
白山野々市中学校陸上競技大会（男子成績）

種目 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

井坂　瞭汰 松　任3 東野広太郎 笠　間3 奥田　周一 美　川3 岡田　啓太 美　川3 中出　将平 笠　間3 島津　光佑 松　任3 名谷　樹哉 光　野3 橋田　　龍 布　水3

11.41 11.67 11.67 11.92 12.09 12.14 12.16 12.22

永井　隆聖 白　嶺2 薬師　光輝 野々市2 多々見悠人 野々市2 尾形裕太郎 鶴　来2 伊藤　光希 北　星2 大谷内　陸 松　任2 森　    柳 布　水2 朝倉  尚也 布　水2

11.99 12.11 12.35 12.43 12.55 12.67 12.69 12.78

井坂　瞭汰 松　任3 奥田　周一 美　川3 藤原　　遼 鶴　来3 島津　光佑 松　任3 大石　竜平 鳥　越3 神保　大地 美　川3 薬師　光輝 野々市2 松田　康甫 笠　間3

23.92 23.95 24.08 24.78 25.05 25.06 25.23 26.25

的場　翔大 野々市2 渡辺　瑛地 松　任3 宮村　直希 野々市3 濱崎　誠士 美　川3 石原　　潤 鳥　越3 名谷　樹哉 光　野3 坂本遼一郎 松　任2 高松　洋登 光　野3

54.18 55.23 56.00 56.47 56.50 57.16 58.92 59.29

渡辺　瑛地 松　任3 的場　翔大 野々市2 菅本　遥也 松　任3 池田　夏記 笠　間3 日比野侑真 笠　間3 斉藤　裕哉 美　川3 渡辺　大雅 北　辰3 高松　洋登 光　野3

2.07.51 2.10.00 2.14.58 2.17.41 2.17.47 2.18.93 2.20.07 2.20.10

桝谷　　涼 松　任3 菅本　遥也 松　任3 池田　夏記 笠　間3 服部　　要 布　水3 幅口  裕太 鳥　越3 尾西  宏紀 鳥　越3 日比野侑真 笠　間3 斉藤　裕哉 美　川3

4.38.73 4.40.37 4.42.88 4.43.94 4.53.76 4.55.25 4.55.81 4.56.08

青山　悟士 布　水2 高野　　翔 松　任2 岡島　諒汰 光　野2 新谷　大希 美　川2 福田　　響 光　野2 吉野　光紀 鳥　越2 山岸  哲也 鳥　越2 坂本遼一郎 松　任2

4.46.60 4.48.41 4.58.43 5.05.13 5.05.15 5.05.76 5.06.29 5.07.21

桝谷　　涼 松　任3 若林　一馬 美　川3 堀　　翔嘉 光　野3 高田　洸希 松　任3 今川　雅紀 鳥　越3 飴野　智大 鳥　越3 上田　竜大 白　嶺3 岩井　冬磨 北　辰2

9.54.76 10.00.78 10.01.73 10.07.26 10.11.70 10.12.69 10.12.96 10.47.61

小木曽　慧 布　水3 梅田　仙司 美　川3 多々見悠人 野々市2 馬田　大暉 美　川3 田中　真也 光　野3 西野  圭悟 布　水2 白井　裕也 松　任3 来丸　雄基 野々市2

16.36 ◎ 16.95 16.96 19.23 19.75 20.19 20.64 24.34

江川　翔真 松　任3 高野　　翔 松　任2

22.11.93 22.12.17

河端　冠束 野々市3 藤原　　遼 鶴　来3 梅田　仙司 美　川3 沢村　　舜 鶴　来3 池田　達哉 松　任3 大石　竜平 鳥　越3 鈴木　克哉 美　川3 久司　力亜 北　辰3

