良(3) 13.17 田邊　三涼(3) 13.18 山口　奈月美(3) 13.21 野原　朱莉(3) 13.29 田中　友萌(3) 13.40
魚津西部 山室 新庄 富大附属 富山西部 藤ノ木 南星 福岡
松木　愛結(3) 26.15 齋藤　知沙(2) 26.55 濱元　咲帆(3) 26.67 池田　沙良(3) 26.75 小善　玲奈(3) 27.04 野原　朱莉(3) 27.05 山口　奈月美(3) 27.16 西守　由依莉(2) 27.23
大沢野 伏木 魚津西部 富大附属 富山南部 南星 藤ノ木 大谷
原　舞子(3) 2:19.67 柴田　美冴(3) 2:20.87 上野　真由(3) 2:21.03 加藤　芙羽理(3) 2:21.45 佐々木　暖心(3) 2:24.20 高倉　亜子(2) 2:25.30 杉本　みのり(2) 2:30.20 嶋岡　月梛(3) 2:34.80
富山西部 新庄 庄西 大沢野 堀川 奥田 高岡西部 速星
杉本　凜(3) 4:49.92 中島　喜愛(3) 4:50.67 長澤　雪乃(3) 4:51.67 原　舞子(3) 4:53.22 上野　真由(3) 4:56.09 嶋岡　月梛(3) 5:00.60 蒲田　彩乃(3) 5:02.67 佐渡　結月(2) 5:04.76
大門 城端 大沢野 富山西部 庄西 速星 五位 雄山
松木　愛結(3) 14.70 石﨑　なつの(3) 15.69 小松　心奏(2) 15.72 山岡　暖々(3) 16.17 山下　ひばり(2) 16.23 藤田　歩佳(3) 16.38 岡田　玲那(2) 16.70 福本　羽都妃(2) 17.64
大沢野 標突 富山南部 上市 雄山 福光 出町 伏木 大沢野
速星 54.58 志貴野 54.92 杉原 56.38 明峰 56.79 芳野 56.79 富山南部 57.03 山室 58.21 入善 58.24
小林　美玲(1) 山口　結衣(1) 前田　千絢(1) 木野本　琴音(1) 永井　花奈(1) 小野　珠季(1) 下村　莉奈(1) 名倉　美優(1)
水野　愛椛(1) 中　美乃里(1) 中村　愛佳(1) 広野　陽彩(1) 宮崎　倖芽(1) 吉沢　玲奈(1) 田中　葵(1) 岩崎　舞桜(1)
高城　咲夢(1) 中　彩羽(1) 谷口　つむぎ(1) 經田　真胡(1) 西田　理央(1) 大間知　芹佳(1) 堀田　夢琴(1) 米澤　茜(1)
黒瀬　由羽(1) 島田　美桜(1) 飯島　千愛(1) 稲葉　真歩(1) 脇家　百合(1) 藤掛　陽愛(1) 髙﨑　結衣(1) 讃岐　杏(1)
堀川 50.54 富山南部 51.05 伏木 51.78 富山西部 51.83 新庄 52.63 富山北部 53.15 速星 53.16 高岡西部 53.44
佐々木　暖心(3) 上田　乃愛(2) 岡田　玲那(2) 朝山　亜美(3) 竹内　快奈都(3) 水野　美玖(2) 村井　暖空(2) 西島　怜(3)
三ヶ島　遥香(2) 石﨑　なつの(3) 堂端　望華(2) 冨原　佳音(3) 中村　優里(3) 佐藤　陽菜(3) 谷口　奈生(2) 大橋　愛莉(2)
柳川　美月(3) 松村　佳音(3) 小林　藍衣(3) 説田　夕妃乃(3) 大国　彩乃(3) 日尾　芽愛(3) 早川　結萌(3) 野尻　芽生(3)
ンバマ　紗良(3) 小善　玲奈(3) 齋藤　知沙(2) 田邊　三涼(3) 柴田　美冴(3) 美輪　菜々海(2) 林　美古都(3) 杉本　みのり(2)
日尾　芽愛(3) 1m55 嶋　芽(3) 1m45 松木　綾世(2) 1m40 木原　綾乃(3) 1m40 齊藤　柚葉(2) 1m35 川村　心百(2) 1m35 村井　真悠子(3) 1m30
富山北部 五位 芳野 五位 福光 城山 芝園

蜷川　乃愛(3) 1m30
魚津西部

中村　若葉(1) 4m66(-2.1) 水野　愛椛(1) 4m45(-0.6) 作道　莉奈(1) 4m28(-0.6) 川合　優那(1) 4m27(+0.7) 佐野　月南(1) 4m25(-0.8) 下村　莉奈(1) 4m17(-0.3) 山本　さと乃(1) 4m11(+0.4) 高城　咲夢(1) 4m10(-1.4)
堀川 速星 牧野 福光 富山北部 山室 伏木 速星
河合　若菜(3) 4m92(+0.1) 水橋　采星(3) 4m90(-0.3) 林　咲希(3) 4m86(0.0) 小林　藍衣(3) 4m83(+0.4) 田中　結衣(2) 4m73(-0.9) 西島　怜(3) 4m71(-0.4) 中辻　依沙(3) 4m71(+0.1) 折川　ひかり(3) 4m63(-0.7)
出町 水橋 片山学園 伏木 朝日 高岡西部 出町 藤ノ木
大橋　愛莉(2) 11m75 島　碧生(3) 11m23 吉田　悠里(3) 10m71 村上　梨乃(3) 9m41 野村　佳恩(3) 9m31 松島　萌香(3) 9m09 光澤　亜衣里(3) 9m08 杉原　優那(3) 8m86
高岡西部 入善西 出町 城端 出町 入善西 早月 魚津東部
湯浅　咲渚(3) 2253点 岡田　一花(2) 2159点 谷川　晴香(3) 2117点 小松　心奏(2) 2105点 玉島　果怜(3) 2000点 林　夕羽佳(2) 1987点 高杉　萌生(3) 1967点 川村　清乃(2) 1956点
福光 雄山 滑川 上市 富大附属 雄山 城山 城山

対抗得点
第59回富山県中学校陸上競

技選手権大会　女子の部
堀川 34点 伏木 34点 富山南部 32点 大沢野 28点 出町 23点 速星 22点 富山北部 22点 富山西部 22点

凡例  標突:全国大会出場標準記録突破

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年女子100m 

風：+0.4

7月11日
中学２年女子100m 

風：-0.6

7月11日
中学３年女子100m 

風：-0.6

7月10日
中学共通女子200m 

風：-1.0

7月10日 中学共通女子800m

7月11日 中学共通女子1500m

7月11日 中学共通女子走高跳

7月11日 中学１年女子走幅跳

7月11日
中学共通女子
100mH(0.762m) 

風：-1.5

7月10日 中学１年女子4X100mR

7月11日 中学共通女子4X100mR

7月10日 中学共通女子走幅跳

7月11日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

16.09(-0.6)-1m30-8m73-27.21(+1.2)

7月10日
中学共通女子四種競技(女

子)
17.08(-0.6)-1m25-8m04-28.29(+1.4)16.01(-0.6)-1m30-8m00-27.91(+1.2) 16.40(-0.6)-1m35-8m71-29.11(+1.2) 15.90(-0.3)-1m35-8m60-30.03(+1.2) 16.41(-0.3)-1m30-7m41-28.86(+1.2) 16.17(-0.3)-1m25-7m54-28.87(+1.2) 17.26(-0.3)-1m25-8m22-28.05(+1.4)


