
第65回金沢市民スポーツ大会 入 賞 者 一 覧 表 2022/6/21

金沢市営陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

中 男 12日 中1年１００ｍ 渡會　　　皐(1) 12.55 髙波　　慶大(1) 12.66 家下　　昌也(1) 12.72 坂西　　健真(1) 12.85 宮本　　晃希(1) 13.23 池端　　真人(1) 13.36 出島　　創太(1) 13.55 山本　笙太郎(1) 13.87

学 石  川･　泉　 石  川･高　岡 石  川･高尾台 石  川･北　鳴 石  川･　泉　 石  川･　泉　 石  川･　緑　 石  川･長　田

生 子 12日 中2年１００ｍ 中野　　　拓(2) 12.10 小菱　　桜雅(2) 12.20 二口　　憲紳(2) 12.28 石田　　來尚(2) 12.34 月林　　栄人(2) 12.41 平田　　空歩(2) 12.46 西本　　彩人(2) 12.54 加賀谷　知弥(2) 12.71

石  川･　泉　 石  川･兼　六 石  川･長　田 石  川･　緑　 石  川･西南部 石  川･浅野川 石  川･清　泉 石  川･西南部

12日 中3年１００ｍ 岡田　　佳樹(3) 11.39 村上　　浩大(3) 11.51 濵口　　達樹(3) 11.66 所村　　遥哉(3) 11.69 宮田　　琉生(3) 11.72 宝角　　　亮(3) 11.75 荒若　　真輝(3) 11.80 中野　　葉介(3) 11.86

石  川･北陸学院 石  川･野　田 石  川･　緑　 石  川･鳴　和 石  川･清　泉 石  川･兼　六 石  川･清　泉 石  川･浅野川

12日 中1年１５００ｍ 出澤　　侑也(1)  5:02.95 酒尾　　朋希(1)  5:03.39 川元　　慶真(1)  5:17.63 関川　　絢斗(1)  5:20.07 水上　　心暖(1)  5:20.99 坂室　　宗佑(1)  5:26.40 中川　　琉暉(1)  5:27.62 山川　　悟朗(1)  5:28.14

石  川･清　泉 石  川･金　石 石  川･高　岡 石  川･長　田 石  川･　緑　 石  川･金沢錦丘 石  川･北　鳴 石  川･　泉　

12日 中2年１５００ｍ 野崎　　飛羽(2)  4:38.35 中山　　悠生(2)  4:39.23 真舘　　利空(2)  4:41.55 神子　　裕人(2)  4:43.78 鍵元　　夢生(2)  4:44.09 笠井　　貫太(2)  4:54.43 羽生　　逸人(2)  4:55.15 牛上　竣太郎(2)  4:59.67

石  川･北　鳴 石  川･長　田 石  川･鳴　和 石  川･清　泉 石  川･北　鳴 石  川･北　鳴 石  川･長　田 石  川･西南部

12日 中3年１５００ｍ 金子　　聡太(3)  4:25.75 安田　　友樹(3)  4:30.44 堀田　　悠真(3)  4:34.41 岡野　　晴希(3)  4:35.19 北島　　壮汰(3)  4:45.85 ??田　壮志(3)  4:48.08 秋山　　恭平(3)  4:49.13 小松　　奏太(3)  4:52.37

石  川･高　岡 石  川･野　田 石  川･北　鳴 石  川･兼　六 石  川･浅野川 石  川･鳴　和 石  川･　緑　 石  川･北　鳴

12日 走幅跳 中野　　　拓(2)   5m31 大橋　　由剛(1)   5m29 ｸﾞｰｷﾞﾝｽﾞ古田光(2)   5m27 荒木　進之介(2)   5m20 佐藤　　圭剛(2)   4m99 小林　　孝誠(2)   4m90 西野　　　慶(2)   4m87 中西　　　慶(2)   4m84

石  川･　泉　+1.8 石  川･高　岡+1.5 石  川･兼　六+0.6 石  川･兼　六+2.2 石  川･清　泉+3.2 石  川･　泉　+4.0 石  川･鳴　和+1.6 石  川･長　田+2.2

12日 走幅跳 津田　　珠安(3)   6m22 竹内　　海斗(3)   5m78 大浦　　　丈(3)   5m67 太田　　郡司(3)   5m60 小杉　　伊央(3)   5m51 善田　　稜大(3)   5m43 杉林　　飛生(3)   5m24 浅村　　翼颯(3)   4m85

