
第６5回石川県中学校体育大会：陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表

兼　北信越中学校陸上競技大会予選会 平成２５年６月２９日(土)～６月３０日(日)

兼　国民体育大会石川県予選会
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

30日 １００ｍ 井坂　瞭汰(3) 11.30 細野　瑞希(3) 11.32 池岡　昂紀(3) 11.58 小泉　俊介(3) 11.62 奥田　周一(3) 11.79 能村　貴宏(3) 11.84 森山　天皓(3) 11.97

風:+1.8 白　山･松　任 金　沢･高尾台 七　尾･七尾東部 かほく･河北台 白　山･美　川 金　沢･西南部 金　沢･　緑

市田　雄大(3) 11.32

加　賀･錦　城

29日 1･2年１００ｍ 澤野　晃司(2) 11.68 柿田　駿平(2) 11.79 永井　隆聖(2) 11.80 薬師　光輝(2) 12.06 末政　晴登(2) 12.11 砂後谷公紀(2) 12.13 多々見悠人(2) 12.14 田中龍太郎(2) 12.14

風:+1.4 七　尾･七尾東部 金　沢･西南部 白　山･白　嶺 野々市･野々市 金　沢･浅野川 珠　洲･緑　丘 野々市･野々市 能美郡･川　北

男 29日 ２００ｍ 井坂　瞭汰(3) 22.84 小泉　俊介(3) 22.95 中野　秀星(3) 23.36 能村　貴宏(3) 23.42 奥田　周一(3) 23.74 本　　章吾(3) 23.90 横山　英輝(3) 23.98 澤野　晃司(2) 24.10

風:+1.1 白　山･松　任 ◎ かほく･河北台 小　松･板　津 金　沢･西南部 白　山･美　川 能美市･辰　口 金　沢･金大附属 七　尾･七尾東部

子 30日 ４００ｍ 宮川　聖仁(3) 53.24 的場　翔大(2) 53.84 横山　英輝(3) 54.00 渡辺　瑛地(3) 54.23 古川　雄隆(3) 55.11 西川　朋宏(3) 55.45 濱崎　誠士(3) 56.16 草島　健人(3) 56.61

七　尾･七尾東部 野々市･野々市 金　沢･金大附属 白　山･松　任 能美市･辰　口 金　沢･高尾台 白　山･美　川 金　沢･兼　六

ト 29日 ８００ｍ 渡辺　巧人(3)  2:03.77 山本　　嵐(2)  2:05.11 瀧川　朔生(3)  2:05.37 渡辺　瑛地(3)  2:05.46 井上　拓海(3)  2:06.20 南　　吏玖(3)  2:09.32 達　　椋介(3)  2:11.94 岡嶋　　翼(2)  2:14.70

河　北･津幡南 七　尾･田鶴浜 羽咋郡･志　賀 白　山･松　任 金　沢･大　徳 小　松･南　部 小　松･南　部 能美市･辰　口

ラ 30日 １５００ｍ 吉田　侑平(3)  4:13.50 村　　聖(3)  4:14.14 山下　惠大(3)  4:14.57 三浦　創太(3)  4:14.94 山本　　嵐(2)  4:16.61 橋　　大樹(3)  4:16.84 中川　善揮(3)  4:19.61 達　　椋介(3)  4:22.15

河　北･津幡南 加　賀･片山津 能美市･寺　井 鹿　島･中能登 七　尾･田鶴浜 能美市･辰　口 金　沢･紫錦台 小　松･南　部

ッ 29日 ３０００ｍ 村　　聖(3)  9:08.12 中川　善揮(3)  9:09.36 吉田　侑平(3)  9:12.71 山下　惠大(3)  9:16.27 三浦　創太(3)  9:20.33 中西　達也(3)  9:26.96 橋　　大樹(3)  9:29.04 道下　新太(3)  9:32.13

加　賀･片山津 金　沢･紫錦台 河　北･津幡南 能美市･寺　井 鹿　島･中能登 金　沢･金沢錦丘 能美市･辰　口 七　尾･能登香島

ク 30日 １１０ｍＨ(0.914m) 松田　航哉(2) 15.81 小川　魁斗(3) 16.36 宮本　健佑(3) 16.37 多々見悠人(2) 16.37 吉藤　直希(3) 16.59 小木曽　慧(3) 16.69 吉村　大輝(3) 16.92 二枚田稜介(3) 17.14

