
第７４回石川県中学校体育大会：陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表

兼　北信越中学校陸上競技大会予選会 令和４年６月２５日(土)～６月２６日(日)

兼　国民体育大会石川県予選会
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

26日 １００ｍ 岡田　佳樹(3) 11.60 村上　浩大(3) 11.74 所村　遥哉(3) 11.86 宮田　琉生(3) 11.88 橋本　頼弥(3) 11.90 又吉　悠斗(3) 11.92 荒若　真輝(3) 11.94 宝角　　亮(3) 12.11

風:-3.8 金　沢･北陸学院 金　沢･野　田 金　沢･鳴　和 金　沢･清　泉 鹿　島･中能登 白　山･松　任 金　沢･清　泉 金　沢･兼　六

25日 1･2年１００ｍ 佐野　　司(2) 11.38 川畑　空斗(2) 11.72 山本　陸人(2) 11.74 小菱　桜雅(2) 11.96 中野　　拓(2) 12.04 北井　志真(2) 12.04 二口　憲紳(2) 12.06 石田　來尚(2) 12.12

風:+2.0 白　山･北　辰 加　賀･山　代 白　山･松　任 金　沢･兼　六 金　沢･　泉　 能美郡･川　北 金　沢･長　田 金　沢･　緑　

男 25日 ２００ｍ 濵口　達樹(3) 22.95 向　竜之介(3) 23.21 橋本　頼弥(3) 23.28 村上　浩大(3) 23.48 三輪　勇輔(3) 23.62 小安土徹生(3) 23.71 宝角　　亮(3) 23.74 川村　亮太(3) 23.83

風:+1.4 金　沢･　緑　 小　松･松　陽 鹿　島･中能登 金　沢･野　田 金　沢･浅野川 野々市･布　水 金　沢･兼　六 羽咋郡･富　来

子 26日 ４００ｍ 三輪　勇輔(3) 53.92 櫻井　悠二(3) 55.01 岩田　龍樹(3) 55.18 喜多将太郎(3) 55.33 滝口大志朗(3) 56.88 坂本　伊織(3) 57.03 奥村　　暁(3) 57.18

金　沢･浅野川 かほく･河北台 金　沢･北　鳴 能美市･根　上 小　松･松　陽 鳳　珠･穴　水 能美市･辰　口

ト 25日 ８００ｍ 伊駒　快介(3)  2:00.92 堀井　敬悟(3)  2:04.36 岡部　壮峻(3)  2:05.69 苅安　　渉(2)  2:06.93 平野　育人(3)  2:07.30 森　　幸翔(2)  2:09.35 秋山　恭平(3)  2:09.95 田中　颯人(3)  2:11.65

鹿　島･中能登 輪　島･輪　島 河　北･内　灘 河　北･内　灘 野々市･野々市 河　北･津幡南 金　沢･　緑　 白　山･北　星

ラ 26日 １５００ｍ 伊駒　快介(3)  4:14.35 中川　銘崇(3)  4:16.87 平野　育人(3)  4:22.75 金田　隼輝(3)  4:24.34 山下　昊馬(3)  4:24.74 堀田　悠真(3)  4:25.97 大森　友敬(2)  4:27.76 德山　　潤(2)  4:28.83

鹿　島･中能登 能美市･辰　口 野々市･野々市 能美郡･川　北 白　山･美　川 金　沢･北　鳴 七　尾･七　尾 かほく･宇ノ気

ッ 25日 ３０００ｍ 中川　銘崇(3)  9:26.55 若狭　怜士(2)  9:28.12 赤坂　直人(2)  9:28.49 金田　隼輝(3)  9:38.29 河端　亮介(2)  9:42.62 岡野　晴希(3)  9:44.48 金子　聡太(3)  9:47.57 小田　雄斗(2)  9:47.76

能美市･辰　口 鹿　島･中能登 七　尾･七　尾 能美郡･川　北 羽咋郡･宝　達 金　沢･兼　六 金　沢･高　岡 七　尾･七　尾

ク 26日 １１０ｍＨ(0.914m) 岡田　佳樹(3) 14.91 二羽　修万(3) 16.53 谷内　　碧(3) 16.57 鶴来　充希(2) 16.60 森井　瑛太(3) 17.01 稲荷　叶流(3) 17.04 水野　圭介(3) 17.14 中佐　凌大(3) 17.17

