
令和３年度　石川県中学校体育大会　第73回石川県中学校陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表 １日目　結果 令和３年６月２６日(土）

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1･2年１００ｍ 濵口　達樹(2) 11.59 又吉　悠斗(2) 11.73 岡田　佳樹(2) 11.75 村上　浩大(2) 11.81 向　竜之介(2) 12.03 川村　亮太(2) 12.04 宝角　　亮(2) 12.20 長谷　佑輔(2) 12.35

風:+1.1 金　沢･　緑　 白　山･松　任 金　沢･北陸学院 金　沢･野　田 小　松･松　陽 羽咋郡･富　来 金　沢･兼　六 七　尾･七　尾

男 ２００ｍ 木下　淑仁(3) 22.60 池田　龍羽(3) 23.21 能澤　壮太(3) 23.24 ザストロウ空河(3) 23.37 伊藤　楓雅(3) 23.47 東川　大夢(2) 23.73 吉村総太郎(3) 24.14 藤田　啓輔(3) 24.38

風:+0.1 輪　島･輪　島 ◎ 白　山･鶴　来 金　沢･北　鳴 金　沢･兼　六 金　沢･金沢錦丘 野々市･野々市 金　沢･高尾台 加　賀･錦　城

８００ｍ 新出　純汰(3)  2:01.36 伊駒　快介(2)  2:02.10 岡本　碧斗(3)  2:03.03 松本　　琉(3)  2:03.20 簾　　　翼(3)  2:06.82 田島　大夢(3)  2:07.36 濱野　拓弥(3)  2:09.06 宮島　諒人(3)  2:16.97

金　沢･北　鳴 鹿　島･中能登 鹿　島･中能登 白　山･鶴　来 加　賀･山　中 河　北･津　幡 羽咋郡･宝　達 金　沢･浅野川

３０００ｍ 井上　朋哉(3)  8:47.15 酒井　崇史(2)  9:07.56 奥　　已咲(3)  9:20.18 内藤　零也(3)  9:21.41 今井　悠希(3)  9:38.73 高見　陽登(3)  9:46.86 木場　太一(3)  9:48.60 樋口　倖輝(3)  9:51.57

鹿　島･中能登 NGR,◎ 鹿　島･中能登 金　沢･大　徳 金　沢･　緑　 金　沢･兼　六 かほく･宇ノ気 河　北･内　灘 金　沢･北　鳴

走幅跳 津田　珠安(2)   6m31 山岸　将大(3)   6m25 山内　佳哉(3)   6m06 鮒田　宙樹(3)   6m04 八木　琉雅(3)   5m95 西田　圭吾(3)   5m94 森本　愛仁(3)   5m83 福岡　雅治(3)   5m78

子 金　沢･金　石 +0.9 かほく･宇ノ気 +2.4 加　賀･山　代 +2.4 かほく･宇ノ気 +2.6 河　北･内　灘 +1.7 能美郡･川　北 +0.6 金　沢･清　泉 +0.8 白　山･光　野 +1.2

砲丸投 村上研太郎(3)  11m16 梅木　博温(3)  10m92 寺西　幸心(3)  10m80 長浦　蓮太(3)  10m76 稲垣　公生(3)  10m74 北村　春樹(3)  10m72 上野　魁心(3)  10m02 簾　　　翼(3)   9m71

(5.000kg) 白　山･北　辰 金　沢･野　田 七　尾･七　尾 七　尾･七　尾 金　沢･高　岡 金　沢･鳴　和 白　山･鶴　来 加　賀･山　中

1･2年１００ｍ 石本　愛佳(2) 12.85 表　　陽向(2) 12.91 船本　美優(1) 13.00 北　　愛葉(1) 13.11 慶伊　乙紗(2) 13.29 西内　杏珠(2) 13.40 酒井　詩音(2) 13.40 田村　陽莉(1) 13.40

風:+1.0 小　松･松　陽 金　沢･　額　 輪　島･輪　島 能美市･辰　口 白　山･北　星 金　沢･　緑　 野々市･布　水 金　沢･西南部

女 ２００ｍ 板谷　心子(3) 25.85 米林　翼紗(3) 26.93 谷内日向子(3) 27.17 木村　友香(3) 27.28 高口　華子(3) 27.29 深田　　零(3) 27.49

風:+1.3 金　沢･　緑　 金　沢･城　南 金　沢･浅野川 白　山･美　川 金　沢･　港　 小　松･中　海

１５００ｍ 松岡さくら(3)  4:40.69 辻本ひまり(2)  4:48.24 福島　七海(3)  4:51.01 前濱　来瞳(3)  4:51.07 中川　新菜(2)  4:52.62 永本　聖奈(3)  4:55.45 橋村　虹泉(1)  4:55.91 正藤　春奈(3)  4:56.16

