
第37回石川県小学生陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

25日 6年１００ｍ 大橋　由剛(6) 12.96 谷　創太(6) 13.31 伊藤　真幸(6) 13.51 堀　瑞樹(6) 13.53 石橋　慶己(6) 13.67 家下　昌也(6) 13.68 八幡　聖羽(6) 13.83 加川　翔(6) 13.89

風:+1.5 金沢市･かなざわ総合SC 鹿島郡･鹿島AC 白山野･白山Jr陸上ｸ 白山野･白山Jr陸上ｸ 金沢市･ｽﾎﾟｺﾑ金沢南 金沢市･かなざわ総合SC 河北か･内灘JAC 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ

25日 5年１００ｍ 松本　泰知(5) 13.78 寺田　生冴(5) 13.87 大澤　奏央(5) 13.98 和田　一真(5) 14.20 古川　創涼(5) 14.41 上里　咲人(5) 14.41 宮　琥那(5) 14.58 沖野　大斗(5) 14.79

風:+0.1 金沢市･かなざわ総合SC 小松市･SPIRIT 鹿島郡･鹿島AC 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 鹿島郡･鹿島AC 金沢市･金沢市陸上教室 白山野･野々市Jr陸上 金沢市･金沢市陸上教室

男 25日 4年１００ｍ 土居　春輝(4) 14.10 原田　裕史(4) 14.39 永井　琉翔(4) 14.45 金子　修也(4) 14.50 大宮　吏陽(4) 15.02 大橋　昂生(4) 15.11 波多野　湊(4) 15.15 伊藤　春輝(4) 15.51

風: 河北か･津幡JrAC 金沢市･金沢市陸上教室 加賀市･ﾓｱSPC加賀 金沢市･金沢市陸上教室 白山野･白山Jr陸上ｸ 金沢市･かなざわ総合SC 金沢市･金沢市陸上教室 白山野･白山Jr陸上ｸ

25日 １０００ｍ 酒井　琉史(6)  3:00.86 川森　獅月(6)  3:00.99 山本　慶介(6)  3:08.46 干場　泰志(6)  3:09.59 北　智哉(6)  3:10.39 沖谷　羽閏(6)  3:10.65 野崎　慶(6)  3:11.51 山本　創介(6)  3:13.36

鹿島郡･鹿島AC 七尾市･城山AC 河北か･津幡JrAC 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 小松市･SPIRIT 七尾市･城山AC 河北か･津幡JrAC

子 25日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 石本　竜大(5)  1906 坂西　健真(6)  1848 釜野　航多(6)  1815 西川　創(6)  1719 近江　蒼空(6)  1607 橘　滉太(6)  1581 寺田　文太(6)  1554 西尾　天博(6)  1413

七尾市･城山AC 金沢市･金沢市陸上教室 七尾市･城山AC 加賀市･勅使小学校 鹿島郡･とりやAC 金沢市･金沢市陸上教室 河北か･かほくJAC 金沢市･ｾﾞﾌﾞﾗﾝ

25日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 小池　晴斗(6)  1913 宗藤　煌(6)  1853 渡會　皐(6)  1775 田屋　大翔(6)  1736 賀戸　煌晴(6)  1677 森田　悠生(6)  1660 石川　蓮(6)  1633 前　遥琥(6)  1629

七尾市･城山AC 河北か･河北AC 金沢市･かなざわ総合SC 輪島市･河井小学校 加賀市･ﾓｱSPC加賀 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ *C1 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 鳳珠郡･穴水小学校

25日 6年１００ｍ 能口　心和(6) 13.36 橋本　蒼衣(6) 13.40 山岸　日和(6) 14.01 北村　咲奈(6) 14.03 小川　倖叶(6) 14.19 安井　遥香(6) 14.20 渋洞　綾里(6) 14.51 濱　あかり(6) 14.59

風:+2.7 河北か･河北AC 金沢市･かなざわ総合SC 金沢市･かなざわ総合SC 小松市･小松Jr陸上ｸ 金沢市･金沢ACJ.r 小松市･SPIRIT 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 白山野･野々市Jr陸上

