
平成25年度石川県高等学校新人体育大会 入 賞 者 一 覧 表 都道府県名 石川

第55回　石川県高等学校新人陸上競技大会 平成２５年９月１９日（木）～９月２１日（土）

西部緑地公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

20日 １００ｍ 藤原　　　秀(2) 11.13 石井　　孝知(2) 11.13 村田　　　光(2) 11.14 山崎　　浩和(2) 11.23 長谷川　大空(1) 11.29 北山　　貴章(2) 11.32 東　　　雄貴(2) 11.40 中川　　　樹(2) 11.42
風:+1.1 小松商 金沢錦丘 星稜 輪島 七尾 金沢泉丘 金沢 金沢西

21日 ２００ｍ 藤原　　　秀(2) 21.94 村田　　　光(2) 22.43 東　　　雄貴(2) 22.53 北山　　貴章(2) 22.73 長谷川　大空(1) 22.74 山崎　　浩和(2) 22.82 山崎　　叶貴(1) 22.85 川口　　雄大(2) 23.02
風:+2.1 小松商 星稜 金沢 金沢泉丘 七尾 輪島 金沢学院東 小松明峰

19日 ４００ｍ 中山　　雄介(2) 49.84 叶井　　賢太(2) 50.18 岡田　　　翔(1) 50.85 木下　　貢輔(2) 51.30 中浦　　拓翔(2) 52.08 澤田　　宏紀(2) 52.12 堂前　　達也(2) 53.33 志茂　　　魁(2) 55.15
大聖寺 星稜 金沢 星稜 輪島 金沢錦丘 輪島 七尾東雲

21日 ８００ｍ 宮本　　一輝(2)  1:59.86 菅本　　悦也(2)  2:00.09 干場　　大輔(2)  2:00.33 中浦　　拓翔(2)  2:02.81 堂徳　　峰大(2)  2:04.45 堀尾　　和寿(1)  2:04.95 萩　　　尚道(2)  2:06.89 野口　凛太朗(2)  2:26.77
金沢二水 遊学館 飯田 輪島 七尾 小松 金沢二水 鶴来

男 19日 １５００ｍ 吉田　　蒼暉(1)  4:06.32 福田　　裕大(2)  4:07.85 垣内　　康秀(2)  4:08.50 吉野　　駆流(2)  4:09.48 木村　　昻暉(2)  4:09.81 加藤　　壱空(2)  4:10.97 田井　　翔太(1)  4:12.93 岡本　　陸久(1)  4:13.49
遊学館 星稜 鹿西 星稜 小松 七尾東雲 大聖寺 小松明峰

子 21日 ５０００ｍ 吉田　　蒼暉(1) 15:43.84 福田　　裕大(2) 15:49.39 吉田　　大海(1) 16:00.87 吉野　　駆流(2) 16:03.63 加藤　　壱空(2) 16:16.31 小嶋　　祥太(1) 16:20.56 豊島　　嵩広(2) 16:25.54 本村　汰一朗(2) 16:34.54
遊学館 星稜 遊学館 星稜 七尾東雲 小松工 七尾 小松

ト 19日 １１０ｍＨ 梅村　　太一(2) 14.82 高野　　克哉(1) 15.19 谷口　祥太郎(2) 15.21 宮越　　裕太(2) 15.94 小畑　　賢斗(1) 16.17 菅野　　雄輝(2) 16.32 槻　　　将太(1) 16.52 中川　　和紀(2) 16.85
風:+1.5 金沢大附 七尾東雲 星稜 大聖寺 七尾東雲 羽咋 鶴来 金沢二水

ラ 20日 ４００ｍＨ 叶井　　賢太(2) 54.66 高野　　克哉(1) 56.18 白川　　恭平(2) 57.26 中川　　和紀(2) 57.77 山田　　航汰(2) 57.92 堂前　　達也(2) 58.53 中山　　雄介(2) 59.60 宮越　　裕太(2)  1:01.07
星稜 七尾東雲 小松明峰 金沢二水 星稜 輪島 大聖寺 大聖寺