河　北･津　幡 白　山･北　星 白　山･北　辰 七　尾･七　尾 河　北･津幡南 鹿　島･中能登 河　北･津　幡 白　山･北　星

３０００ｍＷ 松本　果恋(3) 16:56.55 岩波　和紗(3) 17:49.93 瀬野透緒子(3) 18:26.27 寺田　柊子(3) 18:49.51 山口　　椛(3) 18:52.00 後　優里奈(2) 19:20.96 横関やや子(3) 20:39.20 高崎　　愛(2) 21:11.09

金　沢･　額　 輪　島･輪　島 かほく･河北台 金　沢･　泉　 かほく･河北台 金　沢･　泉　 金　沢･清　泉 金　沢･城　南

走高跳 山岸　由理(3) 1m63 廣瀬娃祐里(3) 1m51 本多　　七(2) 1m51 仁地　莉杏(3) 1m45 中川紗來良(2) 1m40 中西　乃愛(3) 1m40 小網　彩希(3)

加　賀･錦　城 ◎ 加　賀･東　和 白　山･松　任 能美市･寺　井 小　松･南　部 かほく･宇ノ気 羽咋郡･志　賀

西村　優来(3)

子 白　山･光　野

走幅跳 村上　美優(3)   5m38 竹田　　碧(3)   5m09 寺坂　優希(3)   5m07 安田　　心(3)   5m02 齋藤　杏奈(3)   4m94 坂口　心月(3)   4m86 中山この葉(3)   4m83 岡井　美咲(3)   4m83

白　山･鶴　来 +2.3 白　山･鶴　来 +0.7 河　北･津幡南 +0.8 金　沢･西南部 +0.2 加　賀･錦　城 +1.5 七　尾･七尾東部 +1.1 七　尾･七尾東部 +1.6 かほく･宇ノ気 +1.1

◎全中参加標準記録突破者
２００ｍ 予選 男 22.07 木下　淑仁(3) 輪島 「◎」　は全中参加標準記録突破
２００ｍ 決勝 男 22.63 木下　淑仁(3) 輪島 「NGR」　は大会新記録
走高跳 決勝 女 1m63 山岸　由理(3) 錦城 「NIJ」　は県中学校新記録
３０００ｍ 決勝 男  8:47.15 井上　朋哉(3) 中能登

●大会新記録
２００ｍ 予選 男 22.07 木下　淑仁(3) 輪島

３０００ｍ 決勝 男  8:47.15 井上　朋哉(3) 中能登

※女子200mは、決勝進出者2名が棄権（DNS）となったため、６名の決勝レースとなった。
※女子走高跳
　2位と3位の差は、「全体の試技で失敗の少ない選手が上」となるため。
　（両者とも１ｍ５１は1回目の試技で成功、２位の選手は１ｍ５１の試技まで失敗試技は無く、
　　3位の選手は合計３回の失敗試技がある。）
　5位と6位の差も、「全体の試技で失敗の少ない選手が上」となるため。
　（両者とも1m40は1回目の試技で成功、5位の選手は1回の失敗、6位の選手は2回の失敗がある）
　６位と７位の差は、「その高さでの失敗が少ない選手の順位が上」となるため。
　（７位の選手は、１ｍ４０を両者とも２回目の試技で成功）
　なお、７位の選手２名は、1m40の記録までどちらも失敗試技はないので、同順位となる。
※女子走幅跳の7位、8位の差は、両選手の2つ目に良い記録（7位：４ｍ８０、8位：４ｍ７７）を
　比較するため

1m40



令和３年度石川県中学校体育大会　第73回石川県中学校陸上競技大会 入 賞 者 一 覧 表 ２日目結果 令和３年６月２７日(日)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 奈良本圭亮(3) 11.30 木下　淑仁(3) 11.35 能澤　壮太(3) 11.51 伊藤　楓雅(3) 11.67 池田　龍羽(3) 11.68 山岸　将大(3) 11.77 山内　佳哉(3) 11.86 東川　大夢(2) 11.90

風:+0.4 加　賀･山　代 輪　島･輪　島 金　沢･北　鳴 金　沢･金沢錦丘 白　山･鶴　来 かほく･宇ノ気 加　賀･山　代 野々市･野々市

４００ｍ 澤田　祥月(3) 51.49 谷川　　徠(3) 51.87 木下　桜輔(3) 52.58 藤田　啓輔(3) 54.06 松本　　琉(3) 54.33 窪田　成剛(3) 55.41 宮城　遥人(3) 55.42 西田　吏玖(3) 57.08