石  川･金　石+3.4 � 石  川･鳴　和+2.3 石  川･鳴　和+2.0 石  川･兼　六+2.2 石  川･清　泉+4.0 石  川･清　泉+2.9 石  川･高　岡+1.5 石  川･金　石+2.4

12日 砲丸投 藤岡　　永吉(3)   9m12 内山　　遥太(3)   8m94 ﾊﾞｰﾄﾛｺｰﾘｰ(3)   8m92 松木　　一真(3)   8m49 石田　　來尚(2)   7m75 池澄　　泰介(3)   7m67 林　　　慶人(2)   6m17 山上　　悠斗(2)   6m01

石  川･　泉　 石  川･兼　六 石  川･　泉　 石  川･兼　六 石  川･　緑　 石  川･清　泉 石  川･高尾台 石  川･鳴　和

12日 ４×１００ｍ 兼　六A 46.30 　緑　A 46.30 鳴　和A 46.48 清　泉A 46.86 浅野川A 47.20 清　泉B 49.50 北　鳴A 49.67 同順:　泉　A 49.67

   田邉　　　優    堀田　　和貴    岩本　　遥輝    松原　仙之介    丸岡　　莉空    吉田　　桐生    中川　　晴斗    池端　　真人

   宝角　　　亮    濵口　　達樹    所村　　遥哉    宮田　　琉生    三輪　　勇輔    西本　　彩人    尾島　　英太    渡會　　　皐

   杉原　康太郎    森田　　侑誠    大浦　　　丈    善田　　稜大    平田　　空歩    佐藤　　圭剛    坂西　　健真    中野　　　拓

   谷内　　　碧    石田　　來尚    竹内　　海斗    荒若　　真輝    中野　　葉介    坂本　鼓太郎    岩田　　龍樹    小林　　孝誠

女 12日 中1年１００ｍ 橋本　　蒼衣(1) 13.17 島田　　　結(1) 13.30 山岸　　日和(1) 13.84 小川　　倖叶(1) 14.12 ??井　　さら(1) 14.16 大西　　咲季(1) 14.29 池田　　夏野(1) 14.34 山本　　和奏(1) 14.56

石  川･清　泉 NGR 石  川･西南部 NGR 石  川･金沢錦丘 石  川･　緑　 石  川･西南部 石  川･　泉　 石  川･小将町 石  川･北　鳴

子 12日 中2年１００ｍ 田村　　陽莉(2) 13.32 ｻﾞｽﾄﾛｳ虹海(2) 13.40 的場　　香絵(2) 13.76 長髙　日花莉(2) 13.95 吉原　　綾花(2) 14.07 吉田　　夢奈(2) 14.14 高桑　よつば(2) 14.20 求　　　彩寧(2) 14.23

石  川･西南部 石  川･兼　六 石  川･　港　 石  川･清　泉 石  川･浅野川 石  川･長　田 石  川･　泉　 石  川･兼　六

12日 中3年１００ｍ 表　　　陽向(3) 12.80 下　　　陽依(3) 13.46 吉田　　ゆい(3) 13.82 渡辺　　和奈(3) 13.83 西内　　杏珠(3) 13.87 稲葉　　りの(3) 13.92 柿谷　　沙奈(3) 14.12 寺島　　優希(3) 14.19

石  川･　額　 石  川･　泉　 石  川･清　泉 石  川･清　泉 石  川･　緑　 石  川･　緑　 石  川･野　田 石  川･高尾台

12日 中1年８００ｍ 北川　　咲幸(1)  2:47.69 馬渡　結衣羽(1)  2:52.33 基村　　桃子(1)  2:52.74 小川　　倖叶(1)  2:53.41 土田　　ゆり(1)  2:54.59 長谷川　心音(1)  2:54.63 助田　阿優來(1)  2:55.08 越後　　花音(1)  2:55.25

石  川･　緑　 石  川･野　田 石  川･長　田 石  川･　緑　 石  川･　緑　 石  川･高　岡 石  川･　泉　 石  川･野　田

12日 中2年８００ｍ 久井　優羽奈(2)  2:33.45 久田　　心希(2)  2:37.32 三井田　珊季(2)  2:38.07 向出　　光璃(2)  2:41.32 一本杉　咲良(2)  2:42.96 髙??　　茉央(2)  2:43.43 牧野　　怜奈(2)  2:43.65 丸川　　舞倖(2)  2:44.35

