
No.1

陸協 富山 コード 18 競技会名 コード 21504203 審判長

主催団体 競技場名 コード 182030 記録主任

 06/27 一般男子 決勝 1 平野  直人 ユティック 10秒91 2 川崎  彰悟 北体研 10秒91 3 猪俣  慧樹 NK track 10秒94 4 橋本  光平 金沢マラソン組織委員会事務局 10秒95
100m 福井 -0.3m 石川 -0.3m 新潟 -0.3m 石川 -0.3m

5 佐々木  陸 Ｒ’ｓ 11秒20 6 岸    一輝 ＹＫＫ 11秒21
富山 -0.3m 富山 +0.4m

 06/26 一般男子 決勝 -0.2m 1 平野  直人 ユティック 21秒54 2 佐々木  陸 Ｒ’ｓ 22秒12 藤田  英司 新発田TFC
200m 福井 富山 新潟

 06/27 一般男子 決勝 1 三井健志朗 Ｒ’ｓ 51秒75 2 佐々木  陸 Ｒ’ｓ 54秒28 大谷地虎希 NK track
400m 富山 富山 新潟

 06/26 一般男子 決勝 1 渡部  佳朗 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 1分54秒45 2 木原  裕貴 ODYK 2分00秒75
800m 新潟 福井

 06/26 一般男子 決勝 1 村山  実徳 高田自衛隊 3分58秒05 2 田矢  聖弥 Ｒ’ｓ 3分58秒16 3 金井  亮介 高田自衛隊 4分12秒18 4 高橋  諒成 高田自衛隊 4分15秒98
1500m 新潟 富山 新潟 新潟

5 徳永  友哉 高田自衛隊 4分23秒91 6 土屋  旦輝 アップルスポーツカレッジ 4分50秒09
新潟 新潟

 06/27 一般男子 決勝 1 森山  真伍 ＹＫＫ 14分05秒90 2 細森  大輔 ＹＫＫ 14分13秒73 3 宮澤  真太 セキノ興産 14分15秒46 4 米田  智哉 セキノ興産 14分17秒74
5000m 富山 富山 新潟 新潟

5 朝賀  勇也 高田自衛隊 14分25秒08 6 狩野  琢巳 セキノ興産 14分26秒45 7 内田    光 ＹＫＫ 14分27秒79 8 及川  佑太 ＹＫＫ 14分31秒15
新潟 新潟 富山 富山

 06/26 一般男子 決勝 1 森山  真伍 ＹＫＫ 29分41秒40 2 細森  大輔 ＹＫＫ 29分48秒06 3 朝賀  勇也 高田自衛隊 29分53秒18 4 福田  裕大 北陸実業団競技連盟 30分34秒82
10000m 富山 富山 新潟 石川

5 細川翔太郎 セキノ興産 30分45秒17 6 村瀬  佳樹 高田自衛隊 30分50秒08 7 鼡田  章宏 セキノ興産 30分51秒91 8 村山  京平 高田自衛隊 32分20秒61
新潟 新潟 新潟 新潟

 06/27 一般男子 決勝 -0.4m 1 岸    一輝 ＹＫＫ 14秒84
110mH[1.067m/9.14m] 富山

 06/26 一般男子 決勝 1 時本  秀彦 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 52秒30 2 小川  達也 長岡AC 57秒01
400mH[0.914m] 新潟 新潟

 06/27 オープン 総合 樋熊  敬史 OP NWS 23分14秒51 尾崎  雄大 OP トヨタ自動車 29分02秒17
5000mW 新潟 愛知

 06/27 一般男子 決勝 1 長谷川龍雅 黒部アクアアスリーツ 2m00 大田  和宏 日本体育施設 欠場
走高跳 富山 石川

 06/26 一般男子 決勝 1 松澤ジアン成治 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 5m20 2 宮川  泰明 タカトミクラブ 4m80 3 不破  崇士 タカトミクラブ 4m00
棒高跳 新潟 福井 福井

 06/27 一般男子 決勝 1 谷口    響 ＹＫＫ 6m67 2 竹腰  清亮 北体研 6m63 3 井上    隼 Ｒ’ｓ 6m59 4 上野  太暉 アップルスポーツカレッジ 6m05
走幅跳 富山 +0.1m 石川 0.0m 富山 -0.7m 新潟 -0.2m

