
第６６回全日本中学生通信陸上競技石川県大会　　入賞者一覧表
　～アシックスチャレンジカップ～

令和２年８月　８日(土)　四種競技(松任)

令和２年８月２９日(土)　能登(七尾城山)／金沢(西部緑地)／加賀(小松末広)
IJ=石川県中学校新記録,NGR=大会新記録

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

8/29 １００ｍ[1年] 東川　大夢(1) 12.07 岡田　佳樹(1) 12.35 橋本　頼弥(1) 12.82 津田　珠安(1) 12.84 所村　遥哉(1) 12.91 濵口　達樹(1) 13.02 栖原　瑠生(1) 13.04 堂前　佑介(山中1) 13.12(+0.1)

野々市 (-0.2) 北陸学院 (2.1) 中能登 (1.0) 金　石 (2.1) 鳴　和 (2.1) 　緑　 (2.1) 光　野 (-0.2) 玉城　志琉(野々市1) 13.12(-0.2)

8/29 １００ｍ[2年] 木下　淑仁(2) 11.34 伊藤　楓雅(2) 11.77 氷見山煌士(2) 11.97 山内　佳哉(2) 11.99 池田　龍羽(2) 11.99 能澤　壮太(2) 12.03 橋　　紀仁(2) 12.10 北　　晏和(2) 12.19

輪　島 (0.3) 金沢錦丘 (0.7) 橋　立 (1.8) 山　代 (1.8) 鶴　来 (1.8) 北　鳴 (0.7) 松　陽 (1.8) 松　陽 (1.8)

8/29 １００ｍ[3年] 橋本　悠叶(3) 11.00 東川　大輝(3) 11.28 小林　一笛(3) 11.35 奥村　　渓(3) 11.61 成田　謙心(3) 11.64 尾村　尚人(3) 11.67 新田　拓駿(3) 11.69 河奥　　陸(3) 11.88

北　星 (0.1) 野々市 (0.1) 津幡南 (-0.1) 辰　口 (0.1) 西南部 (-0.1) 光　野 (0.1) 浅野川 (-0.1) 津幡南 (-0.1)

8/29 ２００ｍ 津田　伊万(3) 22.09(1.5) 佐藤　優羽(3) 24.46 坂田　凪斗(3) 25.09 多々見　蓮(2) 25.46 谷川　　徠(2) 25.55 安田　咲也(3) 25.60 原　遼太朗(3) 26.46 村上　和治(1) 27.32

金　石 IJ NGR 清　泉 (1.5) 野　田 (1.5) 羽　咋 (0.7) 光　野 (0.8) 布　水 (0.8) 錦　城 (0.8) 宝　達 (0.7)

8/29 ４００ｍ 川越　悠生(3) 52.60 山口　大陸(3) 54.17 宮川　晃世(2) 54.64 森田　幸祐(3) 54.87 堺　　龍真(2) 57.27 藤田　啓輔(2) 58.29 船本　翔大(3) 58.30 相上　仁志(2) 58.37

北　星 野々市 中能登 光　野 城　南 錦　城 輪　島 輪　島

8/29 ８００ｍ 上野　和孝(3) 2’7.45 野崎　佑也(3) 2’7.82 中川　太希(3) 2’9.42 島田　隼人(3) 2’10.27 宮村　成輝(3) 2’10.43 松本　　琉(2) 2’10.72 庄田　大倭(2) 2’11.32 森田　智晴(3) 2’11.98

輪　島 根　上 紫錦台 北　鳴 宇ノ気 鶴　来 松　陽 野々市

8/29 １５００ｍ 野崎健太朗(3) 4’11.17 横田　弥海(3) 4’27.85 内藤　零也(2) 4’30.17 木場　太一(2) 4’32.81 亀田　侑生(2) 4’33.21 口　　颯馬(3) 4’37.90 新出　純汰(2) 4’39.44 津田　万里(2) 4’42.41