石  川･鳴　和 石  川･長　田 石  川･鳴　和 石  川･　港　 石  川･長　田 石  川･北　鳴 石  川･北　鳴 石  川･高　岡

12日 中3年８００ｍ 中西　　愛美(3)  2:30.77 元屋　　若菜(3)  2:34.48 宮川　　莉奈(3)  2:34.63 北川　　結菜(3)  2:36.53 早川　　陽菜(3)  2:37.53 角田　　　杏(3)  2:41.35 筑波　　夏帆(3)  2:44.93 黒畑　　一葉(3)  2:47.79

石  川･兼　六 石  川･北　鳴 石  川･野　田 石  川･浅野川 石  川･浅野川 石  川･西南部 石  川･北　鳴 石  川･城　南

12日 中1,2年走幅跳 南　　紗希子(2)   5m13 吉田　　夢奈(2)   4m72 橋本　　蒼衣(1)   4m63 的場　　香絵(2)   4m41 池田　　夏野(1)   4m29 松永　　眞子(2)   4m28 冨山　　梨乃(2)   4m14 浜野　　冴梨(2)   4m10

石  川･清　泉+2.0 石  川･長　田+2.0 石  川･清　泉+2.3 石  川･　港　-1.0 石  川･小将町+1.6 石  川･鳴　和+1.9 石  川･高　岡+3.8 ･ 石  川･金沢錦丘-0.8

12日 中3年走幅跳 表　　　陽向(3)   4m85 吉田　　ゆい(3)   4m38 小篠　　　凛(3)   4m34 霜　　帆乃香(3)   4m32 甲部　ひより(3)   4m30 山本　　虹月(3)   4m21 吉田　　佳奈(3)   4m19 木下　　美雪(3)   4m17

石  川･　額　+1.1 石  川･清　泉+1.0 石  川･高　岡+2.1 石  川･金沢錦丘+1.2 石  川･浅野川+1.5 石  川･北　鳴+0.4 石  川･　泉　 0.0 石  川･　緑　+3.3

12日 砲丸投 浅野　　夏生(3)  10m31 坂本　　芽依(3)   9m53 松本　　怜奈(3)   8m80 浅田　　笑佳(2)   8m36 山口　　里花(3)   8m18 出口　　綾香(3)   7m99 浅岡　なつき(3)   7m82 高桑　よつば(2)   7m55

石  川･北　鳴 石  川･北　鳴 石  川･浅野川 石  川･浅野川 石  川･北　鳴 石  川･浅野川 石  川･兼　六 石  川･　泉　

12日 ４×１００ｍ 清　泉A 52.48 西南部A 53.23 　泉　A 53.59 兼　六A 53.92 野　田A 54.12 高　岡A 55.17 浅野川A 55.35 高尾台A 55.51

   渡辺　　和奈    山本　　優祈    高桑　よつば    杉本　　侑紀    山口　実乃梨    鶴田　　紗季    辻野　　神楽    松谷　瑠璃佳

   橋本　　蒼衣    田村　　陽莉    下　　　陽依    村田　　瑠那    宮川　　莉奈    小篠　　　凛    吉原　　綾花    安用寺　　葵

   長髙　日花莉    田近　　樹奈    浅井　　はな    青地　　真睦    松居　　璃乃    岡本　　麻希    村上　　空愛    山村　　　心

   吉田　　ゆい    島田　　　結    吉田　　佳奈    ｻﾞｽﾄﾛｳ虹海    柿谷　　沙奈    中村　　桃香    金田　希咲日    寺島　　優希

高 男 12日 １００ｍ 桑名　　拓己(3) 10.87 宮所　　　春(2) 11.08 小林　　一笛(2) 11.25 浅村　泰士朗(2) 11.42 山上　　春緯(2) 11.53 伊藤　　楓雅(1) 11.56 谷口　　右京(1) 11.72 亀沢　　成矢(2) 11.76

石  川･北陸学院 NGR 石  川･北陸学院 石  川･金沢桜丘 石  川･金沢龍谷 石  川･北陸学院 石  川･金沢錦丘 石  川･金沢錦丘 石  川･北陸学院

校 子 12日 １５００ｍ 中川　　新太(2)  4:07.10 新出　　純汰(1)  4:12.20 永久　　宗樹(2)  4:14.57 小峰　　蒼平(2)  4:17.15 内藤　　零也(1)  4:17.82 坂井　　風丸(3)  4:18.82 山口　　愛翔(2)  4:22.15 林　　　修也(2)  4:22.63

