
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

森　　　柳 布　水3 伊藤　光希 北　星3 永井　隆聖 白　嶺3 稲田　光洋 北　星3 薬師　光輝 野々市3 大谷内　陸 松　任3 多々見悠人 野々市3 松尾　昌奈 北　辰3

11.73 11.87 11.92 11.94 12.08 12.15 12.16 12.24

新谷　尚大 野々市2 岡本　龍季 北　星2 大家　秀太 松　任2 池田　昂太 松　任2 谷野　大輔 笠　間2 安井　祥瑛 野々市2 古木　貴也 鳥　越2 山田　竜生 北　辰2

12.00 12.24 12.33 12.34 12.63 12.67 12.75 12.77

伊藤　光希 北　星3 稲田　光洋 北　星3 松尾　昌奈 北　辰3 薬師　光輝 野々市3 橋本　勇志 野々市3 森金玲央斗 光　野3 内山　　亮 笠　間3

24.40 24.47 24.87 24.88 24.94 26.40 26.45

的場　翔大 野々市3 橋本　勇志 野々市3 坂本遼一郎 松　任3 北出　明嗣 鳥　越3 横山　将大 鶴　来3 岩井　冬磨 北　辰3 束田　風世 松　任3 近藤　　司 北　星2

50.93 ◎ 56.66 57.73 58.29 59.68 60.35 61.16 64.02

的場　翔大 野々市3 北島　永輝 松　任2 高野　　翔 松　任3 岩井　冬磨 北　辰3 菊川　直樹 笠　間3 出町　京也 光　野2 山根　大河 美　川2 山田　修也 美　川2

2.10.80 2.12.91 2.14.62 2.18.72 2.22.16 2.22.70 2.23.12 2.23.41

藤　　壮寛 松　任2 高野　　翔 松　任3 山岸　哲也 鳥　越3 濵﨑　大誠 美　川2 中本　拓実 笠　間3 臼井　友綺 布　水3 立花　圭吾 美　川3 田中　悠都 北　星3

4.36.38 4.43.19 4.48.39 5.06.15 5.08.06 5.17.44 5.17.50 5.21.54

北島　永輝 松　任2 福田光知朗 松　任2 北出竜之介 鳥　越2 吉田　　翔 笠　間2 村田　　航 笠　間2 林　雅郁志 鳥　越2 吉田　樹生 北　辰2 宮本　　廉 鶴　来2

4.39.17 4.50.30 4.52.38 5.02.89 5.04.24 5.05.15 5.15.52 5.17.04

藤　　壮寛 松　任2 吉野　光紀 鳥　越3 上田　健太 白　嶺3 安井　文哉 松　任2 宮下　和己 光　野2 高田　渉吏 鶴　来3 牧野　　翼 光　野2

9.52.63 10.58.33 11.02.67 11.18.66 12.12.33 12.29.45 13.21.51

多々見悠人 野々市3 森　　　柳 布　水3 西野　圭悟 布　水3 大塚たろう 松　任3 濱浦　  希 鶴　来3 熊田　尚也 美　川3 池本　将真 鶴　来2 吉田　　翼 野々市2

16.04 ◎ 16.49 18.13 18.35 19.05 19.39 19.61 19.98

石野　駿平 松　任2

20.00.07

井村　拓人 野々市3 大谷内　陸 松　任3 勝村　嘉輝 光　野3 山岸　寛太 鶴　来3 熊田　尚也 美　川3 藤本　慶大 鳥　越3 大塚たろう 松　任3 仲　　隼輔 光　野3

5.65 +1.4 5.64 +1.5 5.43 +1.1 5.36 +0.4 5.34 +1.1 5.08 +0.4 5.04 +1.7 4.97 +1.1

新谷　尚大 野々市2 山田　竜生 北　辰2 近藤　岳琉 北　星2 知田　勇飛 鶴　来2 東　　広大 笠　間2 久々湊健己 野々市1 大家　秀太 松　任2 荒谷　英寿 鳥　越2

5.69 +1.2 5.35 +0.3 5.21 +0.1 5.11 -0.3 5.07 -0.5 5.01 -0.5 4.87 +0.1 4.56 +1.0

朝倉　尚也 布　水3 勝村　嘉輝 光　野3 岩田　竜己 光　野3 福田光知朗 松　任2 島田　凌杜 野々市3 田中稀一朗 美　川3 上田　真生 布　水2 穐田　大槻 野々市3

1.70 ○ 1.58 1.58 1.45 1.45 1.45 1.40 1.35

永井　隆聖 白　嶺3 山本　健人 鶴　来3 渡辺　聖司 松　任2 尾形裕太郎 鶴　来2 南　　綾真 鳥　越3 岩田　竜己 光　野3 盛　　達郎 美　川3 馬場　大暉 野々市3

10.99 10.83 10.18 9.54 9.44 8.77 8.67 8.29

野々市 北　星 松　任 布　水 鶴　来 鳥　越 光　野 美　川

45.52 ◎ 47.36 47.60 48.26 49.07 49.08 49.37 50.96

野々市 笠　間 美　川 松　任 光　野 鶴　来 鳥　越 布　水--

48.78 49.39 51.67 51.84 53.00 53.17 53.34 54.28

山内2森1源2荒谷2 西出2鍵主2石垣2小野2

勝村3高倉2岩田3森金3 盛3熊田3立花3新谷3

低400mR

吉田2新谷2安井2久々湊1 谷野2半田2野田2久保2 山田2橘2大岸2山根2 藤2北島2渡辺2藤田1 蔵野2高田2本郷2出町2 三ツ井2知田2宮本2池本2

薬師3的場3橋本3多々見3 近藤2伊藤3岡本2稲田3 大塚3大谷内3池田2大家2 江端2朝倉3西野3森3 濱浦3尾形3山本3山岸3 北出3竹田3古木2藤本3

走高跳

砲丸投

代400mR

3000mW

走幅跳

低走幅跳

低1500m

3000m

110mH +0.8

400m

800m

1500m

100m +1.3

低100m +0.8

200m -1.4

8888

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

平成25年10月4日(金)