風:-1.7 金　沢･北陸学院 *IH 小　松･南　部 金　沢･兼　六 白　山･松　任 加　賀･山　代 河　北･内　灘 金　沢･　泉　 白　山･北　辰

26日 ３０００ｍＷ 喜多　　翼(3) 17:17.04 宮下　太智(2) 17:30.03 大井　楓真(3) 18:11.97 濱谷　里玖(3) 18:24.16 北島　壮汰(3) 18:26.46 池端龍太郎(2) 18:33.84 鍛冶　春翔(2) 18:41.48 上野　慶太(2) 18:49.56

金　沢･星　稜 加　賀･山　代 かほく･河北台 能美市･辰　口 金　沢･浅野川 輪　島･輪　島 かほく･宇ノ気 能美市･辰　口

26日 ４×１００ｍ 浅野川･金　沢 45.49 野々市･野々市 45.56 緑･金　沢 45.80 松陽･小　松 46.05 兼六･金　沢 46.16 鳴和･金　沢 46.20 清泉･金　沢 46.49 松任･白　山 51.51

   丸岡　莉空(3)    蓮野　健司(2)    堀田　和貴(3)    宮岸　直生(3)    田邉　　優(3)    清水　優希(3)    鶴山　峻汰(3)    山本　陸人(2)

   三輪　勇輔(3)    東川　大夢(3)    濵口　達樹(3)    滝口大志朗(3)    宝角　　亮(3)    所村　遥哉(3)    宮田　琉生(3)    鶴来　充希(2)

   平田　空歩(2)    渡邊　優羽(3)    森田　侑誠(3)    向　竜之介(3)    杉原康太郎(3)    大浦　　丈(3)    善田　稜大(3)    吉森　匠柾(2)

   中野　葉介(3)    喜多村勇希(3)    石田　來尚(2)    新谷　陸斗(3)    谷内　　碧(3)    竹内　海斗(3)    荒若　真輝(3)    又吉　悠斗(3)

26日 走高跳 吉本　喜信(3) 1m76 宮西　　竜(3) 1m73 石﨑　大空(3) 1m65 番口　丈晴(3) 1m65 吉森　匠柾(2) 1m65 中居　煌士(3) 1m60 中西　　慶(2) 1m60

金　沢･鳴　和 小　松･南　部 金　沢･清　泉 能美市･根　上 白　山･松　任 小　松･南　部 金　沢･長　田

男 26日 棒高跳 森田　侑誠(3) 4m10 山本納生昌(2) 3m30 平田　空歩(2) 2m80

子 金　沢･　緑　 *IH 金　沢･野　田 金　沢･浅野川

フ 25日 走幅跳 津田　珠安(3)   6m36 竹内　海斗(3)   6m05 古林　悠大(3)   5m99 早瀬　　圭(3)   5m86 佐藤　勇心(3)   5m85 ブラウン渡真主(3)   5m79 佐藤　将太(3)   5m75 中居　煌士(3)   5m72

ィ 金　沢･金　石+1.5 金　沢･鳴　和+0.6 金　沢･紫錦台+3.0 能美郡･川　北+2.4 白　山･北　辰-1.2 野々市･布　水+1.6 加　賀･山　代+1.4 小　松･南　部+3.2

｜ 26日 1･2年走幅跳 吉森　匠柾(2)   5m78 中野　　拓(2)   5m72 川北　泰志(2)   5m71 菊田　　楓(2)   5m62 森　　幸翔(2)   5m55 ｸﾞｰｷﾞﾝｽﾞ古田光(2)   5m43 濱野　翔琉(2)   5m43 窪田　　陽(2)   5m37

ル 白　山･松　任+2.1 金　沢･　泉　+0.5 能美郡･川　北+2.0 河　北･津　幡+2.1 河　北･津幡南+2.7 金　沢･兼　六+2.9 羽咋郡･宝　達+3.3  野々市･布　水+3.6