石  川･遊学館 NGR 石  川･遊学館 NGR 石  川･遊学館 NGR 石  川･金沢錦丘 NGR 石  川･遊学館 NGR 石  川･遊学館 NGR 石  川･金沢二水 石  川･石川県立工

12日 走高跳 橋爪　　康佑(3) 1m75 本多　　　温(3) 1m65 村尾　　颯太(1) 1m65 正木　　大雅(1) 1m60 井筒　　洸伸(1) 1m60 小関　　　龍(3) 1m55

石  川･金沢錦丘 石  川･金沢錦丘 石  川･金沢 石  川･北陸学院 石  川･金沢龍谷 石  川･北陸学院

12日 砲丸投 松居　　　環(3)  12m14 村上　　研太郎  10m58 新羽　　知輝(2)  10m47 森口　　純樹(3)   9m95 木下　　彰都(2)   9m79 本多　　　温(3)   9m16 小関　　　龍(3)   8m76 笠間　　航司(2)   8m40

石  川･北陸学院 石  川･金沢 石  川･石川県立工 石  川･北陸学院 石  川･金沢 石  川･金沢錦丘 石  川･北陸学院 石  川･石川県立工

12日 ４×１００ｍ 北陸学院 43.38 金沢二水A 45.91 金沢錦丘 46.19 金沢桜丘A 46.68 金沢桜丘B 46.80

   山上　　春緯    廣井　　　鴻    谷口　　右京    佐々木　　詢    加賀谷　遼太

   桑名　　拓己    德山　　遼介    伊藤　　楓雅    山岸　　将大    谷川　　　徠

   松　　隼太郎    鍋岡　　航成    小島　　明士    齊藤　　寛太    荒木　　琉児

   宮所　　　春    大家　　洸樹    南　　　太陽    表　　　大智    西田　　吏玖

女 12日 １００ｍ 小寺　　彩貴(2) 12.66 板谷　　心子(1) 12.67 村上　　美優(1) 13.02 北野　　結子(3) 13.15 岡田　　夕凛(2) 13.18 後藤　あやめ(2) 13.36 木村　　優月(2) 13.43 宮森　　　愛(2) 13.58

石  川･北陸学院 NGR 石  川･北陸学院 NGR 石  川･北陸学院 石  川･北陸学院 石  川･北陸学院 石  川･北陸学院 石  川･北陸学院 石  川･金沢桜丘

子 12日 １５００ｍ 宮前　　有里(3)  5:00.82 ﾌﾞﾗｳﾝ　英美(3)  5:15.79 前田　　妃侶(1)  5:21.73 吉村　　珈音(2)  5:29.60 安田　　麗葉(2)  5:33.38 中野　　寧々(2)  5:44.64 亀田　　愛実(1)  5:46.17 小林　くるみ(3)  5:54.99

石  川･金沢二水 NGR 石  川･金沢二水 NGR 石  川･金沢 石  川･金沢錦丘 石  川･金沢錦丘 石  川･金沢二水 石  川･金沢桜丘 石  川･金沢商

12日 走高跳 杉山　　汐里(3) 1m50 黒川　菜那美(2) 1m45 小島　　結菜(2) 1m40 今井　菜々子(1) 1m35 小網　　彩希(1) 同順:手嶋　　　凛(1)

石  川･北陸学院 石  川･金沢二水 石  川･金沢錦丘 石  川･金沢桜丘 石  川･北陸学院 NM 石  川･金沢桜丘 NM 

12日 ４×１００ｍ 北陸学院 49.23 金沢桜丘 52.48 金沢錦丘 54.71 金沢二水 55.05

   後藤　あやめ NGR    奥村　　果梨    小島　　結菜    黒川　菜那美

   板谷　　心子    藤本　　莉奈    谷内　　春咲    小寺　明日花

   小寺　　彩貴    宮森　　　愛    長田　　夏希    北　　　衣純

   村上　　美優    平野　真智子    西田　　千夏    佐藤　　百花 ［　ＧＲ：大会記録　］



第65回金沢市民スポーツ大会 入 賞 者 一 覧 表 2022/6/21

金沢市営陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

一 男 12日 25歳未満１００ｍ 吉田　　和範 10.80 高木　　京馬 10.89 板東　　立基 11.10 南保　　陸駆 11.30 浅井　　翔太 11.32 北　　　隆生 11.40 永森　　　俊 11.41 榧森　　悠介 11.43