6.06 1.6 5.85 0.8 5.52 1.5 5.47 2.0 5.44 0.9 5.37 1.9 5.09 1.8 4.92 1.3

大谷内　陸 松　任2 井村　拓人 野々市2 仲　　隼輔 光　野2 熊田　尚也 美　川2 永井　隆聖 白　嶺2 勝村　嘉輝 光　野2 辻　　雄大 北　辰2 藤本　慶大 鳥　越2

5.42 5.0 5.40 3.5 5.14 3.9 5.02 2.9 4.93 3.0 4.90 0.9 4.81 1.9 4.74 2.4

河端　冠束 野々市3 朝倉  尚也 布　水2 池田　達哉 松　任3 川久保　成 布　水3 山下　将都 鳥　越3 栖田　修成 白　嶺3 長尾　俊佑 野々市3 中村　友哉 鳥　越3

1.67 1.64 1.64 1.55 1.50 1.45 1.45 1.45

長　　寬彰 鳥　越3 山本　健人 鶴　来2 鈴木　克哉 美　川3 林　　　拓 松　任2 尾形裕太郎 鶴　来2 浅井　大輔 光　野3 村西　玄旭 鳥　越3 吉本　拓未 白　嶺3

10.26 10.17 10.11 8.73 8.32 7.97 7.78 6.76

松　任 美　川 野々市 笠　間 布　水 鳥　越 北　星 鶴　来 

46.24 ◎ 46.58 ◎ 47.18 47.20 47.59 48.05 48.87 49.11

野々市 松　任 光　野 鳥　越 美　川 笠　間 

49.25 51.36 51.58 51.89 53.44 54.31

平成25年5月31日(金)

風速
1 2 3 4 5 6 7 8

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

100m 3.3

低100m 1.5

200m 2.0

400m

800m

1500m

低1500m

3000m

110mH 1.5

3000mW

走幅跳

低走幅跳

走高跳

砲丸投

代400mR

熊田2立花2橘1新谷2 菊川2高橋2番下2福田2

大谷内2渡辺3島津3井坂3 鈴木3奥田3神保3濱崎3 河端3薬師2宮村3多々見2 中出3松田3永森3東野3 塚本3橋田3川久保3小木曽3 幅口3石原3山下3大石3 稲田2新谷3扇子3伊藤2 尾形2藤原3沢村3濱浦2

低400mR

的場2橋本2穐田2井村2 池田1林2坂本2大家1 岡島2仲2森金2福田2 北出2竹田2古木1藤本2



白山野々市中学校陸上競技大会（女子成績）

種目 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

柳谷　朋美 松　任3 深尾さくら 北　辰3 杉俣　朱里 北　星3 中村　真思 北　辰3 嶋崎ひなた 松　任3 中野　華映 光　野3 岡部　莉奈 美　川3 駒田　里子 鶴　来3

12.22 12.55 13.15 13.33 13.45 13.71 13.82 14.01

池田　未優 北　辰2 新村　愛里 北　星2 梶原有莉奈 北　星2 小林　美月 松　任2 吉田　紗千 松　任2 中江　光梨 鶴　来2 中谷梨香子 北　辰2 南　　伶奈 笠　間2

12.95 ◎ 13.56 13.60 13.84 14.07 14.19 14.22 14.34

柳谷　朋美 松　任3 杉本瑛梨奈 北　星2 江戸実佳子 美　川2 吉田　紗千 松　任2 山口真央莉 北　星2 清水理華子 北　辰3 山本　千穂 鶴　来2 佐藤菜々美 美　川3

25.94 ◎ 29.45 29.87 30.29 30.44 30.67 31.10 31.98

下田　志穂 松　任3 中村　瑠衣 北　辰3 山﨑　珠里 北　辰3 中西　優花 鳥　越1 片山　千里 野々市3 井坂　春乃 美　川2 酒井　未夏 松　任2 谷口　十和 美　川3

2.27.41 2.31.72 2.34.17 2.38.65 2.40.55 2.40.95 2.41.75 2.43.26

下田　志穂 松　任3 中村　瑠衣 北　辰3 井坂　春乃 美　川2 酒井　未夏 松　任2 杉田　枝穂 布　水3 谷口　十和 美　川3 山上　詩乃 鶴　来2 吉田明日香 笠　間3