女 25日 5年１００ｍ 谷口　聖夏(5) 13.98 東田　咲来(5) 14.47 前川　虹心(5) 14.55 竹田　朱那(5) 14.64 小出　都和(5) 14.68 山村　唯涼(5) 14.73 小町　一嘉(5) 14.87 舟山　莉子(5) 15.18

風:+0.9 小松市･SPIRIT 河北か･内灘JAC 小松市･SPIRIT 七尾市･石崎小学校 金沢市･金沢ACJ.r 河北か･津幡町陸上教室 珠洲市･正院小学校 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ

25日 4年１００ｍ 能口　菜花(4) 14.82 高井　瑠那(4) 15.00 松居　由乃(4) 15.05 中川　倖乃(4) 15.08 増林　由里子(4) 15.27 平野　音色(4) 15.30 岩坂　嘉子(4) 15.43 山岸　ひいろ(4) 15.52

風: 河北か･河北AC 加賀市･ﾓｱSPC加賀 金沢市･金沢市陸上教室 金沢市･かなざわ総合SC 金沢市･かなざわ総合SC 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 白山野･白山Jr陸上ｸ

25日 １０００ｍ 中川　結月(6)  3:21.69 田中　理央(6)  3:24.57 濵田　椛(6)  3:26.46 松山　莉彩(5)  3:27.89 九谷　小雪(5)  3:28.69 村山　しほ(5)  3:28.73 松本　咲希(5)  3:29.41 表　杏奈(5)  3:29.72

能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 加賀市･ﾓｱSPC加賀 輪島市･河井小学校 小松市･SPIRIT 小松市･SPIRIT 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 白山野･白山Jr陸上ｸ

子 25日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 寺井　美鈴(6)  1888 畠中　羽姫(6)  1777 黒崎　ゆうわ(6)  1717 松本　花音(6)  1693 八重樫　実生(6)  1594 根布長　玲(6)  1541 垣内　梨緒(6)  1524 栗山　紗和(6)  1473

七尾市･城山AC 七尾市･NASPO 七尾市･城山AC 輪島市･門前西小学校 金沢市･金沢市陸上教室 河北か･内灘JAC 金沢市･ｽﾎﾟｺﾑ金沢南 金沢市･ｽﾎﾟｺﾑ金沢南

25日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 藤本　茉優(6)  1970 小崎　由愛(6)  1818 北出　陽菜(6)  1676 脊戸　風子(6)  1478 南　佳子(5)  1460 林　歩莉(6)  1443 山本　和奏(6)  1439 干場　悠衣(5)  1432

金沢市･かなざわ総合SC IP,NGR 七尾市･城山AC 河北か･かほくJAC 輪島市･門前東小学校 金沢市･金沢市陸上教室 七尾市･城山AC 金沢市･金沢ACJ.r 鳳珠郡･穴水小学校

25日 ４×１００ｍ 金沢市陸上教室A 54.31 SPIRIT 55.47 ﾓｱSPC加賀 55.64 河北AC 58.21 物見山ｼﾞｭﾆｱA 58.42 金沢市陸上教室B 59.30 小松Jr.陸上A  1:00.06 かほくJAC  1:00.29

混    久田　祐子    中村　愛利    石塚　柚季    和泉　勇吾    東　一花    山谷　悠真    小谷　海陽    中川　颯真

   白山  英汰    前田　徠    尾崎　日彩    橋爪　仁奈    中川　悠月    山本　健太    太田　和真    川井　真緒

合    池田  夏野    元田　葉月    柳川　旺就    間野　祐心    橋本　すみれ    中根　叶愛    小田原　愛莉    竹本　わこ

   高波　慶大    大山　蒼太    平　　愛望    山本　加里菜    田甫　侑雅    林　千晴    水原　愛莉姫    木下　悠介

令和3年7月25日

石川県西部緑地公園陸上競技場

【IP:石川県小学生記録，NGR:大会新記録】


