
白山野々市中学校新人陸上競技大会（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

岡本　龍季 北　星2 大家　秀太 松　任2 新谷　尚大 野々市2 池田　昂太 松　任2 古木　貴也 鳥　越2 山田　修也 美　川2 谷野　大輔 笠　間2 吉岡　寛人 光　野2

12.42 12.44 12.53 12.82 12.88 12.90 13.06 13.31

久々湊健己 野々市1 片岡　直幹 光　野1 池田　裕真 光　野1 卯木　文也 野々市1 髙森　健慎 松　任1 藤本　強吾 布　水1 中野　創志 鶴　来1 竹腰　青空 白　嶺1

12.72 13.04 13.69 13.85 13.90 13.91 13.95 14.13

大家　秀太 松　任2 岡本　龍季 北　星2 安井　祥瑛 野々市2 古木　貴也 鳥　越2 中島　隆成 松　任2 半田斗稀王 笠　間2 山田　竜生 北　辰2 橘　　峻矢 美　川2

24.83 24.84 26.02 26.25 26.32 26.75 26.80 26.84

渡辺　聖司 松　任2 北島　永輝 松　任2 近藤　岳琉 北　星2 安井　祥瑛 野々市2 保地谷匡紀 美　川2 源　　侑悟 北　辰1 近藤　　司 北　星2 牧野　　翼 光　野2

55.94 56.52 57.95 1.01.88 1.03.00 1.04.91 1.05.01 1.05.64

北島　永輝 松　任2 山根　大河 美　川2 福島　渓人 松　任2 山田　拓耶 北　星2 織田　　陸 北　辰2 源　　大輝 鳥　越2 中西　海斗 笠　間2 近藤　　司 北　星2

2.10.13 2.19.98 2.23.52 2.26.75 2.28.44 2.28.95 2.31.12 2.32.52

藤　　壮寛 松　任2 水上　陽暉 北　辰2 北出竜之介 鳥　越2 吉田　　翔 笠　間2 坂野　　司 光　野2 村田　　航 笠　間2 蔵野　　翼 光　野2 野崎　叶人 美　川2

4.36.80 4.39.10 4.52.44 4.59.55 5.00.37 5.03.07 5.03.80 5.03.99

井本　　郷 笠　間1 下　　隼人 白　嶺1 若林　志哉 北　辰1 北川　佑真 美　川1 安本　拓真 北　辰1 西村　彪雅 松　任1 能川　光希 光　野1 道浦　佑馬 鳥　越1

5.05.45 5.10.03 5.11.04 5.13.21 5.13.60 5.14.16 5.15.18 5.16.79

水上　陽暉 北　辰2 藤　　壮寛 松　任2 北出竜之介 鳥　越2 吉田　樹生 北　辰2 安井　文哉 松　任2 濵﨑　大誠 美　川2 林　雅郁志 鳥　越2 越田　公平 美　川1

9.54.85 9.59.59 10.37.38 10.51.30 11.07.70 11.14.28 11.25.66 11.51.82

吉田　　翼 野々市2 池田　昂太 松　任2 池本　将真 鶴　来2 清水　大世 布　水2 江端　龍生 布　水2 浜野　正都 光　野2

19.17 19.35 19.55 20.23 20.43 21.80

新谷　尚大 野々市2 山田　竜生 北　辰2 谷野　大輔 笠　間2 東　　広大 笠　間2 吉岡　寛人 光　野2 本郷　千聖 光　野2 知田　勇飛 鶴　来2 福田光知朗 松　任2

5.48 -0.4 5.30 1.8 5.05 1.1 4.91 1.5 4.89 1.8 4.84 1.2 4.84 1.9 4.77 1.2

久々湊健己 野々市1 竹腰　青空 白　嶺1 中野　創志 鶴　来1 森　　路真 鳥　越1 藤田　晃輝 松　任1 市川　高裕 美　川1 下　　隼人 白　嶺1 湯川　寛太 美　川1

5.46 +1.9 4.81 +2.1 4.61 +2.6 4.61 +3.5 4.56 +3.5 4.44 +2.6 4.42 +3.2 4.33 +2.1

福田光知朗 松　任2 上田　真生 布　水2 清水　大世 布　水2 濵﨑　大誠 美　川2 出口　凱大 鳥　越2 吉田　　翼 野々市2 吉田　陸斗 松　任2 清水　舜也 美　川1

1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.30 1.30 1.30

渡辺　聖司 松　任2 山根　大河 美　川2 小田　冬芽 白　嶺2 伊深　友真 白　嶺2 源　　大輝 鳥　越2 坂野　　司 光　野2 西尾　策真 布　水2 高田　柊太 光　野2