ﾄﾞ 25日 砲丸投(5.000kg) 古谷　歩志(2)  11m83 門田　育知(2)  11m60 浜名　凌希(3)  11m49 山本　颯樹(3)  10m93 武藤　柾斗(3)  10m89 山本　明武(3)  10m37 三好　　隼(3)  10m32 東　　司真(3)  10m16

鳳　珠･小　木 能美郡･川　北 羽咋市･羽　咋 輪　島･輪　島 金　沢･長　田 加　賀･山　中 白　山･北　辰 河　北･津幡南

［　ＮＧＲ：大会記録　　*IH：全中標準記録突破　］



第７４回石川県中学校体育大会：陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表

兼　北信越中学校陸上競技大会予選会 令和４年６月２５日(土)～６月２６日(日)

兼　国民体育大会石川県予選会
日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

26日 １００ｍ 表　　陽向(3) 12.77 清水あさみ(3) 12.79 船本　美優(2) 12.86 石本　愛佳(3) 13.17 小田　愛莉(3) 13.21 下　　陽依(3) 13.43 若松　愛奈(3) 13.49 西内　杏珠(3) 13.73

風:-0.8 金　沢･　額　 小　松･南　部 輪　島･輪　島 小　松･松　陽 白　山･松　任 金　沢･　泉　 金　沢･星　稜 金　沢･　緑　

25日 1･2年１００ｍ 橋本　蒼衣(1) 12.73 能口　心和(1) 12.78 島田　　結(1) 13.05 田村　陽莉(2) 13.10 山口　由珠(2) 13.24 大野こはな(2) 13.29 平岸　瑠莉(2) 13.40 ザストロウ虹海(2) 13.60

風:+1.8 金　沢･清　泉 かほく･河北台 金　沢･西南部 金　沢･西南部 七　尾･七尾東部 小　松･松　陽 白　山･松　任 金　沢･兼　六

女 25日 ２００ｍ 清水あさみ(3) 25.77 船本　美優(2) 25.88 石本　愛佳(3) 26.04 若松　愛奈(3) 26.53 能口　心和(1) 26.90 慶伊　乙紗(3) 26.98 北　　愛葉(2) 27.07 宮西由佐子(3) 27.75

風:+0.9 小　松･南　部 *IH 輪　島･輪　島 小　松･松　陽 金　沢･星　稜 かほく･河北台 白　山･北　星 能美市･辰　口 白　山･北　辰

子 26日 ８００ｍ 辻本ひまり(3)  2:21.12 中川　新菜(3)  2:22.59 中嶌寧々花(3)  2:23.14 福井　悠妃(3)  2:23.50 松山　桜彩(2)  2:23.53 橋村　虹泉(2)  2:27.89 中村　沙耶(2)  2:29.40 川崎　千珠(3)  2:29.78

白　山･北　星 河　北･津幡南 能美市･辰　口 鹿　島･中能登 小　松･松　陽 河　北･津　幡 白　山･北　星 小　松･丸　内

ト 25日 １５００ｍ 今井　玲那(2)  4:44.42 辻本ひまり(3)  4:46.72 橋村　虹泉(2)  4:50.55 中川　新菜(3)  4:53.41 松山　桜彩(2)  5:00.27 中嶌寧々花(3)  5:01.75 川崎　千珠(3)  5:03.13 杉森くるみ(3)  5:03.16

鹿　島･中能登 白　山･北　星 河　北･津　幡 河　北･津幡南 小　松･松　陽 能美市･辰　口 小　松･丸　内 かほく･宇ノ気

ラ 26日 １００ｍＨ(0.762m) 本多　　七(3) 14.80 慶伊　乙紗(3) 15.54 築田　苺香(3) 15.79 板坂　七海(3) 16.05 池端　真衣(3) 16.49 要明　栞和(3) 16.58 南　紗希子(2) 17.40

