
第38回石川県小学生陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表

兼　全国小学生陸上競技交流大会石川県予選会

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

18日 6年１００ｍ 松本　泰知(6) 13.52 脇田　健生(6) 13.81 永岡　兜(6) 13.90 吉村　春和(6) 14.29 黒川　十武(6) 14.30 嶋　兼志(6) 14.32 宮 琥那　　(6) 14.35 石黒　寿知(6) 14.55

風:-2.7 金沢市･ｽﾀｰﾀｽ 鳳珠郡･松波小学校 河北か･津幡町陸上教室 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 河北か･河北AC 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 白山野･野々市ｼﾞｭﾆｱ 小松市･SPIRIT

18日 5年１００ｍ 土居　春輝(5) 13.72 永井　琉翔(5) 13.85 安間　湊都(5) 14.51 大宮　吏陽(5) 14.82 新田　成優(5) 14.97 和田　拓(5) 15.40 伊藤　春輝　(5) 15.43 水野　嵩琉(5) 15.51

風:-0.3 河北か･津幡JrAC 加賀市･ﾓｱSPC加賀 金沢市･ｾﾞﾌﾞﾗﾝ 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･金沢ACJr. 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 加賀市･ﾓｱSPC加賀

18日 4年１００ｍ 木谷　栄斗(4) 15.33 日野　晴空(4) 15.48 賀戸　太湧(4) 15.61 升田　睦空(4) 15.66 神尾　武幸(4) 15.70 井上　璃人(4) 15.76 呉山　佳祐(4) 15.77 中山　立稀(4) 15.80

風: 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 加賀市･ﾓｱSPC加賀 輪島市･河井小学校 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 河北か･内灘JAC 七尾市･NASPO 金沢市･金沢市陸上教室

18日 １０００ｍ 西村　悠雅(6)  3:12.06 出山　陽士(6)  3:12.09 早川　陽基(6)  3:15.17 勝木　千皓(6)  3:16.64 石原　慶都(6)  3:18.14 源　柊哉(6)  3:18.59 清水　陽太(5)  3:19.92 澤木　海翔(6)  3:20.80

鹿島郡･鹿島AC 河北か･河北AC 河北か･内灘JAC 七尾市･城山AC 能美市･寺井ｼﾞｭﾆｱ 鳳珠郡･柳田ｸﾗﾌﾞ 金沢市･ｾﾞﾌﾞﾗﾝ 小松市･SPIRIT

男 18日 ８０ｍＨ 中山　瑛斗(6) 14.31 正武田　杏慈(6) 14.67 市田　光(6) 16.00 中川　颯真(6) 17.41 田川　佳一郎(6) 17.62 南　湧仁(5) 17.77 松田　大輝(5) 18.68 山下　泰平(6) 18.81

金沢市･金沢市陸上教室 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 加賀市･ﾓｱSPC加賀 河北か･かほくJAC 金沢市･金沢市陸上教室 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 羽咋郡･宝ｽﾎﾟAC 河北か･内灘JAC

18日 走高跳 村上　奏羽(6) 1m10 杉本　壮曖(5) 1m10 栄田　翔(5) 1m05

河北か･かほくJAC 河北か･河北AC 金沢市･金沢市陸上教室

子 18日 走幅跳 沖野　大斗(6)   4m22 東　橙志(6)   3m91 忠田　丈志(6)   3m55 山岸　　望(5)   3m55 薮下　丈太郎(5)   3m34 川田　望夢(6)   3m31 鍛治　亮羽(5)   3m30 丸山　翔大(6)   3m25

金沢市･金沢市陸上教室+1.3 能美市･能美ひさつね+0.2 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ+1.7 輪島市･河井小学校+0.6 鳳珠郡･小木小学校+1.6 七尾市･NASPO+0.1 河北か･かほくJAC+0.3 七尾市･山王小学校+1.5