4.57.72 5.07.94 5.23.53 5.24.06 5.34.16 5.34.99 5.39.22 5.41.30

中村　真思 北　辰3 亀田　彩加 布　水3 山辺　彩音 松　任3 中野　華映 光　野3 橋野　倫奈 美　川2 東　　玲奈 美　川2 浅香　美来 布　水3 沖野　凪沙 野々市3

15.97 16.45 16.84 17.10 18.44 19.03 19.33 19.41

片山　千里 野々市3 長　彩佳莉 松　任3 小谷内里帆 松　任2

15.31.58 16.31.65 18.57.60

嶋崎ひなた 松　任3 岡部　莉奈 美　川3 駒田　里子 鶴　来3 桜井湖乃美 北　辰3 山辺　彩音 松　任3 京堂　瑞穂 布　水3 長谷川桃子 布　水3 五十嶋夢乃 白　嶺3

4.97 2.6 4.63 2.9 4.49 3.5 4.35 1.2 4.34 2.0 4.23 3.2 4.20 2.9 4.09 1.6

新村　愛里 北　星2 黒保　奈那 野々市2 中川　詩子 美　川1 杉本瑛梨奈 北　星2 出口　恵梨 鶴　来2 佐藤あさひ 光　野2 水落　らら 野々市1 吉田　景香 布　水2

4.60 2.0 4.37 3.7 4.33 4.8 4.27 3.6 4.08 2.6 4.05 5.1 3.83 0.8 3.81 3.1

赤井　愛実 美　川2 倉　　瑞穂 野々市3 山根　憂華 美　川3 真田　麻衣 布　水2 宮下　桃歌 布　水3 宮谷明日香 鳥　越3 大橋　玲香 松　任1 中川　賢美 鳥　越3

1.42 1.33 1.30 1.30 1.25 1.25 1.25 1.20

成岡　咲季 松　任3 吉村　　楓 野々市3 橋本ひかり 鳥　越3 中西　夏菜 鳥　越3 川口　涼香 野々市3 太田　星菜 北　辰3 中谷梨香子 北　辰2 押越　美結 松　任3

9.63 8.46 8.46 8.36 8.26 7.91 7.90 7.63

北　辰 松　任 北　星 美　川 鳥　越 鶴　来 布　水 光　野 

50.95 ◎ 51.35 ◎ 52.53 54.58 56.08 56.10 56.10 56.17

美　川 松　任 布　水 光　野 野々市 北　星 鳥　越 鶴　来 

55.65 56.10 57.71 58.33 58.56 58.62 59.63 59.88

学校対抗得点表

男子 松　任 126 美　川 84 野々市 82 鳥　越 54 光　野 45 布　水 44
女子 松　任 100 北　辰 71 美　川 69 北　星 52 布　水 36.5 野々市 36
総合 松　任 226 美　川 153 野々市 118 布　水 80.5 鳥　越 80 北　辰 77

平成25年5月31日(金)

風速
1 2 3 4 5 6 7 8

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

100m 4.7

低100m 1.4

200m 1.2

800m

1500m

100mH 3.6

3000mW

走幅跳

低走幅跳

走高跳

砲丸投

代400mR

中村真3深尾3山﨑3池田2 山辺3嶋崎3小林2柳谷3 江崎2杉俣3新村2梶原2 岡部3山根3江戸2佐藤3 坂口3中西1北3田原2 西田3駒田3林3山本2 長谷川3畠山3京堂3亀田3 能村3荻原3田川2中野3

低400mR

井上1坂中1松木2中川1 川島2吉田2宮田2大橋1 吉田2至極2樋谷2真田2 安井2中田2長柄2佐藤2 相馬2水落1川口2石村1 森山2北井2松任2伊豆2 池田2中川1道浦2山口2 菱谷2中江2森2出口2

1 2 3 4 5 6