男 金　沢･　緑　 ◎ 白　山･光　野 小　松･丸　内 加　賀･錦　城 白　山･鶴　来 金　沢･浅野川 かほく･宇ノ気 野々市･布　水

１５００ｍ 井上　朋哉(3)  4:04.53 奥　　已咲(3)  4:09.44 酒井　崇史(2)  4:12.84 内藤　零也(3)  4:14.91 新出　純汰(3)  4:15.91 今井　悠希(3)  4:16.09 津田　万里(3)  4:16.19 亀田　侑生(3)  4:20.51

鹿　島･中能登 NGR,◎ 金　沢･大　徳 鹿　島･中能登 金　沢･　緑　 金　沢･北　鳴 金　沢･兼　六 七　尾･七　尾 野々市･野々市

１１０ｍＨ(0.914m) 奈良本圭亮(3) 14.67 中本　拓斗(3) 15.39 新藤  恭介(3) 15.42 岡田　佳樹(2) 15.55 南川　泰志(3) 16.84 森　　奏太(3) 16.99 廣瀨　　翔(3) 17.09 谷内　　碧(2) 17.66

風:+0.6 加　賀･山　代 ◎ 白　山･北　辰 野々市･布　水 金　沢･北陸学院 小　松･南　部 金　沢･高尾台 能美市･根　上 金　沢･兼　六

３０００ｍＷ 谷内　陸斗(3) 15:10.15 吉田　匠吾(3) 15:42.53 田口　昊汰(3) 16:25.18 徳田　十斗(3) 16:50.83 多田　凌晟(3) 17:52.48 池端龍太郎(1) 17:54.29 大井　楓真(2) 20:09.43 木村　義人(3) 20:40.19

輪　島･輪　島 加　賀･山　中 能美郡･川　北 金　沢･浅野川 金　沢･金　石 輪　島･輪　島 かほく･河北台 かほく･河北台

４×１００ｍ 光野･白　山 45.37 中能登･鹿　島 45.60 宇ノ気･かほく 45.78 松陽･小　松 45.99 山代･加　賀 46.03 浅野川･金　沢 46.54 輪島･輪　島 46.56 高尾台･金　沢 46.72

   井筒　洸伸(3)    服部　翔太(3)    加賀谷遼太(3)    庄田　大倭(3)    山田　悠斗(3)    橋川　佑磨(3)    上田　太陽(3)    森　　奏太(3)

   谷川　　徠(3)    谷内　晴喜(3)    山岸　将大(3)    北　　晏和(3)    奈良本圭亮(3)    中村　　伯(3)    木下　淑仁(3)    吉村総太郎(3)

   塩口　優太(3)    高島　大空(3)    前田　晃希(3)    向　竜之介(2)    山内　佳哉(3)    窪田　成剛(3)    相上　仁志(3)    森　　春弥(3)

   福岡　雅治(3)    宮川　晃世(3)    鮒田　宙樹(3)    橋　　紀仁(3)    須谷　惺那(3)    酒井　　喜(3)    川端光太朗(3)    鴋沢　和弥(3)

走高跳 稲垣　公生(3) 1m88 山下　竜弥(3) 1m70 大西悠太郎(3) 1m65 村尾  颯太(3) 1m65 井筒　洸伸(3) 1m60 森　　奏太(3) 1m60 中村　晴琉(3) 1m55

子 金　沢･高　岡 ◎ 加　賀･錦　城 野々市･野々市 野々市･布　水 白　山･光　野 金　沢･高尾台 能美市･辰　口

加賀谷遼太(3) 1m60 宮西　　竜(2) 1m55

かほく･宇ノ気 小　松･南　部

吉本　喜信(2) 1m55

金　沢･鳴　和

酒井　琉我(3) 1m55

加　賀･山　中

棒高跳 山本時来光(3) 4m11 酒井　　喜(3) 3m80 森田　侑誠(2) 3m40 杉林　飛生(2) 2m80 山本納生昌(1) 2m20

金　沢･野　田 NGR,◎ 金　沢･浅野川 金　沢･　緑　 金　沢･高　岡 金　沢･野　田

1･2年走幅跳 竹内　海斗(2)   5m53 佐藤　将太(2)   5m37 南　かまち(2)   5m32 佐藤　勇心(2)   5m27 大浦　　丈(2)   5m22 延田　考聡(2)   5m16 稲荷　叶流(2)   5m14 太田　郡司(2)   5m08

金　沢･鳴　和-0.3 加　賀･山　代+1.3 白　山･美　川+0.9 白　山･北　辰+1.0 金　沢･鳴　和+0.7 鹿　島･中能登+0.3 河　北･内　灘+0.6 金　沢･兼　六+1.0

