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第60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２６年７月１２日(土)～１３日(日)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

13日 １００ｍ[1年] 向　　香丞(1) 12.35 山峯　敏博(1) 12.54 久々湊健己(1) 12.59 針谷　勇人(1) 12.70 宮武　知生(1) 12.76 河村　朋紀(1) 12.79 窪田　剛大(1) 12.84 武田　瑞生(1) 12.96
風:+1.5 紫錦台 丸　内 野々市 橋　立 金大附属 浅野川 浅野川 川　北

13日 １００ｍ[2年] 平野慎太郎(2) 11.78 竹内　璃生(2) 11.82 松田龍之介(2) 11.89 谷口　　岳(2) 11.93 笠松　広輔(2) 11.95 古木　祐斗(2) 11.95 小西　陸斗(2) 12.06 橋本　優啓(2) 12.25
風:+0.3 野　田 北陸学院 内　灘 寺　井 野　田 　緑 兼　六 星　稜

12日 １００ｍ[3年] 梅林　公紀(3) 11.63 的場　翔大(3) 11.70 田中龍太郎(3) 11.78 山﨑　孔揮(3) 11.82 柿田　駿平(3) 11.93 森　　　柳(3) 11.94 末政　晴登(3) 11.96 谷猪真太郎(3) 11.96
風:-4.2 緑　丘 野々市 川　北 兼　六 西南部 布　水 浅野川 浅野川

13日 ２００ｍ 梅林　公紀(3) 23.53 山﨑　孔揮(3) 23.57 谷猪真太郎(3) 23.78 宮村　幸輝(2) 23.93 新宅　一史(3) 24.33 坂本　徳紀(3) 24.35 源田健太郎(3) 24.58 江野　大樹(3) 24.60
風:+0.5 緑　丘 兼　六 浅野川 宇ノ気 津幡南 　緑 丸　内 金沢錦丘

12日 ４００ｍ 宮村　幸輝(2) 51.76 山本　琢人(3) 53.99 能任　一雅(3) 54.00 中田隼也人(3) 54.39 田幡裕太郎(3) 55.35 塔島　太郎(3) 56.04 前田　陸空(3) 56.04
宇ノ気 大　徳 宇ノ気 根　上 中能登 金大附属 志　賀

13日 ８００ｍ 宮西　浩彰(3)  1:59.75 田幡裕太郎(3)  2:00.27 渡邉　凌太(3)  2:03.14 矢野　　凌(3)  2:03.27 田中　陸央(3)  2:04.59 武岡　秀典(3)  2:04.97 北島　永輝(2)  2:05.15 新矢　連士(3)  2:05.38
丸　内 ◎ 中能登 ◎ 金沢錦丘 津幡南 片山津 清　泉 松　任 高尾台

12日 １５００ｍ 山本　　嵐(3)  4:14.66 鈴木　優允(2)  4:16.78 大平　賢人(3)  4:18.07 渡邉　凌太(3)  4:19.89 中西　大翔(2)  4:21.66 町　　桟吾(2)  4:24.09 中西　唯翔(2)  4:27.88 佐久間瑞貴(3)  4:28.32
田鶴浜 津幡南 浅野川 金沢錦丘 　緑 田鶴浜 　緑 芦　城

13日 １５００ｍ[1年] 中村　友哉(1)  4:33.85 芝田　惇平(1)  4:37.30 増田　海輝(1)  4:37.78 新田　陸弥(1)  4:38.51 松本　匡輝(1)  4:41.64 佐竹　　翔(1)  4:48.60 源田　圭記(1)  4:48.61 干場　大樹(1)  4:48.90
紫錦台 邑　知 中能登 橋　立 西南部 田鶴浜 丸　内 津　幡

13日 ３０００ｍ 町　　桟吾(2)  9:00.55 木下　拓海(3)  9:02.18 小林　郁斗(3)  9:07.63 中西　大翔(2)  9:07.96 大平　賢人(3)  9:13.67 梅谷　寛大(3)  9:17.57 岡嶋　　翼(3)  9:22.81 山本　　嵐(3)  9:31.93
田鶴浜 津幡南 浅野川 　緑 浅野川 南　部 辰　口 田鶴浜

12日 １１０ｍＨ 濱中　亨泰(3) 14.95 松田　航哉(3) 15.12 多々見悠人(3) 15.68 森　　　柳(3) 15.75 高僧　政輝(3) 15.99 大塚たろう(3) 16.46 秋田　真知(3) 16.49 岸　　海都(2) 16.93
風: 0.0 穴　水 ◎ 志　賀 野々市 布　水 宇ノ気 松　任 山　代 津　幡