風:-3.1 白　山･松　任 *IH 白　山･北　星 小　松･松　陽 河　北･津幡南 加　賀･山　中 加　賀･山　代 金　沢･清　泉

ッ 25日 ３０００ｍＷ 石塚みのり(2) 17:08.09 五所村アコ(3) 17:12.30 後　優里奈(3) 17:19.76 北川　結菜(3) 17:22.35 居村　美怜(1) 17:36.72 森　　　環(2) 18:09.56 根本　朱夏(3) 18:14.67 梶井　咲希(2) 18:15.60

金　沢･北陸学院 金　沢･星　稜 金　沢･　泉　 金　沢･浅野川 能美市･辰　口 金　沢･長　田 金　沢･野　田 加　賀･山　中

ク 26日 ４×１００ｍ 松任･白　山 50.61 松陽･小　松 51.09 清泉･金　沢 51.56 布水･野々市 52.05 根上･能美市 52.82 西南部･金　沢 53.14 緑･金　沢 53.50 穴水･鳳　珠 53.72

   小田　愛莉(3)    松山　桜彩(2)    渡辺　和奈(3)    酒本　凛音(3)    長谷川よつは(2)    山本　優祈(3)    寺田　樹奈(2)    三柳　凛乃(3)

   谷　　愛菜(2)    石本　愛佳(3)    橋本　蒼衣(1)    酒井　詩音(3)    沖田　結寿(2)    田村　陽莉(2)    小川　倖叶(1)    大西　彩愛(3)

   平岸　瑠莉(2)    築田　苺香(3)    吉田　ゆい(3)    石丸乃妃希(2)    太田　愛彩(3)    田近　樹奈(2)    稲葉　りの(3)    小泉　結菜(2)

   本多　　七(3)    松井　想依(2)    長髙日花莉(2)    酒井　天音(2)    中川　結月(1)    島田　　結(1)    西内　杏珠(3)    井上　心乃(2)

25日 走高跳 本多　　七(3) 1m60 村田　瑠那(3) 1m57 南　紗希子(2) 1m45 谷口　依吹(2) 1m40 寺島　優希(3) 1m40 吹谷　友菜(3) 1m40 加藤　心海(3) 1m40

女 白　山･松　任 *IH 金　沢･兼　六 金　沢･清　泉 加　賀･山　代 金　沢･高尾台 加　賀･山　代 白　山･光　野

同順:林　　愛香(2) 1m40

子 かほく･宇ノ気

フ 25日 走幅跳 表　　陽向(3)   5m28 岩下　絢香(3)   4m98 酒本　凛音(3)   4m87 谷　　絢加(3)   4m74 要明　栞和(3)   4m70 枡田　有奈(3)   4m50 大西　彩愛(3)   4m49 太田　愛彩(3)   4m43

ィ 金　沢･　額　+2.2 河　北･津幡南+2.0 野々市･布　水+1.6 白　山･北　辰+1.1 加　賀･山　代-0.2 白　山･松　任+0.1 鳳　珠･穴　水+3.2  能美市･根　上-1.9

｜ 26日 1･2年走幅跳 藤本　茉優(1)   5m36 井筒　心晴(2)   4m85 竹中　夢子(2)   4m79 的場　香絵(2)   4m78 吉田　夢奈(2)   4m69 萬年　　唯(2)   4m69 石丸乃妃希(2)   4m66 柴田　遊海(2)   4m60

ル 河　北･津　幡+3.3 加　賀･山　代+2.2 白　山･北　辰+0.6 金　沢･　港　+1.2 金　沢･長　田+3.3 羽咋郡･志　賀+2.1 野々市･布　水+2.7 加　賀･山　中+3.2

ﾄﾞ 26日 砲丸投(2.721kg) 浜崎　せな(3)  12m48 米田　春花(3)  11m20 浅野　夏生(3)  10m41 坂本　芽依(3)   9m24 坂東　侑莉(2)   9m13 岸　　海音(3)   9m01 佐藤　彩来(3)   8m97 浅岡なつき(3)   8m54

輪　島･輪　島 加　賀･山　代 金　沢･北　鳴 金　沢･北　鳴 加　賀･山　代 かほく･河北台 金　沢･大　徳 金　沢･兼　六

［　ＮＧＲ：大会記録　　*IH：全中標準記録突破　］