七　尾 丸　内 　緑　 内　灘 野々市 辰　口 北　鳴 七　尾

8/29 １５００ｍ[1年] 酒井　崇史(1) 4’29.49 伊駒　快介(1) 4’37.08 安田　友樹(1) 4’43.75 山本　颯樹(1) 4’47.56 中川　銘崇(1) 4’54.75 豊島　颯斗(1) 4’58.19 横田　晴海(1) 4’58.22 堀井　敬悟(1) 5’0.60

中能登 中能登 野　田 輪　島 辰　口 七　尾 丸　内 輪　島

8/29 ３０００ｍ 井上　朋哉(2) 9’7.06 山口　竣平(3) 9’17.06 中川　新太(3) 9’49.22 新野　琉壱(3) 9’52.13 豊島　楓也(3) 9’56.37 竹野　　歩(2) 9’57.20 吉田　光希(2) 10’0.40 牧野　　健(2) 10’7.01

中能登 津幡南 浅野川 七　尾 七　尾 中能登 中能登 鶴　来

8/29 １１０ｍＨ 駒井　菖瑛(3) 14.52 山口　智也(3) 15.15 亀沢　成矢(3) 15.64 上田　真準(3) 16.14 奈良本圭亮(2) 16.36 長浜　晴輝(3) 17.16 齊官　大暉(3) 17.28 亀　　允斗(3) 18.34

布　水 (0.6) 津幡南 (1.4) 北　星 (0.6) 錦　城 (0.6) 山　代 (0.6) 美　川 (0.6) 山　代 (0.6) 穴　水 (0.8)

8/29 ４×１００ｍ 北　星 44.36 清　泉 46.22 山　代 46.43 野々市 46.55 根　上 46.72 光　野 46.85 鶴　来 47.11 中能登 47.25

　丸山　哲平(3) 　福嶋　奏太(3) 　齊官　大暉(3) 　東川　大夢(1) 　渡邉　航平(3) 　谷川　　徠(2) 　上野　魁心(2) 　岡本　碧斗(2)

　橋本　悠叶(3) 　南　　泰輔(3) 　丸谷　飛翔(3) 　山口　大陸(3) 　中村駿之介(3) 　尾村　尚人(3) 　山岩賢太郎(3) 　宮川　晃世(2)

　川越　悠生(3) 　上里　陸人(3) 　山内　佳哉(2) 　玉城　志琉(1) 　山本隼ノ介(3) 　塩口　優太(2) 　松本　　琉(2) 　高島　大空(2)

　増田　敬人(3) 　佐藤　優羽(3) 　奈良本圭亮(2) 　東川　大輝(3) 　野崎　佑也(3) 　森田　幸祐(3) 　池田　龍羽(2) 　大畠　幸音(3)

8/29 走高跳 稲垣　公生(2) 1.78 加賀谷遼太(2) 1.55 神田　充輝(2) 1.50 打田　大輝(2) 1.45 藤本　愛都(3) 1.40

高　岡 宇ノ気 金　石 芦　城 辰　口 出場5名

8/29 棒高跳 杉林　一輝(3) 3.91 山本時来光(2) 3.70 森田　侑誠(1) 2.60 杉林　飛生(1) 2.00

高　岡 野　田 　緑　 高　岡 出場4名

8/29 走幅跳 髙澤　和真(3) 6.36 山岩賢太郎(3) 6.24 山上　春緯(3) 6.05 石田　奈士(3) 5.85 境川　　竪(3) 5.84 三原　龍斗(3) 5.76 大畠　幸音(3) 5.67 南　　泰輔(3) 5.61

高　岡 (1.8) 鶴　来 (1.2) 辰　口 (0.6) 緑　丘 (-0.4) 兼　六 (2.1) 羽　咋 (-0.8) 中能登 (0.0) 清　泉 (0.8)

8/29 砲丸投 興津　隆哉(3) 12.39 柳川慎之助(3) 11.50 森田　一成(3) 10.70 寺西　幸心(2) 10.18 簾　　　翼(2) 9.62 長浦　蓮太(2) 9.30 東　　貫太(3) 9.05 上野　魁心(2) 8.74

金　石 志　賀 志　賀 七　尾 山　中 七　尾 辰　口 鶴　来

8/8 四種競技 山本隼ノ介(3) 2058 南　　優陽(3) 2025 新藤  恭介(2) 1732 吉藤　　希(2) 1536 大津　羅紋(3) 1474 廣瀨　　翔(2) 1310