ッ 20日 ３０００ｍＳＣ 吉野　　駆流(2)  9:48.28 木村　　昻暉(2)  9:58.24 上前　　法誠(1) 10:09.48 河上　　尚矢(1) 10:10.97 田井　　翔太(1) 10:16.44 太田　　　充(1) 10:19.84 外　　　尚之(2) 10:27.22 金崎　　凌我(2) 10:27.59
星稜 小松 遊学館 遊学館 大聖寺 小松工 金沢泉丘 鶴来

ク 21日 ５０００ｍＷ 河本　　雅弥(2) 24:22.07 高木　　博登(1) 24:35.50 前川　虎之介(1) 25:58.89 朝山　　拓斗(1) 26:27.43 山本　　祥矢(2) 26:46.24 山田　　幹生(2) 27:14.86 行谷　健太郎(1) 27:59.14 砂後谷　幸治(1) 28:04.95
小松 金沢泉丘 小松工 鶴来 七尾東雲 大聖寺 鹿西 飯田

20日 ４×１００ｍ 金沢 42.91 星稜 42.94 七尾東雲 43.49 金沢錦丘 43.49 七尾 43.77 金沢泉丘 43.96 金沢大附 44.01 輪島 46.51
   西　　　直志(1)    上田　　純也(1)    石垣　今日太(2)    岡田　　侑樹(2)    小川　　和也(2)    田村　　和男(2)    萱原　　正彬(2)    小路　　拓視(1)
   東　　　雄貴(2)    村田　　　光(2)    高野　　克哉(1)    中西　　　巧(2)    長谷川　大空(1)    北山　　貴章(2)    藤原　翔太郎(1)    鈴木　　　佑(1)
   六郷　　勇志(2)    山岸　　将太(1)    小畑　　賢斗(1)    佐野　　広樹(2)    能山　　大吾(1)    村本　　悠介(1)    永里　　和真(2)    小路　　広海(1)
   田村　　友雅(2)    叶井　　賢太(2)    大崎　将太郎(1)    石井　　孝知(2)    徳楽　　大晴(2)    木下　　秀明(2)    梅村　　太一(2)    山崎　　浩和(2)

21日 ４×４００ｍ 大聖寺  3:24.15 星稜  3:24.74 金沢  3:24.79 小松工  3:26.29 金沢二水  3:28.17 小松明峰  3:28.89 七尾東雲  3:28.96 羽咋  3:35.30
   大下　　隼弥(2)    山田　　航汰(2)    西　　　直志(1)    山口　　柊汰(2)    北川　　達也(2)    川口　　雄大(2)    平岡　　元樹(2)    菅野　　雄輝(2)
   中山　　雄介(2)    木下　　貢輔(2)    岡田　　　翔(1)    杉本　　健太(1)    宮本　　一輝(2)    白川　　恭平(2)    志茂　　　魁(2)    池岡　　知紀(1)
   北出　　　侑(2)    横山　　柊太(2)    宮崎　進之介(1)    南　　　拓斗(2)    畠山　　凌一(2)    前吉　　立樹(2)    高野　　克哉(1)    釜谷　　智貴(2)
   宮越　　裕太(2)    叶井　　賢太(2)    東　　　雄貴(2)    小林　　将也(2)    中川　　和紀(2)    王生　　健太(2)    小畑　　賢斗(1)    濱田　　　海(2)

20日 走高跳 加茂野　健太(2) 1m91 竹村　　　航(1) 1m88 木下　　秀明(2) 1m85 百海　　郁弥(2) 1m80 宮野　　凌一(2) 1m80 坂賀　　亮介(2) 1m75 倉見　　　滉(1) 1m75 高僧　　竜世(1) 1m70