石  川･金沢学院大 NGR 石  川･金沢大 NGR 石  川･金沢学院大 石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･VOLIST 石  川･金沢学院大 石  川･金沢大

般 子 12日 25歳未満１５００ｍ 木下　　詩音  4:07.95 福光　竜之介  4:13.65 後藤　　爽生  4:18.03 土田　　光輝  4:20.27 元藤　　大耀  4:23.46 加藤　　真之  4:44.61 浅井　　翔太  4:47.47

石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･金沢大

12日 25歳未満走高跳 井田　　岳志 1m95 黒田　　博貴 1m75 渡辺　　孝宏 1m60 鈴木　　颯斗 1m55

石  川･金沢大 石  川･金沢学院大 石  川･金沢大 石  川･金沢大

12日 25歳未満走幅跳 鈴木　　希望   6m76 榧森　　悠介   6m46 鈴木　　颯斗   6m45 高木　　京馬   5m98 村　　　正樹   5m95 黒田　　博貴   5m75 森永　　祥太   5m72 藤井　匡志朗   5m68

石  川･TOSEC24+3.4 石  川･金沢大+3.8 石  川･金沢大+1.2 石  川･金沢大+3.0 石  川･金沢大+1.6 石  川･金沢学院大-0.3 石  川･金沢大+2.7 石  川･SecondAC+2.4 ･

12日 25～35歳未満１００ｍ 水内　　大祐 10.87 大橋　　凌輔 11.41 川田　　　大 11.48 澤田　　雄太 11.57 小西　　　夏 12.15 喜多　　達也 13.29

石  川･ツエーゲンＲＣ NGR 石  川･石川陸協 石  川･健やかランニング?楽 石  川･角間TFC 石  川･角間TFC 石  川･春風クラブ

12日 25～35歳未満１５００ｍ 喜多　　達也  4:55.89 喜多　　裕史  5:52.47

石  川･春風クラブ 石  川･春風クラブ

12日 25～35歳未満走幅跳 大橋　　凌輔   6m21 川田　　　大   5m98 須田　　　崇   5m34

石  川･石川陸協+1.6 石  川･健やかランニング?楽 0.0 石  川･ツエーゲンＲＣ+1.5

12日 25～35歳未満未満砲丸投 平戸　　佑一  13m77 川田　　　大   8m37 喜多　　裕史   5m68 喜多　　達也   4m90

石  川･ツエーゲンＲＣ 石  川･健やかランニング?楽 石  川･春風クラブ 石  川･春風クラブ

12日 35～45歳未満１００ｍ 橋本　　峰之 11.38 西野　　元泰 11.65 村木　　達哉 12.53 毛利　　光佑 13.99

風:+0.9 石  川･TOSEC24 NGR 石  川･ツエーゲンＲＣ NGR 石  川･健やかランニング?楽 石  川･ジュピターRC

12日 35～45歳未満１５００ｍ 毛利　　光佑  4:51.28 山村　　卓裕  5:46.20 福浦　真太郎  6:51.23

石  川･ジュピターRC 石  川･春風クラブ 石  川･春風クラブ

12日 35～45歳未満砲丸投 出場者なし

12日 45～55歳未満１００ｍ 井上　　智晴 12.07 小川　　智明 12.47 澤田　　貴志 12.50 中島　　竜彦 12.58 佐野　　宏昭 13.55 上田　　裕史 14.35 木谷　　直宏 14.95 小倉　　和浩 15.01

石  川･金沢ＡＣ 石  川･金沢ＡＣ 石  川･石川マスターズ 石  川･金沢市陸協 石  川･金沢市陸協 石  川･ジュピターRC 石  川･金沢市陸協 石  川･金沢市陸協

12日 45～55歳未満１５００ｍ 武岡　　秀樹  4:20.50 西尾　　正佳  4:39.52 木下　　吉伸  4:58.27 上田　　裕史  5:04.70 酒尾　　尚久  5:08.73 道下　　　誠  5:53.32 西山　　直樹  6:50.50

石  川･ジュピターRC NGR 石  川･ジュピターRC 石  川･ジュピターRC 石  川･ジュピターRC 石  川･金沢市陸協 石  川･春風クラブ 石  川･金沢市陸協

