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第58回全日本中学校通信陸上競技大会 入賞者一覧表
　兼　国民体育大会石川県予選会 平成２４年７月７日(土)～８日(日)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

8日 １００ｍ[1年] 永井　隆聖(1) 12.28 薬師　光輝(1) 12.63 田中龍太郎(1) 12.80 能任　一雅(1) 12.98 簾　　凌太(1) 13.11 末政　晴登(1) 13.12 柿田　駿平(1) 13.19 團　　翔也(1) 13.33
風:+1.4 白　嶺 野々市 川　北 宇ノ気 山　中 浅野川 西南部 高　岡

8日 １００ｍ[2年] 井坂　瞭汰(2) 11.64 市田　雄大(2) 11.67 細野　瑞希(2) 11.70 西谷　胤耶(2) 12.13 北　航太郎(2) 12.18 田中拳士朗(2) 12.21 東　　蒼馬(2) 12.42 小林　　廉(2) 12.94
風:+1.3 松　任 錦　城 高尾台 内　灘 鹿　西 東　和 浅野川 川　北

7日 １００ｍ[3年] 杉本　健太(3) 11.51 山岸　将太(3) 11.60 長谷川大空(3) 11.64 山崎　叶貴(3) 11.69 上松航史郎(3) 11.72 中田　幸和(3) 11.77 泉　　敦士(3) 11.85
風:+1.0 東　和 鶴　来 鹿　西 浅野川 野々市 宇ノ気 穴　水

8日 ２００ｍ 村本　悠介(3) 23.37 長田莞太朗(3) 24.04 加川晋之介(3) 24.54 小畑　賢斗(3) 24.55 新野　智也(3) 24.69 二瓶　文太(3) 25.02 上坂　拓実(3) 25.40
風:+1.8 野　田 松　陽 高尾台 七尾東部 内　灘 津幡南 丸　内

7日 ４００ｍ 岡田　　翔(3) 52.52 松江　寿紀(3) 55.03 能山　大吾(3) 55.51 野田　祐貴(3) 55.85 藤崎　　慧(3) 56.14 浅井　　健(3) 56.21 山岸　主暉(3) 58.50 久保　錬眞(3) 59.57
辰　口 鹿　島 邑　知 鹿　島 紫錦台 北　辰 金大附属 内　灘

8日 ８００ｍ 岡田　　翔(3)  2:03.29 堀尾　和寿(3)  2:05.60 今村　優斗(3)  2:06.33 藤田　大生(3)  2:07.92 鴫島　海斗(3)  2:08.00 井上　拓海(2)  2:08.04 山下　惠大(2)  2:08.47 浜口　勇矢(3)  2:08.58
辰　口 錦　城 星　稜 錦　城 北　辰 大　徳 寺　井 辰　口

7日 １５００ｍ 堀　　寛生(3)  4:19.38 三浦　創太(2)  4:20.38 河上　尚矢(3)  4:22.31 飛島　寛晃(3)  4:23.40 山下　惠大(2)  4:24.13 齋藤虎大朗(3)  4:26.40 渡邉　優駿(3)  4:28.98 専能　翔平(3)  4:31.30
野　田 鹿　西 片山津 松　任 寺　井 星　稜 鶴　来 津　幡

8日 １５００ｍ[1年] 梅谷　寛大(1)  4:36.72 山本　　嵐(1)  4:38.33 田中　陸央(1)  4:42.46 宮島　大樹(1)  4:46.36 武岡　秀典(1)  4:47.56 六角　優希(1)  4:47.89 小林　郁斗(1)  4:48.26 辻口　隼人(1)  4:48.69
南　部 田鶴浜 片山津 田鶴浜 清　泉 金沢錦丘 浅野川 田鶴浜

8日 ３０００ｍ 吉田　蒼暉(3)  9:04.40 吉田　大海(3)  9:09.51 三浦　創太(2)  9:17.41 上前　法誠(3)  9:24.52 髙橋　佳生(3)  9:24.84 長谷川翔大(3)  9:25.47 大島　健児(3)  9:30.36 亀田　大貴(3)  9:36.00
片山津 鹿　西 鹿　西 内　灘 津幡南 鹿　島 津幡南 津幡南

7日 １１０ｍＨ 高野　克哉(3) 15.05 槻　　将太(3) 15.63 小畑　賢斗(3) 16.08 大谷　達広(3) 16.28 前野　鉄男(3) 16.75 橋本　勇士(3) 16.85 吉田　佑輔(3) 17.10 宮川　侑樹(3) 17.36
風:+1.4 鹿　島 布　水 七尾東部 志　賀 羽　咋 野　田 鶴　来 北　辰

8日 ４×１００ｍ 高尾台 45.20 鶴　来 45.62 錦　城 46.39 東　和 46.69 宇ノ気 46.75
   加川晋之介    吉田　佑輔    山下　大貴    西谷　有馬    源　　幸徳
   細野　瑞希    山岸　将太    堀野　大樹    高木　一守    高枝　　遼
   宮﨑進之介    山上　兼正    望月　功輝    田中拳士朗    池端　洋輝
   原屋　　翔    長岡　克弥    市田　雄大    杉本　健太    中田　幸和