１００ｍ 清水あさみ(2) 12.31 板谷　心子(3) 12.63 沖田　優奈(3) 12.81 奥村　果梨(3) 12.91 丸岡　美優(3) 13.05 北野　紗良(3) 13.19 中島　海愛(3) 13.20 木村　友香(3) 13.27

風:+1.0 小　松･南　部 ◎ 金　沢･　緑　 能美市･根　上 金　沢･紫錦台 金　沢･　緑　 能美市･寺　井 金　沢･高　岡 白　山･美　川

８００ｍ 松岡さくら(3)  2:18.63 福島　七海(3)  2:21.44 辻本ひまり(2)  2:22.26 澤井　夢子(3)  2:24.94 大野　未羽(3)  2:25.02 前濱　来瞳(3)  2:26.17 正藤　春奈(3)  2:26.54 倉島志津稀(3)  2:29.91

女 河　北･津　幡 白　山･北　辰 白　山･北　星 鹿　島･中能登 鹿　島･中能登 七　尾･七　尾 白　山･北　星 かほく･河北台

１００ｍＨ(0.762m) 本多　　七(2) 14.79 慶伊　乙紗(2) 15.68 新　　百花(3) 15.79 板坂　七海(2) 16.03 澤田ひすい(3) 16.05 米林　翼紗(3) 16.10 仁地　莉杏(3) 16.17 山下　果歩(3) 16.73

風:-0.9 白　山･松　任 ◎ 白　山･北　星 小　松･国　府 河　北･津幡南 能美市･根　上 金　沢･城　南 能美市･寺　井 白　山･北　辰

４×１００ｍ 緑･金　沢 51.69 松陽･小　松 52.07 鶴来･白　山 52.36 穴水･鳳　珠 52.85 辰口･能美市 52.90 南部･小　松 53.11 浅野川･金　沢 53.56 北星･白　山 59.02

   稲葉　りの(2)    南　有愛瑠(3)    表田　詩野(2)    三柳　凛乃(2)    裏野　愛夏(3)    大原衣莉佳(3)    甲部ひより(2)    村田真悠実(3)

   板谷　心子(3)    石本　愛佳(2)    村上　美優(3)    髙　こゆき(3)    北　　愛葉(1)    清水あさみ(2)    谷内日向子(3)    喜多　陽香(3)

   丸岡　美優(3)    築田　苺香(2)    手嶋　　凛(3)    小林　千鶴(3)    道見　日和(3)    西本　莉杏(2)    山根　夢望(3)    木内　せな(2)

   西内　杏珠(2)    立花　汐月(3)    竹田　　碧(3)    橋本さくら(3)    矢田　成華(2)    稲山未琉愛(2)    安本　莉子(3)    慶伊　乙紗(2)

子 1･2年走幅跳 表　　陽向(2)   4m96 岩下　絢香(2)   4m58 石本　愛佳(2)   4m55 本谷　万奈(2)   4m52 谷　　絢加(2)   4m52 山岸　憧子(2)   4m50 要明　栞和(2)   4m47 吹谷　友菜(2)   4m34

金　沢･　額　+0.2 河　北･津幡南+0.4 小　松･松　陽-0.6 羽咋郡･志　賀-0.4 白　山･北　辰+2.3 白　山･鶴　来+0.9 加　賀･山　代+0.6 加　賀･山　代+1.1

砲丸投(2.721kg) 嶋田　実桜(3)  11m52 浜崎　せな(2)  11m18 谷内日向子(3)  11m02 工藤　七海(3)  10m72 荒木　乃娃(3)  10m71 中谷　桜夏(3)  10m60 浅野　夏生(2)  10m04 手嶋　　凛(3)   9m32