風:+1.5 羽咋郡･志　賀 珠　洲･緑　丘 羽咋郡･志　賀 野々市･野々市 河　北･津幡南 野々市･布　水 加　賀･山　中 加　賀･東　和

30日 ３０００ｍＷ 宮島　大樹(2) 15:25.54 西村　一哲(2) 16:06.37 中野　悠平(2) 16:46.94 西山　大貴(2) 16:48.42 竿漕　大夢(3) 16:57.12 長坂　　誠(3) 16:57.65 丸一　雅暉(3) 17:16.91 杉岡　航輔(3) 17:43.74

七　尾･田鶴浜 金　沢･高尾台 加　賀･山　中 能美市･根　上 七　尾･御　祓 能美市･辰　口 小　松･松　東 鹿　島･中能登

30日 ４×１００ｍ 辰　口･能美市 45.57 高尾台･金　沢 45.65 松　任･白　山 45.72 河北台･かほく 45.85 七尾東部･七　尾 45.87 川　北･能美郡 46.45

   白垣光輝也(2)    今庄　和嘉(3)    大谷内　陸(2)    細井　岳史(3)    左藤　泰晴(2)    福田　壮吾(2)

   本　　章吾(3)    細野　瑞希(3)    渡辺　瑛地(3)    小泉　俊介(3)    澤野　晃司(2)    小林　　廉(3)

   古川　雄隆(3)    西川　朋宏(3)    島津　光佑(3)    高橋　星矢(3)    池岡　昂紀(3)    奥村栄太郎(3)

   木越　謙太(3)    田甫　和希(3)    井坂　瞭汰(3)    橋本　　樹(3)    宮川　聖仁(3)    田中龍太郎(2)

30日 走高跳 頼広　勁汰(3) 1m72 桑原　泰我(3) 1m72 朝倉  尚也(2) 1m72 沢本　幸徳(3) 1m72 小堀　　純(3) 1m72 飛弾野裕暉(2) 1m68 園　　頼知(2) 1m64

男 珠　洲･緑　丘 七　尾･七尾東部 野々市･布　水 かほく･宇ノ気 羽咋郡･志　賀 金　沢･紫錦台 小　松･南　部

池田　達哉(3) 1m68

白　山･松　任

子 30日 棒高跳 林　　良樹(2) 3m30 高木　伸哉(3) 2m80 太田　圭悟(3) 2m80 阿部　　繁(3) 2m60 山下　悠騎(2) 2m40 山内　涼大(2) 2m00

フ 金　沢･鳴　和 金　沢･城　南 鳳　珠･小　木 金　沢･城　南 金　沢･高　岡 金　沢･高　岡

ィ 29日 走幅跳 市田　雄大(3)   6m91 細野　瑞希(3)   6m60 池岡　昂紀(3)   6m25 木下　直樹(3)   6m24 河端　冠束(3)   6m10 國部　嗣人(3)   6m02 奥村栄太郎(3)   5m89 北本　開人(3)   5m73

｜ 加　賀･錦　城+1.9 ◎ 金　沢･高尾台+1.9 ◎ 七尾･七尾東部+1.9 小　松･芦　城+1.9 野々市･野々市+1.3 羽咋郡･志　賀+1.3 能美郡･川　北+1.3 金　沢･大　徳+1.1

ル 30日 1･2年走幅跳 左藤　泰晴(2)   5m96 北村　拓也(2)   5m77 安田　拓弥(2)   5m72 大谷内　陸(2)   5m72 中島　　悠(2)   5m60 紙谷　空良(2)   5m47 砂後谷公紀(2)   5m45 稲谷　有矢(2)   5m43

ﾄﾞ 七　尾･七尾東部+1 小　松･芦　城+0.2 金　沢･高尾台+0.9 白　山･松　任+1.5 金　沢･清　泉+0.9 小　松･芦　城+0.4 珠　洲･緑　丘+1.3 加　賀･山　中+1.3