羽咋工 星稜 金沢泉丘 羽咋 輪島 小松大谷 飯田 鹿西

男 20日 棒高跳 林　　　大樹(1) 4m50 岡本　　善貴(2) 3m80 北村　　直也(2) 3m60 寺西　　拓水(2) 3m50 髙鍬　　丈隆(2) 3m30 中根　　　諒(2) 2m80 新村　　仁志(2) 2m60 坂井　　達哉(1)
石川県工 石川県工 金沢学院東 金沢学院東 金沢 石川高専 金沢泉丘 金沢 NM 

子 19日 走幅跳 中谷　　勇介(1)   6m67 藤原　　　秀(2)   6m65 谷内　　智一(2)   6m55 中田　　啓太(2)   6m48 猪平　　裕希(2)   6m46 林　　冴唯正(1)   6m44 中西　　　巧(2)   6m37 竹村　　　剛(1)   6m28
星稜-0.5 小松商+0.0 金沢伏見+0.4 寺井+2.0 石川県工+0.9 星稜+0.5 金沢錦丘+1.0 金沢学院東+0.2

フ 21日 三段跳 木下　　秀明(2)  14m01 倉見　　　滉(1)  13m31 田中　　翔汰(2)  13m26 猪平　　裕希(2)  13m25 林　　冴唯正(1)  12m99 中谷　　勇介(1)  12m90 前吉　　立樹(2)  12m75 中田　　啓太(2)  12m67
金沢泉丘+2.4 *F2 飯田+2.2 *F5 七尾+0.1 石川県工-0.2 星稜-0.5 星稜-1.3 小松明峰+0.1 寺井+0.1

ィ 20日 砲丸投 手塚　　智大(2)  11m75 田端　　大祐(1)  11m63 清水　　文太(2)  11m53 土江　　　瑛(1)  11m38 渡辺　　兼人(2)  11m35 金井　　嵩幸(1)  11m20 渡邊　　柊司(2)  11m18 吉田　　翔悟(1)  11m04
小松工 飯田 航空石川 小松工 星稜 星稜 翠星 穴水

｜ 21日 円盤投 手塚　　智大(2)  35m77 奥村　　準哉(2)  33m80 小畠　　敏嗣(2)  32m67 梅田　　裕太(2)  32m61 船本　　仁樹(1)  31m91 表　　　勇輝(2)  31m42 定見　　謙吾(1)  31m10 山本　　大誠(1)  30m75
小松工 大聖寺 金沢錦丘 寺井 穴水 金沢 輪島 小松工

ル 19日 ハンマー投 手塚　　智大(2)  52m91 白田　　　覚(2)  45m86 河渕　　拡利(2)  41m49 近藤　　崇生(2)  40m11 大石　　貫太(2)  39m85 鍋岡　伸太郎(2)  35m61 穴口　勇軌人(2)  35m23 定見　　謙吾(1)  34m74
小松工 GR 七尾東雲 輪島 寺井 志賀 羽咋工 小松工 輪島

ド 19日 やり投 河渕　　拡利(2)  57m43 田端　　大祐(1)  54m12 堀川　　耀生(2)  52m49 田村　　友雅(2)  51m99 船本　　仁樹(1)  49m77 山本　　大誠(1)  47m12 井口　　堅斗(2)  45m71 平岡　　元樹(2)  45m68
輪島 飯田 大聖寺 金沢 穴水 小松工 金沢 七尾東雲

男 19日 ８種総合得点 釜谷　　智貴(2)  5289 山本　　将人(2)  4681 中田　　啓太(2)  4418 平岡　　元樹(2)  4241 遠藤　　峻也(2)  4170 山岸　　　律(1)  4003 出口　　楓馬(2)  3981 中野　　　遼(1)  3797
子 羽咋 GR 七尾 寺井 七尾東雲 大聖寺 金沢桜丘 石川県工 飯田
混 11.38-6m59-10m07-52.82 12.21-6m11-9m20-54.55 11.70-6m40-8m96-55.57 12.38-5m27-8m62-53.62 11.84-5m54-8m37-55.49 12.29-5m45-7m55-54.68 12.17-5m71-9m10-56.24 12.28-5m72-8m78-54.11
成 15.89-49m34-1m87-4:52.67 16.91-40m50-1m81-4:39.00 18.01-44m34-1m65-5:10.47 17.92-43m78-1m65-4:46.96 18.18-38m59-1m60-4:47.03 18.36-30m85-1m70-4:46.53 18.81-38m14-1m60-5:05.50 21.04-28m89-1m55-4:46.01