金　沢･　港　 輪　島･輪　島 金　沢･浅野川 能美市･根　上 金　沢･北　鳴 加　賀･山　中 金　沢･北　鳴 白　山･鶴　来

◎全中参加標準記録突破者 　☆学校対抗

８００ｍ 予選 女 2:14.87 松岡さくら(3) 津幡 　　【男子】 【女子】

１００ｍ 予選 女 12.42 清水あさみ(2) 南部 　　　１位　 中能登 52点 　　１位 緑 30点

１００ｍ 決勝 女 12.31 清水あさみ(2) 南部 　　　２位　 山　代 35点 　　２位 北　星 28点

１００ｍH 予選 女 14.79 本多　　七(2) 松任 　　　３位　 緑 32点 　　３位 鶴　来 25点

１００ｍH 決勝 女 14.79 本多　　七(2) 松任 　　　４位　 宇ノ気 29.5点 　　４位 津幡南 22点

１１０ｍH 予選 男 14.71 奈良本圭亮(3) 山代 　　　５位　 北　鳴 25点 　  ５位 松　陽 21点

１１０ｍH 決勝 男 14.67 奈良本圭亮(3) 山代 　　　６位　 野　田 24点 　　６位 津　幡 18点

４００ｍ 決勝 男 51.49 澤田　祥月(3) 緑

１５００ｍ 決勝 男  4:04.53 井上　朋哉(3) 中能登

走高跳 決勝 男 1m88 稲垣　公生(3) 高岡

棒高跳 決勝 男 4m11 山本時来光(3) 野田

●大会新記録

１５００ｍ 決勝 男  4:04.53 井上　朋哉(3) 中能登

棒高跳 決勝 男 4m11 山本時来光(3) 野田

※　男子走高跳
　3位と4位の差は、「その高さでの失敗が少ない選手の順位が上」となるため。　（3位は2回目の試技で成功、4位は3回目の試
技で成功）
　5位の2名は、1m60の記録までどちらも失敗試技はないので、同順位となる。
　7位は、記録は1m60だが、3回目の試技で成功したため。
　8位は、1m55を2回目に成功し、1m50は4名とも1回目で成功したため同順位となる。
※　女子1・2年走幅跳
4位の選手の2番目の記録が4m51、5位の選手の2番目の記録は4m30であり、2番目の記録が良い方が順位が上となるため。

　　　　　　「NIJ」　は県中学新記録

　　　　　　「◎」　は全中参加標準記録突破

　　　　　　「NGR」　は大会新記録



第67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 １日目結果 令和3年7月10日(土)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ[1年] 清水　空跳(1) 12.29 佐野　　司(1) 12.32 山本　陸人(1) 12.33 坂本　晃規(1) 12.61 二口　憲紳(1) 12.90 平田　空歩(1) 12.93 苅安　　渉(1) 12.96 中野　　拓(1) 12.97

風:-0.4 長　田 北　辰 松　任 七尾東部 長　田 浅野川 内　灘 　泉

１００ｍ[3年] 伊藤　楓雅(3) 11.59 池田　龍羽(3) 11.59 氷見山煌士(3) 11.62 北　　晏和(3) 11.64 山内　佳哉(3) 11.71 出島　侑輝(3) 11.81 塩口　優太(3) 11.91

風:-1.1 金沢錦丘 鶴　来 橋　立 松　陽 山　代 内　灘 光　野

４００ｍ 谷川　　徠(3) 52.38 木下　桜輔(3) 52.42 藤田　啓輔(3) 53.82 宮川　晃世(3) 54.38 庄田　大倭(3) 54.56 吉村　優佑(3) 54.93 沖谷　来閏(3) 56.45 宮城　遥人(3) 57.31

光　野 丸　内 錦　城 中能登 松　陽 錦　城 丸　内 宇ノ気

１５００ｍ 井上　朋哉(3)  4:04.06 酒井　崇史(2)  4:08.01 伊駒　快介(2)  4:08.13 奥　　已咲(3)  4:09.29 岡本　碧斗(3)  4:11.51 内藤　零也(3)  4:17.12 津田　万里(3)  4:21.74 木場　太一(3)  4:32.98
中能登 NGR,IJ,◎ 中能登 ◎ 中能登 ◎ 大　徳 中能登 　緑 七　尾 内　灘

１５００ｍ[1年] 赤坂　直人(1)  4:34.59 若狭　怜士(1)  4:35.74 河端　亮介(1)  4:36.73 小室　快斗(1)  4:36.82 德山　　潤(1)  4:41.67 中嶌　悠月(1)  4:47.94 大森　友敬(1)  4:50.80 真舘　利空(1)  4:53.41

七　尾 中能登 宝　達 中能登 宇ノ気 辰　口 七　尾 鳴　和

棒高跳 山本時来光(3) 4m13 酒井　　喜(3) 3m70 杉林　飛生(2) 2m80 山本納生昌(1) 2m40

野　田 ◎ 浅野川 高　岡 野　田

走高跳 稲垣　公生(3) 1m76 山下　竜弥(3) 1m70 村尾　颯太(3) 1m60 井筒　洸伸(3) 1m60 大西悠太郎(3) 1m60 中村　晴琉(3) 1m55 加賀谷遼太(3) 1m55 加納　獅音(2) 1m55

高　岡 錦　城 布　水 光　野 野々市 辰　口 宇ノ気 金　石

１００ｍ[1年] 船本　美優(1) 12.94 北　　愛葉(1) 13.15 田村　陽莉(1) 13.29 谷　　愛菜(1) 13.50 沖田　結寿(1) 13.75 的場　香絵(1) 13.86 上田　紗穂(1) 13.87 久井優羽奈(1) 14.13