29日 砲丸投(5.000kg) 吉田　玲於(3)  11m65 中本　　希(3)  11m40 沖野　良星(3)  11m08 牧野　太聖(3)  10m91 向山　　宙(3)  10m69 宇羅　智哉(3)  10m65 湯上　誠也(3)  10m63 國部　嗣人(3)  10m16

金　沢･高　岡 能美市･辰　口 河　北･津　幡 鳳　珠･穴　水 小　松･松　東 河　北･津幡南 金　沢･鳴　和 羽咋郡･志　賀

［　ＩＪ：石川県中学記録　ＧＲ：大会記録　＝ＧＲ：大会タイ記録　◎：全中標準記録突破］



第６5回石川県中学校体育大会：陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表

兼　北信越中学校陸上競技大会予選会 平成２５年６月２９日(土)～６月３０日(日)

兼　国民体育大会石川県予選会
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

30日 １００ｍ 柳谷　朋美(3) 12.32 深尾さくら(3) 12.51 山岸　佑香(3) 12.70 今森　美涼(3) 12.73 竹森　楓華(3) 13.00 土田　　和(3) 13.23 中本　璃奈(3) 13.25 水野　朱音(3) 13.27

風:+1.3 白　山･松　任 ◎ 白　山･北　辰 ◎ 小　松･松　東 小　松･丸　内 かほく･高　松 小　松･芦　城 金　沢･鳴　和 加　賀･片山津

29日 1･2年１００ｍ 輪島　里奈(2) 12.72 池田　未優(2) 12.79 吉田　唯莉(2) 12.85 横山　幸希(2) 12.93 長木なつめ(1) 12.95 澤田　知里(2) 13.07 宮口　愛子(1) 13.09 米田　朱里(2) 13.19

風:+1.9 小　松･芦　城 白　山･北　辰 金　沢･西南部 金　沢･紫錦台 かほく･河北台 七　尾･七尾東部 金　沢･紫錦台 かほく･河北台

女 29日 ２００ｍ 柳谷　朋美(3) 25.48 今森　美涼(3) 26.24 吉岡　美玲(2) 26.63 石川　和希(3) 26.75 天池　菜摘(3) 27.07 河﨑　紗都(3) 27.09 澤田　知里(2) 27.20 中本　璃奈(3) 27.47

風:+1.3 白　山･松　任 ◎ 小　松･丸　内 金　沢･浅野川 金　沢･西南部 河　北･津幡南 輪　島･松　陵 七　尾･七尾東部 金　沢･鳴　和

子 30日 ８００ｍ 猿見田裕香(3)  2:17.79 戸部　千晶(3)  2:18.21 山口　早紀(2)  2:19.87 宮永　光唯(2)  2:20.87 坂東日桜里(2)  2:21.01 小林　　葵(3)  2:23.20 余村　穂歌(2)  2:24.12 二口　琴美(2)  2:27.60

金　沢･西南部 鹿　島･中能登 七　尾･田鶴浜 金　沢･金沢錦丘 能美市･根　上 鹿　島･中能登 金　沢･浅野川 金　沢･　緑

ト 29日 １５００ｍ 戸部　千晶(3)  4:32.95 猿見田裕香(3)  4:42.68 宮永　光唯(2)  4:45.45 山口　早紀(2)  4:48.22 長谷川真歩(2)  4:49.25 坂東日桜里(2)  4:49.84 小笠原朱里(1)  4:50.03 余村　穂歌(2)  4:50.16

鹿　島･中能登 GR  ◎ 金　沢･西南部 金　沢･金沢錦丘 七　尾･田鶴浜 鹿　島･中能登 能美市･根　上 河　北･津幡南 金　沢･浅野川

ラ 30日 １００ｍＨ(0.762m) 藤原　瑠衣(3) 14.99 横山　幸希(2) 15.29 中村　真思(3) 15.74 星場かれん(3) 15.90 塩多　未幸(2) 15.96 中　　萌乃(3) 16.06 嘉治　夕七(3) 16.07 山﨑　綾香(3) 16.16