風速

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777



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

池田　未優 北　辰3 梶原有莉奈 北　星3 井上　京香 美　川2 小林　美月 松　任3 川島　千乃 松　任3 基村　　碧 野々市1 森山　莉奈 北　星3 南　　伶奈 笠　間3

12.73 13.25 13.74 13.96 14.00 14.11 14.16 14.18

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

13.60 13.60 13.68 13.72 13.75 14.08 14.14 14.34

鈴木　早耶 野々市2 杉本瑛梨奈 北　星3 井上　京香 美　川2 宮田　莉佳 松　任3 吉田　紗千 松　任3 田原　久子 鳥　越3 江戸実佳子 美　川3 江崎　美穂 北　星3

28.44 28.70 28.80 28.86 29.56 29.71 29.74 29.76

樽木　万褒 北　辰2 井坂　春乃 美　川3 渡辺　桜子 松　任2 森　　優花 美　川2 中西　優花 鳥　越2 酒井　未夏 松　任3 樽木　万遊 北　辰2 相馬　彩生 野々市3

2.29.47 2.31.66 2.33.38 2.35.92 2.36.31 2.39.03 2.42.34 2.47.09

樽木　万褒 北　辰2 井坂　春乃 美　川3 渡辺　桜子 松　任2 樽木　万遊 北　辰2 常陸まりん 笠　間2 橋野　倫奈 美　川3 西田　実希 松　任2 井口　由架 笠　間2

5.00.23 5.07.13 5.13.03 5.17.38 5.26.82 5.31.72 5.33.61 5.39.90

小林　美月 松　任3 川島　千乃 松　任3 川口　澄香 野々市3 吉田　景香 布　水3 清水　茉衣 布　水2 北井まい乃 北　星3 米沢　涼那 美　川2 細川　夏鈴 光　野2

17.56 17.84 18.74 19.03 19.12 19.46 19.60 22.00

小谷内里帆 松　任3 森下　彩音 松　任2 林　　莉子 松　任2

17.04.10 17.55.43 18.47.94

新村　愛里 北　星3 杉本瑛梨奈 北　星3 石川ひなの 松　任2 至極　雛子 布　水3 山下　さき 笠　間3 森　菜々瀬 鶴　来3 宮田　莉佳 松　任3 東　　玲奈 美　川3

4.99 +1.6 4.65 +0.4 4.54 -0.3 4.18 +0.8 4.17 -0.0 4.14 +1.0 4.13 +1.0 4.12 -1.4

中川　詩子 美　川2 水落　らら 野々市2 平田　　涼 北　星2 朝比奈鈴果 松　任2 渡部　あゆ 野々市2 坂中　弥華 美　川2 林　　希夢 北　星2 竹下　真由 布　水2

4.81 ◎+0.9 4.48 +0.4 4.31 +1.2 4.30 +0.9 4.27 +0.7 4.17 +0.5 4.17 +0.7 3.92 +0.3

水落　らら 野々市2 赤井　愛実 美　川3 新村　愛里 北　星3 大橋　玲香 松　任2 石川ひなの 松　任2 松任　花乃 北　星3 真田　麻衣 布　水3 菊田　湖々 野々市1

1.54 1.51 1.51 1.45 1.42 1.33 1.30 1.30

石村　汐里 野々市2 中邑　凛子 松　任2 米村　夏実 野々市2 菱谷　瀬菜 鶴　来3 中谷梨香子 北　辰3 構　ひな子 美　川3 小林真矢香 光　野2 坂下　晴南 松　任2

10.01 9.03 8.90 8.55 8.45 7.73 7.24 6.69

北　星 松　任 北　辰 美　川 野々市 鳥　越 布　水 光　野

52.33 53.09 53.43 53.67 55.12 56.33 56.79 57.74

松　任 北　星 野々市 光　野 笠　間 布　水 鳥　越 美　川

55.09 55.30 56.21 57.15 59.32 60.71 61.02 62.83

学校対抗得点表

男子 松　任 116 野々市 99 北　星 49 鶴　来 43 鳥　越 42 光　野 41

女子 松　任 107 美　川 78 北　星 71 野々市 70 北　辰 41 布　水 22

総合 松　任 223 野々市 169 北　星 120 美　川 107 北　辰 66 布　水 62

源2林2山本2中川2 米沢2太田2宮沢2森2

1111 2222 3333 4444 5555 6666

吉田3至極3樋谷3真田3 中田3田川3長柄3佐藤3

低400mR

森下2立花2石川2朝比奈2 福田2平田瑞2林2平田実2 基村1米村2石村2菊田1 松岡2安江2細川2黒川2 國光2藤平田2横道2政木2 清水2山﨑2辻2竹下2

森山3新村3杉本3梶原3 川島3本田2小林3大橋2 中谷3池田3炭田2木越2 井上2坂中2中川2北田2 黒保3水落2渡部2鈴木2 池田3中西2山口3田原3

走高跳

砲丸投

代400mR

3000mW

走幅跳

低走幅跳

800m

1500m

100mH +1.7

100m +0.7

低100m +1.4

200m -1.2

8888

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録

平成25年10月4日(金)

風速

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777