総 合 星稜 121点 小松工 52点 七尾東雲 51点 大聖寺 50点 輪島 44点 金沢 42点 遊学館 40点 金沢泉丘 36点

ト ラ ッ ク 星稜 89点 遊学館 40点 七尾東雲 38点 大聖寺 33点 金沢 28点 小松 23点 輪島 23点 金沢二水 20点

フィールド 小松工 35点 星稜 32点 石川県工 24点 飯田 23点 輪島 21点 金沢泉丘 16点 寺井 16点 金沢 14点

学校別

得　点

［　IH：石川県高校記録　ＧＲ：大会記録 F*:*回目が公認記録　］



平成25年度石川県高等学校新人体育大会 入 賞 者 一 覧 表 都道府県名 石川

第55回　石川県高等学校新人陸上競技大会 平成２５年９月１９日（木）～９月２１日（土）

西部緑地公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

20日 １００ｍ 辻原　　唯結(2) 12.46 秋田　　理沙(2) 12.51 佐伯　　彩夏(2) 12.62 森田　　　蘭(2) 12.63 江藤　なつみ(2) 12.73 高野　　智美(1) 12.78 木村　　茅乃(2) 12.86 北川　　貴子(2) 13.04

風:+0.1 小松商 星稜 星稜 金沢錦丘 小松商 飯田 金沢西 小松明峰

21日 ２００ｍ 秋田　　理沙(2) 25.33 森田　　愛莉(1) 25.76 森田　　　蘭(2) 25.78 佐伯　　彩夏(2) 25.86 北川　　貴子(2) 26.30 高野　　智美(1) 26.52 松任　　由花(1) 26.70 吉川　　由華(2) 26.97

風:+1.6 星稜 小松商 金沢錦丘 星稜 小松明峰 飯田 小松商 小松

19日 ４００ｍ 秋田　　理沙(2) 57.35 江藤　なつみ(2) 59.27 安田　　結実(2)  1:00.01 長谷川　詩歩(2)  1:00.03 松任　　由花(1)  1:01.72 道下　　恭子(2)  1:02.21 西田　　千晴(1)  1:02.44 門倉　　　晶(2)  1:03.25

女 星稜 小松商 星稜 七尾 小松商 小松 金沢西 鶴来

21日 ８００ｍ 長谷川　詩歩(2)  2:16.83 岡田　　奈巳(2)  2:17.21 谷口　　美咲(2)  2:19.04 水上　　歌苗(1)  2:19.44 高田　　実幸(2)  2:29.78 助乗　　知美(1)  2:30.04 梅谷　　里菜(2)  2:30.09 木村　　梨琴(1)  2:31.38

七尾 星稜 金沢泉丘 小松商 星稜 翠星 小松 石川高専

子 19日 １５００ｍ 五島　　莉乃(1)  4:35.96 水上　　歌苗(1)  4:38.82 高野　みちる(2)  4:41.39 星場　　未蘭(2)  4:43.86 北田　　菜緒(2)  4:52.59 谷口　　美咲(2)  4:56.46 磯村　　亜衣(2)  4:59.13 北川　　千夏(1)  5:00.76

星稜 小松商 星稜 遊学館 遊学館 金沢泉丘 金沢商 金沢商

21日 ３０００ｍ 五島　　莉乃(1)  9:35.96 水上　　歌苗(1) 10:05.64 磯村　　麻衣(2) 10:06.80 今川　　梨湖(1) 10:15.26 源代　　結花(1) 10:25.26 中西　　咲枝(2) 10:58.76 杉岡　　祐依(2) 11:01.26 大田　　杏香(2) 11:02.43