7日 走高跳 竹村　　航(3) 1m76 倉見　　滉(3) 1m60 高僧　竜世(3) 1m60 頼広　勁汰(2) 1m55 今村　仁俊(3) 1m55 長沼新之介(3) 1m55 山崎　一世(2) 1m50
北　辰 緑　丘 七尾東部 緑　丘 宇ノ気 金　石 山　中

宮本　稜平(3) 1m60
浅野川

7日 棒高跳 林　　大樹(3) 3m50 坂井　達哉(3) 3m30 作田　　匠(3) 3m00 滝沢　宥太(2) 2m70 須磨　　惇(2) 2m70 前田　清輝(3) 2m40 林　　良樹(1) 2m20 高木　伸哉(2) 2m00
鳴　和 城　南 城　南 高　岡 小　木 紫錦台 鳴　和 城　南

8日 走幅跳 中谷　勇介(3)   6m43 市田　雄大(2)   6m28 竹村　　剛(3)   6m28 原屋　　翔(3)   6m24 濱　　直志(3)   6m18 大崎将太郎(3)   5m75 石田　輝希(3)   5m74 武田　晃英(3)   5m57
羽　咋+2.0 錦　城+1.6 北　辰+1.2 高尾台+2.0 芦　城+1.8 七尾東部+1.8 志　賀+1.8 津幡南+1.6

7日 砲丸投 辻　　駿哉(3)  12m28 吉田　翔悟(3)  12m16 田端　大祐(3)  11m57 金下　真也(3)  11m23 坂田　風雅(3)  10m42 吉田　玲於(2)   9m90 平野　一喜(3)   9m83 土江　　瑛(3)   9m75
鶴　来 穴　水 緑　丘 松　任 緑　丘 高　岡 鹿　西 東　和

8日 ４種総合得点 倉見　　滉(3)  2135 山岸　　律(3)  2119 松本　将輝(3)  1972 堀野　大樹(3)  1893 小堀　　純(2)  1816 村田　尋登(3)  1768 宮本　健佑(2)  1749 古川　雄隆(2)  1504
緑　丘 *C1 松　任 *C1 高尾台 *C1 錦　城 *C1 志　賀 *C1 山　代 *C1 志　賀 *C1 辰　口 *C1

17.70(+2.4) (553) 17.35(+2.4) (588) 17.64(+2.4) (559) 17.38(+2.4) (585) 19.59(+2.4) (382) 17.82(+2.1) (542) 17.91(+2.1) (533) 19.67(+2.1) (376)
 10m78 (533)  10m28 (502)   9m65 (465)   8m67 (406)   8m72 (409)   8m45 (393)   7m61 (343)   7m41 (331)
  1m69 (536)   1m63 (488)   1m55 (426)   1m50 (389)   1m66 (512)   1m40 (317)   1m45 (352)   1m45 (352)
57.21 (513) 56.48 (541) 56.96 (522) 57.21 (513) 57.21 (513) 57.13 (516) 57.01 (521) 59.09 (445)
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第58回全日本中学校通信陸上競技大会 入賞者一覧表
　兼　国民体育大会石川県予選会 平成２４年７月７日(土)～８日(日)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

8日 １００ｍ[1年] 米田　朱里(1) 13.31 梶原有莉奈(1) 13.69 輪島　里奈(1) 13.72 澤田　知里(1) 13.79 髙浦　彩生(1) 13.89 汲田菜保子(1) 13.95 前田　星奈(1) 14.02 岩田　亜由(1) 14.06
風: 0.0 河北台 北　星 芦　城 七尾東部 志　賀 野　田 星　稜 　港

8日 １００ｍ[2年] 柳谷　朋美(2) 12.65 西村　理子(2) 12.65 山岸　佑香(2) 12.79 今森　美涼(2) 12.81 深尾さくら(2) 12.92 中本　璃奈(2) 13.41 津田　桃子(2) 13.48 水野　朱音(2) 13.58
風:+1.3 松　任 山　中 松　東 丸　内 北　辰 押　水 野　田 片山津

8日 １００ｍ[3年] 高野　智美(3) 12.99 森田　愛莉(3) 13.16 中谷　愛莉(3) 13.17 大桑　直子(3) 13.28 高光　真世(3) 13.34 葛巻　梨紗(3) 13.36 土肥　巴美(3) 13.51 佐々木七海(3) 13.66
風:+1.2 緑　丘 辰　口 志　賀 野　田 金大附属 星　稜 北　鳴 辰　口

7日 ２００ｍ 柳谷　朋美(2) 25.68 今森　美涼(2) 26.45 高野　智美(3) 26.76 西田　千晴(3) 26.84 南保みなみ(3) 27.34 小浦　愛里(3) 27.55 志村和香奈(3) 27.59
風:+1.3 松　任 ◎ 丸　内 緑　丘 河北台 津幡南 星　稜 金沢錦丘