風:-0.7 輪　島 辰　口 西南部 松　任 根　上 　港 光　野 鳴　和

２００ｍ 沖田　優奈(3) 26.90 北野　紗良(3) 27.15 田中　詩乃(3) 27.60 米林　翼紗(3) 27.78 木村　友香(3) 27.86 深田　　零(3) 28.00 慶伊　乙紗(2) 28.00 畑木　暖乃(3) 28.14

風:-0.6 根　上 寺　井 丸　内 城　南 美　川 中　海 北　星 光　野

８００ｍ 松岡さくら(3)  2:14.38 福島　七海(3)  2:19.13 辻本ひまり(2)  2:19.27 道見　日和(3)  2:21.65 大山さくら(3)  2:24.60 中川　新菜(2)  2:24.66 小川ちひろ(3)  2:25.18 倉島志津稀(3)  2:25.65

津　幡 ◎ 北　辰 北　星 辰　口 丸　内 津幡南 津幡南 河北台

走幅跳 村上　美優(3)   5m26 本多　　七(2)   5m17 竹田　　碧(3)   5m15 高口　華子(3)   5m01 齋藤　杏奈(3)   4m89 安田　　心(3)   4m88 坂口　心月(3)   4m81 中山この葉(3)   4m75

鶴　来+2.8 松　任+0.4 鶴　来+1.6 　港+0.8 錦　城 0.0 西南部+0.9 七尾東部+0.5 七尾東部+1.4

砲丸投 嶋田　実桜(3)  12m03 荒木　乃娃(3)  11m00 浜崎　せな(2)  10m61 工藤　七海(3)  10m04 浅野　夏生(2)   9m90 手嶋　　凛(3)   9m49 北出　優衣(3)   9m17 苗代　　凌(3)   9m16

　港 北　鳴 輪　島 根　上 北　鳴 鶴　来 高　松 穴　水

☆県中学新記録 「◎」　は全中参加標準記録突破、「NGR」は大会新記録、「IJ」は県中学新記録

1500m 決勝 男  4:04.06 井上　朋哉(3) 中能登

◇大会新記録 ※　男子走高跳　3位と4位の差は、1m60の記録までの失敗試技数で決定

1500m 決勝 男  4:04.06 井上　朋哉(3) 中能登

◎全中参加標準記録突破者

1500m 決勝 男  4:04.06 井上　朋哉(3) 中能登

1500m 決勝 男  4:08.01 酒井　崇史(2) 中能登

1500m 決勝 男  4:08.13 伊駒　快介(2) 中能登

棒高跳 決勝 男 4m13 山本時来光(3) 野田

８００ｍ 決勝 女  2:14.38 松岡さくら(3) 津幡

6位は1m55を1回目で成功、7位は2回目で成功、8位は3回目で成功のため

７位 ８位

女
　
　
子

男
　
　
子

　　 5位は1m60を2回目で成功しているため



第67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 ２日目結果 令和3年7月11日(日)

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ[2年] 東川　大夢(2) 11.55 濵口　達樹(2) 11.59 岡田　佳樹(2) 11.76 又吉　悠斗(2) 11.78 川村　亮太(2) 11.80 向　竜之介(2) 11.84 津田　珠安(2) 11.88 所村　遥哉(2) 12.33
風:-1.1 野々市 　緑 北陸学院 松　任 富　来 松　陽 金　石 鳴　和
２００ｍ 木下　淑仁(3) 22.32 ザストロウ空河(3) 23.60 能澤　壮太(3) 23.62 池田　龍羽(3) 23.82 吉村総太郎(3) 24.27 木下　桜輔(3) 24.37 服部　翔太(3) 24.98 北本　拓磨(3) 25.44
風:-0.1 輪　島 ◎ 兼　六 北　鳴 鶴　来 高尾台 丸　内 中能登 根　上
８００ｍ 澤田　祥月(3)  1:59.34 伊駒　快介(2)  1:59.40 新出　純汰(3)  1:59.65 岡本　碧斗(3)  2:02.23 濱野　拓弥(3)  2:02.43 松本　　琉(3)  2:03.02 矢田　伸廣(3)  2:10.04 東本　優太(3)  2:10.43

　緑 ◎ 中能登 ◎ 北　鳴 ◎ 中能登 宝　達 鶴　来 辰　口 金　石
３０００ｍ 井上　朋哉(3)  8:42.36 奥　　已咲(3)  9:11.63 竹野　　歩(3)  9:26.12 酒井　崇史(2)  9:29.17 高見　陽登(3)  9:53.40 中川　和優(3)  9:58.24 吉田　光希(3)  9:58.58 樋口　倖輝(3)  9:59.97