13日 ４×１００ｍ 野々市 44.95 西南部 45.44 浅野川 45.69 北　星 46.00 野　田 46.05 志　賀 46.10 兼　六 46.14
   薬師　光輝    吉田　和希    神谷　直汰    近藤　岳琉    大野　温希    前田　陸空    笹木仁一郎
   的場　翔大    柿田　駿平    谷猪真太郎    伊藤　光希    笠松　広輔    櫻井　凌翔    山﨑　孔揮
   新谷　尚大    土田　晟瑚    末政　晴登    岡本　龍季    村上　永親    中川　拓海    田丸　貴大
   多々見悠人    道法　聖也    山﨑　航佑    稲田　光洋    平野慎太郎    松田　航哉    小西　陸斗

12日 走高跳 竹内　知春(3) 1m79 飛弾野裕暉(3) 1m79 園　　頼知(3) 1m70 釜村　快斗(3) 1m65 太田　匠哉(2) 1m65 山名田恭吾(3) 1m65 朝倉　尚也(3) 1m65
城　南 紫錦台 南　部 川　北 宇ノ気 宇ノ気 布　水

紙谷　空良(3) 1m65
芦　城

12日 棒高跳 林　　良樹(3) 4m22 山下　悠騎(3) 3m10 石田　篤輝(3) 3m00 久保　海里(3) 2m70 山内　涼大(3) 2m30 篠塚　栄丞(3)
鳴　和 GR:◎ 高　岡 紫錦台 高　岡 高　岡 小　木 NM 

13日 走幅跳 左藤　泰晴(3)   6m16 村上　永親(3)   5m99 川畑　駿斗(3)   5m98 安田　拓弥(3)   5m97 稲谷　有矢(3)   5m87 北村　達也(3)   5m81 笠松　広輔(2)   5m79 山森　涼平(3)   5m75
七尾東部+0.1 野　田+0.2 中能登+0.4 高尾台 0.0 山　中+0.8 高尾台 0.0 野　田 0.0 津　幡-0.3

12日 砲丸投 渡辺　聖司(2)  11m07 木下　翔太(2)  10m75 清水　亮汰(3)  10m20 宮下　　晃(3)  10m10 塩谷　健太(2)  10m03 桶　　哲郎(3)   9m41 南　　颯人(2)   9m34 神谷　直汰(3)   9m13
松　任 河北台 中能登 辰　口 津　幡 西南部 板　津 浅野川

13日 ４種総合得点 松田　航哉(3)  2287 簾　　凌太(3)  2105 中筋　涼太(2)  2078 竹内　知春(3)  2071 横山　竜也(3)  1966 藤田　脩椰(2)  1135
志　賀 山　中 山　代 城　南 高尾台 芦　城

15.45(-0.5) (796) 17.89(-0.5) (535) 16.94(-0.5) (631) 17.97(-0.5) (527) 16.73(-0.5) (653) 18.43(-0.5) (484)
 10m21 (498)  11m15 (555)  10m88 (539)   9m73 (469)   8m29 (384)   6m99 (307)

1m50 (389) 1m60 (464) 1m45 (352) 1m81 (636) 1m45 (352) 0m00 (0)
54.86 (604) 56.20 (551) 56.09 (556) 59.24 (439) 55.54 (577)  1:02.11 (344)
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第60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２６年７月１２日(土)～１３日(日)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

13日 １００ｍ[1年] 福井　新子(1) 13.52 中川紅瑠実(1) 13.54 宮脇　愛果(1) 13.57 藤家　麻鈴(1) 13.63 髭本　侑依(1) 13.63 基村　　碧(1) 13.92 水上　結貴(1) 14.04
風:+0.4 羽　咋 浅野川 七尾東部 星　稜 宇ノ気 野々市 根　上

13日 １００ｍ[2年] 宮口　愛子(2) 12.53 長木なつめ(2) 12.70 宍戸　梨瑚(2) 13.09 柳澤　祐衣(2) 13.12 中島　紗波(2) 13.28 小野寺邑依(2) 13.40 上出　裕乃(2) 13.51 松下　佳音(2) 13.71
風:+0.4 紫錦台 ◎ 河北台 津幡南 芦　城 安　宅 　港 山　代 安　宅

13日 １００ｍ[3年] 輪島　里奈(3) 12.39 池田　未優(3) 12.74 田中　里佳(3) 12.91 道下　　愛(3) 13.11 梶原有莉奈(3) 13.15 洲崎　有加(3) 13.19 髙浦　彩生(3) 13.28
風:+1.3 芦　城 ◎ 北　辰 内　灘 根　上 北　星 津幡南 志　賀

12日 ２００ｍ 宮口　愛子(2) 25.68 吉田　唯莉(3) 25.90 輪島　里奈(3) 26.30 吉岡　美玲(3) 26.82 吉田　　桜(3) 27.44 髙峰さくら(3) 27.99 江下　穂香(2) 28.44 守田姫菜子(2) 28.78
風:-1.3 紫錦台 ◎ 西南部 ◎ 芦　城 浅野川 丸　内 野　田 松　陽 山　中