根　上 錦　城 布　水 スポコム金沢南 金　石 根　上

16.39(-0.9) (689) 16.93(-0.9) (632) 16.92(-0.9) (633) 19.18(-0.9) (417) 18.73(-0.9) (456) 19.04(-0.9) (429)

8.10 (372) 8.85 (417) 7.48 (336) 7.71 (349) 6.61 (284) 7.04 (310)

1.66 (512) 1.63 (488) 1.35 (283) 1.40 (317) 1.50 (389) 1.35 (283)

57.97 (485) 57.89 (488) 58.10 (480) 58.85 (453) 62.09 (345) 63.96 (288) 出場6名
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8/29 １００ｍ[1年] 清水あさみ(1) 12.97 表　　陽向(1) 13.37 石本　愛佳(1) 13.65 太田　愛彩(1) 13.92 三柳　凛乃(1) 14.03 若松　愛奈(1) 14.09 築田　苺香(1) 14.12 下　　陽依(1) 14.26

南　部 (-1.3) スポコム金沢南 (2.0) 松　陽 (-1.3) 根　上 (-1.3) 穴　水 (1.9) 星　稜 (2.0) 松　陽 (-1.3) 　泉　 (2.0)

8/29 １００ｍ[2年] 板谷　心子(2) 12.87 喜多　陽香(2) 12.88 丸岡　美優(2) 13.19 沖田　優奈(2) 13.28 裏野　愛夏(2) 13.51 北野　紗良(2) 13.58 畑木　暖乃(2) 13.60 高口　華子(2) 13.61

　緑　 (1.3) 北　星 (2.3) 　緑　 (1.3) 根　上 (2.3) 辰　口 (0.7) 寺　井 (2.3) 光　野 (2.3) 　港　 (1.3)

8/29 １００ｍ[3年] 明正　佑奈(3) 12.39 俵　　光歩(3) 12.74 山本あさひ(3) 13.16 後藤あやめ(3) 13.19 開道　里菜(3) 13.20 林　　春寿(3) 14.51 有田　鈴葉(3) 15.44 宮本しおり(3) 15.62

松　陽 (1.3) スポコム金沢南 (3.1) 内　灘 (3.1) 　緑　 (3.1) 羽　咋 (2.0) 寺　井 (1.3) 清　泉 (3.1) 金沢錦丘 (3.1)

8/29 ２００ｍ 寺田　千夏(3) 26.74 稲葉かりん(3) 27.01 米田　寧月(3) 27.82 徳田　ここ(3) 28.45 松本　紗弥(2) 29.29 小寺明日花(2) 30.16 久保　結唯(2) 30.63 濱田　千晴(2) 31.40

北　星 (0.7) 　緑　 (1.9) 穴　水 (1.3) 光　野 (0.7) 志　賀 (1.3) 清　泉 (1.9) 北　星 (0.7) 山　中 (0.7)

8/29 ８００ｍ 下濱　莉子(3) 2’23.01 西住　　萌(3) 2’23.95 大山さくら(2) 2’24.41 安田　綾乃(3) 2’26.33 小川ちひろ(2) 2’26.74 立中　詩乃(3) 2’26.82 垣田　　奏(3) 2’27.64 澤井　夢子(2) 2’27.95

北　星 七　尾 丸　内 スポコム金沢南 津幡南 羽　咋 七　尾 中能登

8/29 １５００ｍ 松岡さくら(2) 4’51.68 永本　聖奈(2) 4’54.14 津田　千空(3) 4’59.01 河口　仁美(2) 4’59.20 任田　玲実(2) 5’2.46 酒井　優里(3) 5’6.64 正藤　春奈(2) 5’7.95 中村　莉望(2) 5’9.52

津　幡 中能登 七　尾 根　上 根　上 中能登 北　星 志　賀

8/29 １００ｍＨ 森田梨理香(3) 15.10 田中　心唯(3) 15.12 橋村　碧奈(3) 15.35 本多　　七(1) 15.47 新　　百花(2) 15.71 竹田　　碧(2) 16.13 東田向茉莉(3) 16.18 板坂　七海(1) 17.18