12.16 ◎ 9.35 8.99 8.98 8.41 8.38 8.26 8.14

松　任 ◎ 笠　間 美　川 北　星 鳥　越 光　野 布　水 鶴　来

47.42 ◎ 50.15 50.34 51.19 51.58 52.78 52.80 56.04

光　野 美　川 野々市 笠　間 松　任 鳥　越

52.43 52.82 54.05 54.19 55.13 56.02
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白山野々市中学校新人陸上競技大会（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

坂中　弥華 美　川2 北田ひなこ 美　川2 大橋　玲香 松　任2 本田華奈子 松　任2 渡部　あゆ 野々市2 平田　瑞朋 北　星2 鈴木　早耶 野々市2 黒川　紫乃 光　野2

13.95 14.09 14.26 14.32 14.43 14.52 14.63 14.91

基村　　碧 野々市1 中村　日咲 光　野1 中林　萌里 北　辰1 三島　彩伽 北　星1 池田　咲良 野々市1 寺田　彩笑 松　任1 杉浦　　綸 白　嶺1 竹澤マリア 北　星1

13.97 14.15 14.23 14.67 14.80 14.93 14.96 15.09

大橋　玲香 松　任2 井上　京香 美　川2 北田ひなこ 美　川2 基村　　碧 野々市1 平田　実菜 北　星2 立花　月奈 松　任2 鈴木　早耶 野々市2 黒川　紫乃 光　野2

28.50 28.80 28.96 29.25 29.28 29.67 30.13 30.82

樽木　万褒 北　辰2 渡辺　桜子 松　任2 中川　瑞稀 松　任1 森　　優花 美　川2 刀根　菫子 野々市1 樽木　万遊 北　辰2 中西　優花 鳥　越2 川端　志歩 光　野2

2.31.18 2.31.21 2.33.46 2.36.38 2.41.13 2.41.67 2.42.25 2.45.09

樽木　万褒 北　辰2 渡辺　桜子 松　任2 中川　瑞稀 松　任1 樽木　万遊 北　辰2 森　　優花 美　川2 井口　由架 笠　間2 常陸まりん 笠　間2 谷口さくら 野々市1

5.03.22 5.05.72 5.07.14 5.24.57 5.32.05 5.36.77 5.37.63 5.38.13

水落　らら 野々市2 本田華奈子 松　任2 福田菜々花 北　星2 菊田　湖々 野々市1 清水　茉衣 布　水2 米沢　涼那 美　川2 塚原　涼香 松　任1 西村　由真 美　川2

15.92 16.98 17.81 18.28 18.96 19.33 19.53 20.64

渡部　あゆ 野々市2 中川　詩子 美　川2 石川ひなの 松　任2 朝比奈鈴果 松　任2 平田　　涼 北　星2 林　　希夢 北　星2 宮沢　杏実 美　川2 清水　茉衣 布　水2

4.78 +1.2 4.65 +0.8 4.59 +2.3 4.51 +1.7 4.38 +0.5 4.18 +1.4 4.14 +1.7 3.90 +1.4

中村　日咲 光　野1 寺田　彩笑 松　任1 上濱　萌楓 布　水1 小川　采穂 野々市1 中林　萌里 北　辰1 堀畑　彩花 布　水1 杉本　侑那 北　星1 河合　雅乃 松　任1

4.60 +2.0◎ 4.19 +2.0 4.11 +2.0 4.05 +1.0 4.04 +3.2 3.97 +2.3 3.86 +1.4 3.79 +2.2

水落　らら 野々市2 石川ひなの 松　任2 朝比奈鈴果 松　任2 太田亜絵音 美　川2 菊田　湖々 野々市1 竹田　彩花 鳥　越1 森　　　直 布　水1

1.57 ◎ 1.33 1.30 1.25 1.25 1.20 1.15

岡田　梨花 北　辰2

1.15

石井優里花 美　川2

1.15

石村　汐里 野々市2 中邑　凛子 松　任2 米村　夏実 野々市2 加藤　友里 白　嶺2 小林真矢香 光　野2 中川　詩子 美　川2 坂下　晴南 松　任2 辻　沙耶佳 鶴　来1

10.99 ◎ 10.42 ◎ 9.47 8.15 7.86 7.45 6.95 6.62

野々市 美　川 松　任 北　星 光　野 北　辰 鳥　越 笠　間

53.44 53.80 54.30 56.31 56.67 56.72 58.34 59.36

松　任 野々市 光　野 布　水 美　川 笠　間 鳥　越 北　星

57.99 58.04 58.22 59.31 59.91 1.00.78 1.01.03 1.01.30

学校対抗得点表

男子 松　任 121.5 野々市 62.5 美　川 56.5 光　野 48 笠　間 46 北　辰 46

女子 松　任 115 野々市 97 美　川 70 北　辰 38 北　星 34 光　野 32

総合 松　任 236.5 野々市 159.5 美　川 126.5 北　辰 84 光　野 80 北　星 68
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