中能登 NGR,◎ 大　徳 中能登 中能登 宇ノ気 根　上 中能登 北　鳴

１１０ｍＨ 中本　拓斗(3) 15.17 新藤　恭介(3) 15.20 岡田　佳樹(2) 15.35 南川　泰志(3) 16.90 前田　晃希(3) 17.18 北岩　璃壱(3) 17.37 谷内　　碧(2) 17.52 直江　昂生(3) 17.66
風:-1.3 北　辰 布　水 北陸学院 南　部 宇ノ気 山　代 兼　六 金　石

４×１００ｍ 山代 45.32 中能登 45.40 宇ノ気 45.85 浅野川 46.04 松陽 46.05 輪島 46.19 緑 47.40
   須谷　惺那    服部　翔太    加賀谷遼太    橋川　佑磨    庄田　大倭    上田　太陽    森　　秀太
   山田　悠斗    谷内　晴喜    山岸　将大    中村　　伯    北　　晏和    木下　淑仁    勝山　　耀
   山内　佳哉    高島　大空    前田　晃希    窪田　成剛    向　竜之介    相上　仁志    髙村　健生
   奈良本圭亮    宮川　晃世    鮒田　宙樹    酒井　　喜    橋　　紀仁    川端光太朗    濵口　達樹

走幅跳 山岸　将大(3)   6m25 津田　珠安(2)   6m10 山内　佳哉(3)   6m04 西田　圭吾(3)   5m99 鮒田　宙樹(3)   5m87 山田　悠斗(3)   5m81 大浦　一揮(3)   5m75 八木　琉雅(3)   5m70
宇ノ気-1.6 金　石+1.1 山　代-0.8 川　北+0.9 宇ノ気-1.4 山　代+0.1 美　川+1.8 内　灘-1.2

砲丸投 寺西　幸心(3)  11m62 長浦　蓮太(3)  11m30 村上研太郎(3)  11m11 北村　春樹(3)  10m94 梅木　博温(3)  10m35 正木　大雅(3)  10m13 上野　魁心(3)   9m97 浜名　凌希(2)   9m95
七　尾 七　尾 北　辰 鳴　和 野　田 兼　六 鶴　来 羽　咋

４種総合 奈良本圭亮(3) 2616 森　　奏太(3)  1829 藤澤　太悟(3)  1809 西田　吏玖(3)  1801 廣瀨　　翔(3)  1602 簾　　　翼(3)  1573 相上　仁志(3)  1498 中村　駿也(2)  1117
得点 山　代 NGR,IJ,◎ 高尾台 金　石 布　水 根　上 山　中 輪　島 山　代

15.27(-3.3) 817 17.08(-3.3) 616 19.28(-3.3) 408 19.36(-3.3) 401 18.08(-3.3) 516 25.84(-3.3) 37 21.33(-3.3) 252 22.64(-3.3) 171
 11m33 566   6m29 266  10m81 534   7m81 355   7m85 357  10m61 522   7m82 356   7m54 339
1m69 536 1m63 488 1m55 426 1m55 426 1m45 352 1m55 426 1m50 389 1m50 389
52.65 697 58.68 459 59.2 441 54.51 619  1:01.10 377 55.26 588 57.52 501  1:06.55 218

１００ｍ[2年] 清水あさみ(2) 12.43 表　　陽向(2) 12.90 石本　愛佳(2) 12.90 酒井　詩音(2) 13.48 西内　杏珠(2) 13.58 吉田　ゆい(2) 13.62 若松　愛奈(2) 13.70 木内　せな(2) 13.89
風:-0.1 南　部 NGR,◎ 　額 松　陽 布　水 　緑 清　泉 星　稜 北　星

１００ｍ[3年] 板谷　心子(3) 12.59 沖田　優奈(3) 12.90 奥村　果梨(3) 13.13 木田幸々萌(3) 13.15 村上　美優(3) 13.17 丸岡　美優(3) 13.33 喜多　陽香(3) 13.33 髙　こゆき(3) 13.34
風:-0.2 　緑 根　上 紫錦台 芦　城 鶴　来 　緑 北　星 穴　水
１５００ｍ 松岡さくら(3)  4:40.44 辻本ひまり(2)  4:47.07 橋村　虹泉(1)  4:52.56 福島　七海(3)  4:53.65 永本　聖奈(3)  4:57.49 中嶌寧々花(2)  4:58.08 前濱　来瞳(3)  5:02.15 任田　玲実(3)  5:04.77