5 須田    崇 ツエーゲン金沢RC 5m19
石川 -0.5m

 06/26 一般男子 決勝 1 八田  雅弘 ツエーゲン金沢RC 14m87 2 伊藤  太一 新市スポ協 13m82
三段跳 石川 +0.9m 新潟 0.0m

 06/27 一般男子 決勝 1 谷崎  良樹 フクビ化学工業 14m68 2 相村  崇文 長岡AC 13m69 平戸  佑一 ツエーゲン金沢RC 棄権
砲丸投[7.260kg] 福井 新潟 石川

 06/26 一般男子 決勝 1 松田  知利 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 46m06
円盤投[2.0kg] 新潟

 06/26 一般男子 決勝 1 遠藤  克弥 七尾東雲高校教員 63m04 2 白田    亘 UHT 54m48 3 村上  数征 USEN 46m26 4 西脇  博之 ｔｏｎｏｍｅ内装　信越 24m89
ハンマー投[7.260kg] 石川 石川 石川 滋賀

 06/27 一般男子 決勝 1 佐道  隼矢 ブルボン 65m89 2 永江  拓也 ナガエTC 62m74 3 山本  純貴 ＹＫＫ 56m17 4 杉本    翼 ＹＫＫ 50m29
やり投[800g] 新潟 石川 富山 富山

5 桶川  雅毅 黒部アクアアスリーツ 47m84
富山
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北陸実業団記録会 朝野　勝行

北陸実業団陸上競技連盟 魚津桃山運動公園陸上競技場 阿部　靖
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陸協 富山 コード 18 競技会名 コード 21504203 審判長

主催団体 競技場名 コード 182030 記録主任

競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

北陸実業団記録会 朝野　勝行

北陸実業団陸上競技連盟 魚津桃山運動公園陸上競技場 阿部　靖

 06/27 一般女子 決勝 -0.5m 1 朝野  夏海 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 12秒28 2 久貝    瞳 ユティック 12秒30 3 武部  真央 北体研 12秒71
100m 富山 福井 石川

 06/26 一般女子 決勝 -1.6m 1 朝野  夏海 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 25秒43 2 福島  沙帆 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 26秒61
200m 富山 富山

 06/27 一般女子 決勝 1 島田  瑶子 金沢ＡＣ 1分00秒41 2 中村さくら 黒部アクアアスリーツ 1分08秒99
400m 石川 富山

 06/26 一般女子 決勝 1 畝本紗斗子 金沢ＡＣ 4分59秒03 2 大田  杏香 野々市明倫高 5分10秒89
1500m 石川 石川

 06/27 一般女子 決勝 1 畝本紗斗子 金沢ＡＣ 10分47秒54 2 大田  杏香 野々市明倫高 11分08秒61
3000m(OP) 石川 石川

 06/27 一般女子 決勝 -0.5m 1 武部  真央 北体研 14秒38 2 藤本  瑠奈 ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌ 14秒78
100mH[0.840m/8.5m] 石川 石川

 06/26 一般女子 決勝 1 竹内恵梨子 金沢ＡＣ 1分06秒83
400mH[0.762m] 石川

 06/27 一般女子 決勝 1 藤本  瑠奈 ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌ 1m65 2 岩田    栞 にいかわ信用金庫 1m60
走高跳 石川 富山

 06/27 一般女子 決勝 1 福島  沙帆 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 5m64 2 野村  来羽 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 5m60 3 藤本  瑠奈 ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌ 5m55 4 永江  仁美 ナガエTC 5m30
走幅跳 富山 0.0m 富山 0.0m 石川 +0.5m 石川 0.0m

権瓶明日夏 ALSOK新潟 欠場
新潟

 06/26 一般女子 決勝 1 野村  来羽 ﾀﾞｲｼﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 12m29(+2.0m) 2 藤田  美佳 新発田TFC 12m01(+2.3m) 3 荒木麻弥子 ヨネックス新潟 11m78(+2.1m) 4 池田  美貴 富大附属小教員 10m72
三段跳 富山 大会新 新潟 公11m89(+1.3m) 新潟 公11m72(+0.5m) 富山 +0.5m

 06/26 一般女子 決勝 1 東海茉莉花 kiwami 39m91
円盤投[1.0kg] 富山

 06/26 一般女子 決勝 1 宮本カロリーナ ＹＫＫ 40m46
ハンマー投[4.0kg] 富山