ト 星稜 GR 小松商 金沢商 遊学館 遊学館 金沢商 七尾 小松

19日 １００ｍＨ 大森　　美輪(1) 14.88 五十村　萌華(2) 15.01 馬田　　侑香(2) 15.02 辻原　　唯結(2) 15.45 六反田　実優(1) 15.69 西山　　咲穂(2) 15.72 酒井　　一美(2) 16.52 須郷田　　渚(1) 16.57

風:+0.5 穴水 小松商 金沢商 小松商 小松 輪島 穴水 星稜

ラ 20日 ４００ｍＨ 五十村　萌華(2)  1:04.65 田中　実耶子(2)  1:07.97 梶原　　穂南(1)  1:09.01 西山　　咲穂(2)  1:09.14 門倉　　　晶(2)  1:09.70 宮本　　菜央(2)  1:11.96 須郷田　　渚(1)  1:12.02 北村　　春佳(1)  1:13.80

小松商 金沢桜丘 小松商 輪島 鶴来 金沢泉丘 星稜 小松

19日 ５０００ｍＷ 石崎　　　彩(2) 25:06.74 高本　　瑞季(1) 25:28.92 中井　　　翠(2) 25:42.46 山下　　友子(1) 28:43.90 市本　ひなの(1) 29:21.74 大石　真由華(1) 30:29.51 徳野　真奈美(2) 31:34.14

ッ 七尾 GR 遊学館 金沢錦丘 尾山台 尾山台 野々市明倫 金沢商

20日 ４×１００ｍ 小松商 48.53 小松明峰 49.46 小松 50.64 金沢錦丘 50.98 金沢西 51.43 金沢商 52.39 七尾 52.77 星稜 53.93

   松任　　由花(1)    黒本　明日香(2)    大田　妃奈乃(2)    中障子　和泉(1)    口田　　花梨(2)    中村　　仁美(2)    山本　　理子(1)    南保　みなみ(1)

   辻原　　唯結(2)    北川　　貴子(2)    吉川　　由華(2)    森田　　　蘭(2)    木村　　茅乃(2)    馬田　　侑香(2)    中島　　智子(2)    秋田　　理沙(2)

ク    森田　　愛莉(1)    小川　　　唯(1)    西野　　　萌(2)    川越　　彩加(1)    西田　　千晴(1)    谷　　百合香(1)    野沢　　沙良(1)    佐伯　　彩夏(2)

   江藤　なつみ(2)    谷川　亜里紗(1)    六反田　実優(1)    横山　　桃子(2)    北西　　飛澄(2)    長木　くるみ(2)    長谷川　詩歩(2)    橋　　　侑利(1)

21日 ４×４００ｍ 小松商  3:55.76 星稜  3:58.58 小松  4:08.14 七尾  4:10.03 小松明峰  4:10.83 金沢錦丘  4:16.66 金沢二水  4:19.77 金沢  4:30.84

   江藤　なつみ(2)    佐伯　　彩夏(2)    大田　妃奈乃(2)    長谷川　詩歩(2)    黒本　明日香(2)    横山　　桃子(2)    岩瀬　　瑞紀(1)    小松　　千夏(2)

   辻原　　唯結(2)    安田　　結実(2)    元田　　理巳(2)    中島　　智子(2)    小川　　　唯(1)    森田　　　蘭(2)    桝田　　聡香(2)    新出　　鮎未(2)

   松任　　由花(1)    高田　　実幸(2)    吉川　　由華(2)    野沢　　沙良(1)    宮下　　明穂(1)    川越　　彩加(1)    的場　　彩夏(1)    筏井　彩以香(1)

   五十村　萌華(2)    秋田　　理沙(2)    道下　　恭子(2)    南　　美久理(2)    谷川　亜里紗(1)    作田　　莉歩(1)    澤田　　新菜(2)    小村　柚花子(2)