風:+0.4 加　賀･東　和 金　沢･紫錦台 白　山･北　辰 羽咋郡･志　賀 輪　島･松　陵 能美市･辰　口 羽咋郡･志　賀 能美市･辰　口

ッ 29日 ３０００ｍＷ 片山　千里(3) 15:22.29 長　彩佳莉(3) 15:52.42 伍賀　姫香(3) 16:34.58 柿本　清美(3) 16:37.98 吉田　優海(2) 16:46.36 道上　晴香(3) 17:31.88 虎本　　幸(2) 17:32.55 小谷内里帆(2) 17:37.94

野々市･野々市 白　山･松　任 金　沢･星　稜 金　沢･星　稜 鹿　島･中能登 金　沢･西南部 金　沢･野　田 白　山･松　任

ク 30日 ４×１００ｍ 北　辰･白　山 50.17 河北台･かほく 50.62 紫錦台･金　沢 51.09 松　任･白　山 51.30 芦　城･小　松 51.37 高　松･かほく 51.57 志　賀･羽咋郡 51.60 七尾東部･七　尾 51.82

   中村　真思(3)    長木かりん(3)    今井　麻友(2)    山辺　彩音(3)    宮竹　貴世(3)    竹田　果歩(3)    嘉治　夕七(3)    坂井　結花(3)

   深尾さくら(3)    長木なつめ(1)    横山　幸希(2)    嶋崎ひなた(3)    輪島　里奈(2)    竹森　楓華(3)    髙浦　彩生(2)    柳川　裕美(3)

   山﨑　珠里(3)    板井　春菜(3)    橋場　慧実(3)    小林　美月(2)    土田　　和(3)    岡田　瑞玖(3)    坂本亜結美(3)    行谷　友伽(2)

   池田　未優(2)    米田　朱里(2)    宮口　愛子(1)    柳谷　朋美(3)    田中　美稀(3)    沖野　由佳(3)    前畑夏弥乃(3)    澤田　知里(2)

女 29日 走高跳 山口　莉奈(3) 1m51 髙辻　純乃(2) 1m48 南　　莉歩(2) 1m48 釜田　侑奈(2) 1m48 中川　怜音(2) 1m45 宮口　沙陽(3) 1m45 石黒　歩実(3) 1m45 宮竹　貴世(3) 1m40

子 羽咋郡･志　賀 加　賀･山　代 羽咋郡･志　賀 小　松･安　宅 金　沢･　港 小　松･南　部 能美市･根　上 小　松･芦　城

和田　涼花(3) 1m40

七　尾･七尾東部

フ 29日 走幅跳 柳川　裕美(3)   5m17 嶋崎ひなた(3)   5m13 土田　　和(3)   5m12 藤原　瑠衣(3)   5m04 表　　千聖(3)   4m96 藤本　瑠奈(3)   4m88 長村　　遥(3)   4m74 川﨑　まい(3)   4m68

ィ 七尾･七尾東部+1.0 白　山･松　任+1.9 小　松･芦　城+1.0 加　賀･東　和+1.7 かほく･河北台+1.3 能美市･寺　井+1.5 金　沢･兼　六+1.5 金沢･金沢錦丘+1.2

｜ 30日 1･2年走幅跳 吉岡　美玲(2)   5m15 新村　愛里(2)   4m88 輪島　里奈(2)   4m88 道下里佳子(2)   4m86 斎藤　光梨(2)   4m79 前田　星奈(2)   4m76 大村　真世(2)   4m74 今井　麻友(2)   4m61

ル 金　沢･浅野川+1.0 白　山･北　星+0.3 小　松･芦　城+0.6 加　賀･山　代+0.7 金　沢･西南部+1.8 金　沢･星　稜+1.2 小　松･板　津+0.6 金　沢･紫錦台+1.5

ﾄﾞ 30日 砲丸投(2.721kg) 大屋　彩弥(3)  11m16 下釜明日香(3)   9m92 政木　七海(3)   9m92 舩木　　楓(3)   9m70 越野　真由(3)   9m69 岩瀬　彩楓(2)   9m51 成岡　咲季(3)   9m38 中川穂奈美(3)   9m37

鹿　島･中能登 小　松･松　陽 河　北･津幡南 七　尾･能登香島 金　沢･西南部 珠　洲･緑　丘 白　山･松　任 小　松･松　陽

［　ＩＪ：石川県中学記録　ＧＲ：大会記録　＝ＧＲ：大会タイ記録　◎：全中標準記録突破］