18日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 稲田　至恩(6)  45m02 米田　侑生(6)  41m26 波多野　湊(5)  39m82 岡田　琉翔(6)  39m33 尾崎  泰知(6)  38m93 塚林　快斗(6)  38m37 蔵角　優太(6)  37m69 山本　晟那(6)  34m57

羽咋郡･宝ｽﾎﾟAC 羽咋郡･宝ｽﾎﾟAC 金沢市･金沢市陸上教室 河北か･津幡町陸上教室 金沢市･金沢市陸上教室 七尾市･NASPO 輪島市･河原田小学校 河北か･内灘JAC

18日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 大澤　奏央(6)  2246 石本　竜大(6)  2171 原田　裕史(5)  2026 大澤　功央(6)  1942 喜多　洋大(6)  1795 仁地　映空(5)  1732 蕪城　快(6)  1671 初崎　旬(6)  1644

鹿島郡･鹿島AC IP,NGR 七尾市･城山AC NGR 金沢市･金沢市陸上教室 鹿島郡･鹿島AC 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･金沢市陸上教室 金沢市･ｽﾎﾟｺﾑ金沢南

18日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 和田　一真(6)  2171 山口　樂士(6)  1811 松柳　初基(6)  1753 岩坂　一慶(6)  1739 高山　穣佑(6)  1673 安達　玲藍(6)  1669 北谷内　康介(6)  1630 菅内　尊(6)  1582

羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ IP,NGR 金沢市･金沢市陸上教室 七尾市･NASPO *C1 輪島市･鳳至小学校 金沢市･金沢市陸上教室 河北か･河北AC 七尾市･城山AC 加賀市･ﾓｱSPC加賀

18日 6年１００ｍ 谷口　聖夏(6) 13.76 小出　都和(6) 14.28 山村　唯涼(6) 14.69 丸井　玲奈(6) 14.78 鷹野　由奈(6) 14.86 岡部　美有(6) 15.18 北村　遥　(6) 15.21 宮森　優來(6) 15.51

風:-2.4 小松市･SPIRIT 金沢市･金沢ACJr. 河北か･津幡町陸上教室 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･ｽﾀｰﾀｽ 鹿島郡･とりやAC 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 鳳珠郡･穴水小学校

18日 5年１００ｍ 中川　倖乃(5) 14.24 増林　由里子(5) 14.42 高井　瑠那(5) 14.46 能口　菜花(5) 14.52 西田　明里(5) 14.75 平野　音色(5) 14.82 岩坂　嘉子(5) 15.28 岸　ほたる(5) 15.76

風:-1.6 金沢市･ｽﾀｰﾀｽ 金沢市･ｽﾀｰﾀｽ 加賀市･ﾓｱSPC加賀 河北か･河北AC 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 輪島市･輪島ｼﾞｭﾆｱ 小松市･SPIRIT

18日 4年１００ｍ 林　真以(4) 15.35 中谷　芽衣(4) 15.65 得川　小陽(4) 15.81 北村　美織(4) 15.96 名取　楠那(4) 16.06 石塚　菜月(4) 16.12 岩橋　柑那(4) 16.13 松下　ひまり(4) 16.20

風: 金沢市･金沢ACJr. 河北か･内灘JAC 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 小松市･小松ｼﾞｭﾆｱ陸上 加賀市･ﾓｱSPC加賀 加賀市･ﾓｱSPC加賀 白山野･松任小学校 小松市･SPIRIT

18日 １０００ｍ 本田　聖愛(6)  3:19.73 松本　咲希(6)  3:21.28 九谷　小雪(6)  3:21.58 表　杏奈(6)  3:24.95 山口　優来(5)  3:27.24 村山　しほ(6)  3:29.81 村田　奏羽(6)  3:31.16 三浦　歩乃果(5)  3:36.04

能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 小松市･SPIRIT 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 河北か･津幡JrAC 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･金沢市陸上教室 河北か･内灘JAC

女 18日 ８０ｍＨ 西野　椎奈(6) 14.85 辻　　彩那(6) 14.97 中江　一花(6) 16.96 白坂　茉子(5) 17.90 板坂　玲奈(5) 18.45 小梁　美空(6) 19.90 三谷　有里紗(6) 19.90 杉浦　絢音(5) 20.18