7日 ８００ｍ 五島　莉乃(3)  2:18.13 庄田こころ(2)  2:22.16 戸部　千晶(2)  2:22.88 水上　歌苗(3)  2:25.28 岩井美佐紀(2)  2:27.18 中村　真由(2)  2:27.72 山﨑　珠里(2)  2:27.81 中條屋茉那(3)  2:28.54
星　稜 河北台 鹿　西 根　上 高　松 芦　城 北　辰 津幡南

8日 １５００ｍ 五島　莉乃(3)  4:38.22 戸部　千晶(2)  4:48.85 猿見田裕香(2)  4:50.46 北本　妃南(3)  4:50.49 武藤　寛子(3)  4:51.02 佐藤　彩羅(3)  4:54.43 宮永　光唯(1)  4:55.11 井久保咲良(2)  4:56.84
星　稜 鹿　西 西南部 津幡南 南　部 田鶴浜 金沢錦丘 野　田

7日 １００ｍＨ 六反田実優(3) 15.07 藤原　瑠衣(2) 15.22 大森　美輪(3) 15.39 飛鳥井彩加(3) 16.22 岩瀬　瑞紀(3) 16.81 北村　春佳(3) 17.16 亀田　彩加(2) 17.42 村下　知佳(3) 17.67
風:+1.8 根　上 東　和 穴　水 鳴　和 西南部 丸　内 布　水 志　賀

8日 ４×１００ｍ 北　星 50.95 丸　内 52.09 星　稜 52.45 松　任 52.60 河北台 52.82 野　田 52.83 志　賀 53.17 鶴　来 53.28
   谷　百合香    蔵　亜舞乃    前田　星奈    山辺　彩音    架谷　友紀    岡本　早樹    髙浦　彩生    駒田　里子
   梶原　穂南    小川　　唯    小浦　愛里    高野　　葵    西田　千晴    大桑　直子    中谷　愛莉    出森公弥子
   松任　由花    北村　春佳    葛巻　梨紗    嶋崎ひなた    米田　朱里    津田　桃子    赤坂　真由    大田　　葵
   杉俣　朱里    今森　美涼    橋　　侑利    柳谷　朋美    長木かりん    網谷　雛乃    前畑夏弥乃    太磨　結乃

7日 走高跳 川崎　希望(3) 1m35 田中　　玲(3) 1m35 吉田　萌莉(3) 1m35 石黒　歩実(2) 1m30
寺　井 北　星 柳　田 根　上

道下真由香(3) 1m30
七尾東部
大野木　遥(3) 1m30
鹿　島
成田さくら(3) 1m30
鳴　和
山下　巴月(2) 1m30
西南部
鎌田　友美(3) 1m30
金大附属

8日 走幅跳 野沢　沙良(3)   5m15 岡部　　睦(3)   5m13 橋　　侑利(3)   5m11 渡野　晶紗(3)   4m96 高野　　葵(3)   4m89 長松　優果(3)   4m88 柳川　裕美(2)   4m86 出島ちはる(3)   4m84
志　賀+1.7 　港+2.5 *F2 星　稜+1.9 羽　咋+1.5 松　任 1.1 布　水+1.6 七尾東部+1.7 津幡南+2.6 *F2

7日 砲丸投 石田　　綾(3)  11m18 髙辻　紀乃(3)  11m16 岡本　早樹(3)  10m84 吉村　菜花(3)  10m80 伊東　千涼(3)  10m62 塗師　慧与(3)   9m89 吉本　有沙(3)   9m88 塚田　倫子(3)   9m57
安　宅 山　代 野　田 野々市 安　宅 門　前 布　水 緑　丘

8日 ４種総合得点 六反田実優(3)  2440 山本里佳子(3)  2223 髙辻　紀乃(3)  2130 川越　彩加(3)  2109 東方　梨華(3)  2065 三木　櫻子(3)  2025 大宮　瑞貴(3)  1934 徳村　百花(3)  1922
根　上 野々市 山　代 鳴　和 金沢錦丘 美　川 　港 丸　内

15.28(+2.2) (805) 16.14(+2.2 (697) 17.38(+0.8) (554) 16.35(+2.2) (672) 16.40(+0.8) (666) 17.33(+0.8) (560) 16.73(+2.2) (627) 17.50(+2.2) (541)
  1m41 (523)   1m30 (409)   1m25 (359)   1m30 (409)   1m35 (460)   1m35 (460)   1m30 (409)   1m38 (491)
  7m70 (380)   9m96 (527)  11m08 (600)   8m63 (440)   7m89 (392)   8m51 (432)   6m38 (295)   7m16 (345)

26.76(+1.8) (732) 28.53(+1.8) (590) 28.17(+1.8) (617) 28.55(+1.8) (588) 29.10(+1.8) (547) 28.75(+1.8) (573) 28.36(+0.8) (603) 29.12(+0.8) (545)
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