　港　 (3.4) 北　星 (-0.1) スポコム金沢南 (3.4) 松　任 (-0.1) 国　府 (-0.1) 鶴　来 (-0.1) 北陸学院 (3.4) 津幡南 (3.4)

8/29 ４×１００ｍ 北　星 49.75 　緑　 50.20 松　陽 50.75 スポコム金沢南 51.08 根　上 51.80 　港　 52.80 穴　水 53.37 光　野 53.73

　田中　心唯(3) 　後藤あやめ(3) 　中村　心美(3) 　橋村　碧奈(3) 　沖田　優奈(2) 　黒川菜那美(3) 　小林　千鶴(2) 　徳田　ここ(3)

　寺田　千夏(3) 　板谷　心子(2) 　明正　佑奈(3) 　俵　　光歩(3) 　中嶋　雪音(3) 　森田梨理香(3) 　米田　寧月(3) 　小寺　彩貴(3)

　堀　さくら(3) 　稲葉かりん(3) 　光山　真央(3) 　川岸　摩耶(2) 　澤田ひすい(2) 　高口　華子(2) 　橋本さくら(2) 　西村　優来(2)

　喜多　陽香(2) 　丸岡　美優(2) 　石本　愛佳(1) 　表　　陽向(1) 　太田　愛彩(1) 　石山　莉奈(3) 　髙　こゆき(2) 　畑木　暖乃(2)

8/29 走高跳 山岸　由理(2) 1.48 黒川菜那美(3) 1.40 今井菜々子(2) 1.40 石山日菜佳(3) 1.35 室木　望杏(2) 1.35 竹内　洋香(3) 1.35 廣瀬娃祐里(2) 1.30 村上　美優(鶴来2) 1.30

錦　城 　港　 河北台 羽　咋 七尾東部 錦　城 東　和 (7位) 齋藤　美怜(内灘2) (同順8位)

8/29 走幅跳 西　　桃花(3) 5.32 堀　さくら(3) 5.19 村中　　麗(3) 4.81 石井　　碧(3) 4.67 坂口　心月(2) 4.67 中村　心美(3) 4.63 岡井　美咲(2) 4.57 安田　　心(2) 4.47

野々市 (0.4) 北　星 (0.0) 美　川 (-0.7) 宇ノ気 (2.3) 七尾東部 (0.4) 松　陽 (-0.9) 宇ノ気 (0.1) 西南部 (1.8)

8/29 砲丸投 達田　和花(3) 10.09 嶋田　実桜(2) 9.87 荒木　乃娃(2) 9.05 相川　七葉(3) 8.86 大崎　鈴奈(3) 8.84 谷内日向子(2) 8.82 辻　　朋恵(2) 8.17 喜多　晃子(2) 8.01

星　稜 　港　 北　鳴 野々市 鶴　来 浅野川 山　代 板　津

8/8 四種競技 小寺　彩貴(3) 2442 石山　莉奈(3) 2337 中嶋　雪音(3) 2201 越山　実和(3) 1792 仁地　莉杏(2) 1700 澤田ひすい(2) 1559 濵髙　百恵(2) 1556 澤田　萌香(3) 1544

光　野 　港　 根　上 兼　六 寺　井 根　上 輪　島 布　水

14.89(1.0) (856) 16.63(1.1) (639) 16.77(1.1) (623) 17.93(1.1) (496) 17.81(1.0) (508) 17.11(1.0) (584) 18.80(1.0) (409) 18.28(1.1) (460)

1.41 (523) 1.41 (523) 1.25 (359) 1.35 (460) 1.30 (409) 1.20 (312) 1.30 (409) 1.15 (266)

7.19 (347) 11.00 (595) 10.01 (530) 8.02 (401) 6.67 (314) 4.48 (176) 6.37 (295) 6.33 (292)

26.95 (716) 28.66 (580) 27.28 (689) 30.69 (435) 30.19 (469) 29.93 (487) 30.57 (443) 29.38 (526)
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