21日 走高跳 国谷　妃菜乃(2) 1m56 酒井　　一美(2) 1m56 西野　　　萌(2) 1m53 五十村　萌華(2) 1m45 松浦　　未穂(1) 1m45 北川　　彩乃(2) 1m40 川﨑　　希望(1) 1m40 同順:加賀　絵莉香(2) 1m40

女 星稜 穴水 小松 小松商 羽咋工 金沢泉丘 小松明峰 鹿西

子 19日 走幅跳 大森　　美輪(1)   5m25 谷川　亜里紗(1)   5m11 野沢　　沙良(1)   5m09 吉多　　絵美(2)   5m06 口田　　花梨(2)   5m02 植田　　朱音(2)   5m01 西野　　　萌(2)   4m97 辻原　　唯結(2)   4m96

フ 穴水+1.1 小松明峰+0.5 七尾+0.3 金沢二水+1.1 金沢西+0.9 星稜+0.6 小松+0.4 小松商+1.1

ィ 20日 砲丸投 吉村　　菜花(1)  10m49 川上　真裕美(2)  10m46 小谷内　志帆(2)  10m01 髙辻　　紀乃(1)   9m65 山中　　歩美(2)   9m34 新田　　麿理(2)   8m87 江川　　佳愛(1)   8m06 有江　奈緒子(2)   7m91

｜ 金沢 金沢 小松商 小松大谷 鹿西 金沢学院東 航空石川 金沢泉丘

ル 21日 円盤投 狭間　愛彩華(2)  31m02 髙辻　　紀乃(1)  30m33 吉村　　菜花(1)  29m87 吉野　　晴華(2)  28m25 小谷内　志帆(2)  28m03 小谷内　萌里(1)  25m68 杉沢　　　葵(2)  24m29 杉木　真由美(2)  23m28

ド 大聖寺実 小松大谷 金沢 大聖寺実 小松商 小松大谷 穴水 七尾東雲

19日 やり投 水上　　祐衣(2)  33m79 岩崎　　麗花(2)  32m49 桝田　　聡香(2)  31m86 髙辻　　紀乃(1)  31m04 宮薗　やよい(2)  30m68 背戸　　里香(2)  30m23 伊東　　優香(2)  29m83 中西　　麻帆(2)  28m67

石川県工 七尾東雲 金沢二水 小松大谷 星稜 ろう 星稜 七尾東雲
女 20日 ７種総合得点 馬田　　侑香(2)  4405 六反田　実優(1)  3885 酒井　　一美(2)  3621 山本　里佳子(1)  3234 徳村　　百花(1)  3081 森田　　愛莉(1)  3003 能田　　奈央(2)  2882 東方　　梨華(1)  2800
子 金沢商 小松 穴水 石川県工 小松 小松商 星稜 金沢錦丘
混 15.19- 1m52- 7m29-26.66 15.99- 1m49- 7m50-26.68 16.56- 1m55- 7m68-28.02 17.45- 1m35- 8m66-28.39 17.47- 1m40- 6m19-29.61 17.07- 1m35- 5m90-26.14 18.59- 1m20- 5m41-28.37 17.81- 1m30- 6m51-29.27
成   5m31- 33m13-2.31.89   4m68- 21m45-2.32.34   4m79- 19m70-2.46.37   4m22- 27m52-2.56.75   4m50- 16m89-2.40.03   4m49- 17m90-3.16.37   4m28- 17m83-2.30.88   4m43- 18m56-2.59.31

総 合 小松商 112点 星稜 103点 小松 43点 七尾 36点 穴水 33点 金沢商 31点 金沢錦丘 26点 遊学館 25点

ト ラ ッ ク 小松商 93点 星稜 84点 七尾 30点 遊学館 25点 金沢錦丘 25点 小松 24点 金沢商 23点 小松明峰 16点

フィールド 金沢 21点 小松大谷 20点 穴水 17点 星稜 17点 小松商 16点 大聖寺実 13点 金沢二水 11点 七尾東雲 9点

学校別

得　点

［　IH：石川県高校記録　ＧＲ：大会記録 F*:*回目が公認記録　］