加賀市･ﾓｱSPC加賀 加賀市･ﾓｱSPC加賀 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･金沢ACJr. 河北か･河北AC 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 能美市･物見山ｼﾞｭﾆｱ

18日 走高跳 小田　綾乃(6) 1m05 多田　りさ(5) 1m00

金沢市･ｾﾞﾌﾞﾗﾝ 鳳珠郡･穴水小学校

18日 走幅跳 能口　明香里(6)   4m34 北村　美悠(6)   3m83 山根　璃美(6)   3m66 倉澤　梨紗(6)   3m60 山下　愛(6)   3m06 高木　杏(6)   2m90 藤江　梨紗(5)   2m89 南谷　和里(6)   2m65

子 金沢市･金沢ACJr.+0.4 小松市･小松ｼﾞｭﾆｱ陸上+3.9 金沢市･金沢ACJr.+1.9 輪島市･門前東小学校+0.8 能美市･能美ひさつね+2.5 金沢市･ｾﾞﾌﾞﾗﾝ+2.6 金沢市･金沢市陸上教室+2.0 河北か･内灘JAC+0.7

18日 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 中村　栞希(6)  33m51 市村　梨乃(6)  32m05 小平　陽向(6)  30m18 浦　蒼唯(6)  29m02 遠藤安美風(6)  28m68 平床　愛依(6)  28m60 老久保　美穹(6)  27m68 南雲　日麻理(6)  26m89

白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･金沢市陸上教室 金沢市･金沢市陸上教室 輪島市･町野小学校 鹿島郡･鹿島AC 金沢市･ｽﾀｰﾀｽ 金沢市･金沢市陸上教室 能美市･寺井ｼﾞｭﾆｱ

18日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 神尾　幸歩(6)  1722 小町　一嘉(6)  1666 川井　真緒(6)  1660 舟山　莉子(6)  1631 池下　怜(6)  1555 垣内　香乃(5)  1542 西 こはる(6)  1514 中世　沙奈(6)  1314

羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 珠洲市･正院小学校 河北か･かほくJAC 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ 白山野･白山ｼﾞｭﾆｱ 金沢市･ｽﾎﾟｺﾑ金沢南 金沢市･金沢市陸上教室 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ

18日 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 中川　栞那(5)  1741 干場　悠衣(6)  1685 南　佳子(6)  1670 日置　心和(6)  1598 矢田　希乃羽(6)  1576 小崎　愛結花(5)  1561 松本　風花(5)  1491 川村　美月(6)  1472

金沢市･金沢ACJr. 鳳珠郡･穴水小学校 金沢市･金沢市陸上教室 小松市･東陵ｸﾗﾌﾞ 七尾市･NASPO *C1 七尾市･城山AC 輪島市･門前西小学校 羽咋郡･志賀ｼﾞｭﾆｱ

18日 ４×１００ｍ 金沢市陸上教室A 52.50 SPIRIT 52.52 内灘JAC-A 52.59 物見山ｼﾞｭﾆｱ 57.80 津幡町陸上教室 59.32 小松ｼﾞｭﾆｱ陸上 59.75 山王小学校A 59.77 内灘JAC-B  1:00.39

混    今西　美友 NGR    前川　虹心 NGR    北川　友那 NGR    居村　美玖    松本　修侑    松田　晃明    谷口　真大    石平　陽大

   石野　蒼生    達　　由槻    谷内　寿人    谷口　那月    大場　穂夏    吉田　大和    山田　寧音    竹内　蓮樹

合    松居　由乃    松山　莉彩    東田　咲来    原　莉乃香    勝泉　さくら    長田　結菜    石　花奈    澁田　日和

   上里　咲人    寺田　生牙    奥野　沢    今原　拓海    小泉　遼介    東　咲玖空    中島　悠真    泉　瑠花

令和4年7月19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】


