
ト ラ ッ ク 審 判 長 長谷　基

フィールド審判長 中田　憲昭

招 集 所 審 判 長 島崎　清光

記 録 主 任 高戸　孝司

日付 種目

谷口　響(5) 11.11 五十嵐　海翔(5) 11.37 喜多　健士郎(2) 11.42 亀田　晃弥(3) 11.46 大谷　祐貴(3) 11.68 大久保　匠(4) 11.73 部谷　和也(4) 11.94 永瀬　蒼太(1) 12.16

富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（本郷）

谷口　響(5) 22.54 喜多　健士郎(2) 23.01 五十嵐　海翔(5) 23.35 大久保　匠(4) 23.72 坂野　耀真(3) 24.00 山﨑　悠馬(4) 25.33 永瀬　蒼太(1) 25.63

富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（射水） 石川高専 富山高専（本郷）

本田　聖人(1) 51.65 立浪　紘佑(3) 52.25 坂野　耀真(3) 52.84 藤城　卓馬(4) 54.69 長田　成駿(4) 56.20 中嶋　永大(2) 56.90

富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（射水）

樋爪　友哉(2) 2:01.71 平野　太陽(5) 2:02.65 山室　勇葵(2) 2:05.81 中山　凜之助(2) 2:14.38 松本　悠希(1) 2:16.38 櫻井　航希(4) 2:26.83 舘　篤希(1) 2:31.51

石川高専 石川高専 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（射水） 富山高専（射水）

福光　竜之介(5) 4:12.44 平野　太陽(5) 4:14.64 宮本　祥吾(1) 4:31.63 阿部　真央(2) 4:36.85 中山　凜之助(2) 4:40.13 小林　英幸(1) 4:52.68 櫻井　航希(4) 4:58.71 佐藤　純之介(1) 5:09.13

石川高専 石川高専 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（射水） 富山高専（射水）

濱　新太(5) 16:08.20 福光　竜之介(5) 16:21.67 宮本　祥吾(1) 17:06.01 若林　志哉(5) 17:17.16 加賀原　幹(2) 18:22.65 塚林　寛斗(2) 19:01.47 久村　順正(2) 19:16.93 佐藤　純之介(1) 19:21.61

富山高専（射水） 石川高専 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（本郷） 富山高専（射水）

大谷　祐貴(3) 15.04 川縁　輝(3) 16.38 西村　優太朗(5) 17.83 小山　慶達(2) 18.49 北沢　優依(1) 18.69 山村　海翔(1) 20.89 中嶋　永大(2) 22.77

富山高専（射水） 富山高専（本郷） 国際高専 石川高専 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 富山高専（射水）

富山高専（射水） 42.93 富山高専（本郷） 43.08 石川高専 44.68

藤城　卓馬(4) 本田　聖人(1) 山﨑　悠馬(4)

大谷　祐貴(3) 鍋島　一星(2) 伊戸川　幹太(2)

五十嵐　海翔(5) 喜多　健士郎(2) 立浪　紘佑(3)

谷口　響(5) 大久保　匠(4) 亀田　晃弥(3)

富山高専（射水） 3:27.31 富山高専（本郷） 3:28.07 石川高専 3:33.95

藤城　卓馬(4) 本田　聖人(1) 立浪　紘佑(3)

坂野　耀真(3) 鍋島　一星(2) 土田　英夢(4)

五十嵐　海翔(5) 山室　勇葵(2) 亀田　晃弥(3)

谷口　響(5) 喜多　健士郎(2) 部谷　和也(4)

平野　邑征(4) 1m80 福光　俊之介(3) 1m55

富山高専（射水） 石川高専

亀田　晃弥(3) 6m86(+1.6) 鍋島　一星(2) 6m61(+1.1) 本田　聖人(1) 6m23(0.0) 伊戸川　幹太(2) 6m13(0.0) 西村　優太朗(5) 6m04(+0.9) 飯田　諒人(1) 5m88(+0.8)

石川高専 GR 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 石川高専 国際高専 富山高専（本郷）

土田　英夢(4) 13m16(+0.4) 伊戸川　幹太(2) 12m77(0.0) 平野　邑征(4) 12m60(0.0) 鍋島　一星(2) 12m50(0.0) 加藤　暖都(1) 12m27(+0.3) 飯田　諒人(1) 11m70(+0.9)

石川高専 石川高専 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 富山高専（本郷）

福田　健翔(5) 11m14 金布　涼介(4) 11m07 村中　渓亮(3) 10m83 福島　大河(3) 9m85 寺崎　耀(1) 9m84 所村　昴輝(2) 8m56 上月　貴生(2) 7m14

富山高専（射水） 石川高専 富山高専（本郷） 石川高専 富山高専（射水） 石川高専 富山高専（射水）

金布　涼介(4) 33m22 福田　健翔(5) 33m07 村中　渓亮(3) 29m45 所村　昴輝(2) 27m48 福島　大河(3) 27m48 砂原　功武(4) 26m75 野　蓮(3) 24m08 寺崎　耀(1) 21m34

石川高専 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 石川高専 石川高専 富山高専（本郷） 富山高専（射水） 富山高専（射水）

砂原　功武(4) 55m21 川原　秀太(5) 50m46 北村　和喜(4) 47m78 西　飛賀(3) 38m06 上月　貴生(2) 36m02 野　蓮(3) 32m65 清水　哲朗(2) 17m66

富山高専（本郷） 石川高専 石川高専 石川高専 富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（本郷）

森田　はるか(2) 13.23 関藤　瑞紀(4) 13.41 宮武　未歩(5) 13.69 平田　葉月(1) 13.94 横山　実日子(1) 14.03 千葉　仁湖(2) 14.19 水島　彩那(1) 14.69

石川高専 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（本郷）

河原　茉世(2) 2:24.54 横山　実日子(1) 3:07.41 平田　葉月(1) 3:11.18

富山高専（本郷） 富山高専（射水） 富山高専（射水）

西川　瑞佳(5) 4m74(+0.2) 直井　保乃花(4) 4m58(+1.9) 千葉　仁湖(2) 4m28(+1.0) 梧桐　綾乃(3) 3m66(+1.2) 舟本　菜都美(1) 2m65(0.0)

富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（本郷） 富山高専（本郷） 富山高専（射水）

直井　保乃花(4) 8m99 萩中　七海(5) 7m62 梅村　彩(3) 7m28 丸山　慶子(2) 5m44

富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（射水） 富山高専（本郷）

対抗得点 総合 富山高専（射水） 208点 富山高専（本郷） 190点 石川高専 179点 国際高専 10点

6月27日  女子砲丸投(4.000kg)

6月27日
 女子100m
風：+0.3

6月27日  女子800m

6月27日  女子走幅跳

6月27日  男子砲丸投(6.000kg)

6月27日  男子円盤投(1.750kg)

6月27日  男子やり投(800g)

6月27日  男子走高跳

6月27日  男子走幅跳

6月27日  男子三段跳

6月27日
 男子110mH

風：+0.6

6月27日  男子4X100mR

6月27日  男子4X400mR

6月27日  男子800m

6月27日  男子1500m

6月27日  男子5000m

8位

6月27日
 男子100m
風：+1.2

6月27日
 男子200m
風：+0.1

6月27日  男子400m

第56回北陸地区高等専門学校体育大会　陸上競技 【21501508】
富山県総合運動公園陸上競技場 【181020】
2021/06/27 ～ 2021/06/27

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