津　幡 北　星 津　幡 北　辰 中能登 辰　口 七　尾 根　上
１００ｍＨ 新　　百花(3) 15.49 慶伊　乙紗(2) 15.71 澤田ひすい(3) 15.94 板坂　七海(2) 16.20 堀内　花梨(3) 16.29 室屋　里愛(3) 16.35 小田　愛莉(2) 16.54 山下　果歩(3) 18.84
風:-2.5 国　府 北　星 根　上 津幡南 高　岡 七尾東部 松　任 北　辰

４×１００ｍ 緑 51.33 松陽 51.38 鶴来 51.94 根上 52.20 辰口 52.65 七尾東部 52.76 浅野川 53.35 港 57.15
   稲葉　りの    松山　桜彩    北村　結萌    沖田　結寿    裏野　愛夏    清水　楓來    甲部ひより    嶋田　実桜
   板谷　心子    石本　愛佳    村上　美優    沖田　優奈    北　　愛葉    室屋　里愛    谷内日向子    高口　華子
   丸岡　美優    築田　苺香    手嶋　　凛    太田　愛彩    道見　日和    坂口　心月    山根　夢望    東　日向子
   西内　杏珠    立花　汐月    竹田　　碧    澤田ひすい    矢田　成華    中山この葉    安本　莉子    的場　香絵

走高跳 山岸　由理(3) 1m60 廣瀬娃祐里(3) 1m57 齋藤　美怜(3) 1m45 室木　望杏(3) 1m40 西村　優来(3) 1m40 前川　奈央(3) 1m35 今井菜々子(3) 1m35 中西　乃愛(3) 1m35
錦　城 ◎ 東　和 内　灘 七尾東部 光　野 板　津 河北台 宇ノ気

４種総合 本多　　七(2)  2606 谷内日向子(3)  2367 中谷　桜夏(3)  2297 南　紗希子(1)  2122 仁地　莉杏(3)  2113 濵髙　百恵(3)  1941 池端　真衣(2)  1867 宮崎　夕佳(3)  1644
得点 松　任 浅野川 山　中 清　泉 寺　井 輪　島 山　中 松　陽

14.90(-0.2) 855 16.50(-0.2) 654 16.53(-1.1) 651 16.80(-1.1) 619 15.87(-0.2) 730 17.20(-0.2) 574 17.61(-0.2) 529 19.78(-1.1) 321
1m50 621 1m38 491 1m44 555 1m41 523 1m35 460 1m41 523 1m30 409 1m25 359
  8m38 424  10m68 574   9m76 514   6m97 333   7m26 352   6m85 325   6m74 318   7m92 394
27.07(-0.6) 706 27.78(-0.6) 648 28.70(-0.6) 577 27.79(-0.6) 647 28.77(-0.6) 571 29.48(-0.6) 519 28.25(-1.3) 611 28.79(-1.3) 570

☆県中学新記録 「◎」　は全中参加標準記録突破、「NGR」は大会新記録、「IJ」は県中学新記録

4種総合 決勝 男  2616 奈良本圭亮(3) 山代

※　男子４×100m決勝は、落としたバトンを適正に拾わなかったため失格

◇大会新記録
３０００m 決勝 男  8:42.36 井上　朋哉(3) 中能登

4種総合 決勝 男  2616 奈良本圭亮(3) 山代

１００ｍ[2年] 決勝 女 12.43 清水あさみ(2) 南部

◎全中参加標準記録突破者

２００ｍ 決勝 男 22.32 木下　淑仁(3) 輪島 ◎全中リレー石川県代表チーム

８００ｍ 決勝 男  1:59.34 澤田　祥月(3) 緑

８００ｍ 決勝 男  1:59.40 伊駒　快介(2) 中能登

８００ｍ 決勝 男  1:59.65 新出　純汰(3) 北鳴

３０００m 決勝 男  8:42.36 井上　朋哉(3) 中能登 最優秀選手

4種総合 決勝 男  2616 奈良本圭亮(3) 山代 （男子） 中能登

１００ｍ[2年] 予選 女 12.48 清水あさみ(2) 南部 （女子） 南部

１００ｍ[2年] 決勝 女 12.43 清水あさみ(2) 南部

走高跳 決勝 女 1m60 山岸　由理(3) 錦城

　　6位～8位は1m35を1回目で成功しているが、6位は失敗試技無し、7位は

７位 ８位

女
　
　
子

男
　
　
子

※2 女子走高跳　4位は1m40を1回目で成功、5位は3回目で成功

　　失敗試技1回、8位は失敗試技2回のため

（男子）　加賀市立山代中学校

（女子）　金沢市立緑中学校

井上　　朋哉(3)

清水　あさみ(2)