12日 ８００ｍ 小笠原朱里(2)  2:16.14 山口　早紀(3)  2:17.21 坂東日桜里(3)  2:19.58 宮永　光唯(3)  2:20.87 余村　穂歌(3)  2:22.26 澤井　柚葉(1)  2:22.43 増田　美夢(3)  2:22.72 二口　琴美(3)  2:25.44
津幡南 ◎ 田鶴浜 根　上 金沢錦丘 浅野川 津幡南 中能登 　緑

13日 １５００ｍ 小笠原朱里(2)  4:31.95 宮永　光唯(3)  4:42.26 山口　早紀(3)  4:45.00 坂東日桜里(3)  4:47.22 馬場友梨奈(3)  4:52.35 小蔵つかさ(3)  4:55.06 樽木　万褒(2)  4:56.24 生地　紫乃(2)  4:58.69
津幡南 GR:◎ 金沢錦丘 田鶴浜 根　上 浅野川 津幡南 北　辰 津　幡

12日 １００ｍＨ 横山　幸希(3) 14.81 塩多　未幸(3) 15.38 阿戸ひなた(3) 15.41 金子　　碧(3) 16.15 佐古田宇音(2) 16.45 洲崎　有加(3) 16.54 畑島　未来(2) 16.89 石田　結芽(3) 17.15
風:-1.3 紫錦台 ◎ 輪　島 松　陽 芦　城 田鶴浜 津幡南 錦　城 浅野川

13日 ４×１００ｍ 河北台 50.42 西南部 51.02 浅野川 51.41 津幡南 51.62 北　星 52.25 丸　内 52.52 紫錦台 57.41 　港  1:01.12
   上田　桃子    吉田　朱里    東　　優芽    久木　祐奈    森山　莉奈    上條なつみ    今井　麻友    岩田　亜由
   長木なつめ    吉田　唯莉    吉岡　美玲    洲崎　有加    新村　愛里    南　七草生    宮口　愛子    佐崎　友音
   米田　朱里    斎藤　光梨    宮本　梨乃    宍戸　梨瑚    杉本瑛梨奈    藤田笑里花    横山　幸希    村上菜々沙
   塩本　　歩    髙田　　葵    中川紅瑠実    小蔵つかさ    梶原有莉奈    吉田　　桜    柳　あすか    小野寺邑依

12日 走高跳 水落　らら(2) 1m57 中野　春陽(2) 1m54 赤井　愛実(3) 1m51 石川ひなの(2) 1m48 越川　雪野(3) 1m48 南　　莉歩(3) 1m45 中川　怜音(3) 1m45
野々市 板　津 美　川 松　任 浅野川 志　賀 　港

新村　愛里(3) 1m45
北　星

13日 走幅跳 吉岡　美玲(3)   5m57 新村　愛里(3)   5m32 阿戸ひなた(3)   5m28 宮脇　愛果(1)   5m08 斎藤　光梨(3)   4m83 山下　　葵(3)   4m82 中川　詩子(2)   4m79 上野　優香(2)   4m74
浅野川+1.1 ◎ 北　星+0.4 松　陽+0.4 七尾東部+0.9 西南部+0.1 緑　丘+0.3 美　川+1.0 清　泉+0.2

12日 砲丸投 横山　幸希(3)  12m00 石田　結香(3)  10m96 岩瀬　彩楓(3)  10m93 山本　愛華(2)  10m39 水嶋　綾香(3)  10m30 山　　春菜(3)   9m81 中谷梨香子(3)   9m50 坂下ちえり(2)   9m39
紫錦台 志　賀 緑　丘 松　東 津幡南 　港 北　辰 柳　田

13日 ４種総合得点 髙辻　純乃(3)  2430 水落　らら(2)  2341 今井　麻友(3)  2302 日吉　美智(2)  2267 石田　夏那(3)  2142 松若　遥南(3)  1966 大橋　玲香(2)  1935 本田華奈子(2)  1916
山　代 野々市 紫錦台 清　泉 柳　田 志　賀 松　任 松　任

16.42( 0.0) (664) 16.02(-0.1) (712) 15.49( 0.0) (778) 15.84( 0.0) (734) 16.49( 0.0) (655) 16.63(-0.1) (639) 17.03( 0.0) (593) 16.68(-0.1) (633)
1m44 (555) 1m53 (655) 1m44 (555) 1m35 (460) 1m38 (491) 1m35 (460) 1m35 (460) 1m35 (460)

 10m48 (561)   8m43 (427)   7m62 (375)   8m78 (450)   8m18 (411)   7m59 (373)   6m01 (272)   5m86 (262)
27.76(+0.5) (650) 29.10(+0.5) (547) 28.48(+0.5) (594) 28.10(+0.5) (623) 28.59(+0.5) (585) 29.83(+0.5) (494) 28.27(+1.1) (610) 28.91(+1.1) (561)
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