12日 55歳以上１５００ｍ 米谷　　　誠  5:10.61 波田　　樹雄  5:44.59

石  川･石川陸協 石  川･ジュピターRC

女 12日 30歳未満１００ｍ 亀田　　早彩 12.48 髙田　　佳奈 13.27 谷本　沙柚佳 13.53

風:+1.9 石  川･金沢大 石  川･金沢大 石  川･金沢大

子 12日 30歳未満１５００ｍ大澤　　文音  5:30.08 坂本　　　碧  6:55.58

石  川･金沢大 石  川･金沢市陸協

12日 30歳未満走幅跳 谷本　沙柚佳   4m71

石  川･金沢大-0.1

［　ＧＲ：大会記録　］



２０２２年６月１１日（土）

金沢市営陸上競技場

氏　　名 所　属 氏　　名 所　属 氏　　名 所　属 氏　　名 所　属 氏　　名 所　属 氏　　名 所　属 氏　　名 所　属 氏　　名 所　属

松本　泰知 スタータス 石野　蒼生 金沢市陸上教室 上里　咲人 金沢市陸上教室 沖野　大斗 金沢市陸上教室 高蔵　大地 金沢市陸上教室 奥山　煌太郎 金沢市陸上教室 西田　深流 金沢市陸上教室 中山　瑛斗 金沢市陸上教室

12.98 (-1.3) 13.39 (-1.3) 13.48 (-1.3) 14.46 (-1.3) 14.68 (-1.3) 14.73 (2.8) 14.93 (2.8) 15.03 (-1.3)

金子　修也 金沢市陸上教室 安間　湊都 ゼブラン 新田　成優 金沢ACJr. 水門　春翔 金沢市陸上教室 上山　哩空 スタータス 窪田　泰河 金沢市陸上教室 波多野　湊 金沢市陸上教室 中谷　恭人 金沢市陸上教室

14.43 (-0.4) 14.93 (-0.4) 15.00 (-0.4) 15.28 (2.7) 15.51 (2.7) 15.55 (2.0) 15.58 (-0.4) 15.59 (2.0)

道上　緑青 ゼブラン 中山　立稀 金沢市陸上教室 甲部　新 金沢市陸上教室 鳥畠　康 金沢市陸上教室 畠山　武琉 金沢市陸上教室 村本　悠真 ゼブラン 永井　聖 ゼブラン 小宮山　陽大 金沢市陸上教室

15.14 (2.4) 15.80 (2.4) 15.92 (2.4) 15.98 (2.4) 16.20 (2.4) 16.27 (2.4) 16.55 (0.8) 16.70 (0.8)

柳瀬　琉衣 金沢ACJr. 山野　央祐 スタータス 三宅　洸史朗 金沢市陸上教室 西田　優羽 スタータス 柴田　統至 スタータス 沖野　大史 金沢市陸上教室 櫻井　大和 ゼブラン 北　侑士 金沢ACJr.

15.93 (1.5) 16.32 (1.5) 16.33 (1.4) 16.63 (1.4) 16.81 (1.5) 17.06 (1.5) 17.21 (1.5) 17.24 (1.4)

金子　修也 金沢市陸上教室 清水　陽太 ゼブラン 西田　深流 金沢市陸上教室 上谷　悠人 スタータス 中西　駿斗 ゼブラン 堂前　一颯 金沢ACJr. 高橋　力星 金沢ACJr. 尾崎  泰知 金沢市陸上教室

中山　瑛斗 金沢市陸上教室 田川　佳一郎 金沢市陸上教室 奥山　煌太郎 金沢市陸上教室

16.81 (0.5) 17.97 (0.5) 23.86 (0.5)

高蔵　大地 金沢市陸上教室 中西　駿斗 ゼブラン 栄田　翔 金沢市陸上教室

沖野　大斗 金沢市陸上教室 松本　泰知 スタータス 安間　湊都 ゼブラン 橋浦　琉唯 金沢市陸上教室 道上　緑青 ゼブラン 永井　聖 ゼブラン 高山　詢平 金沢市陸上教室 杉山　稜真 金沢市陸上教室

4.23 (1.1) 4.19 (1.1) 3.52 (3.4) 3.12 (0.0) 3.12 (0.4) 3.10 (1.5) 2.77 (0.0) 2.76 (0.2)

波多野　湊 金沢市陸上教室 友安　栄太 ゼブラン 窪田　泰河 金沢市陸上教室 柳瀬　新太 金沢ACJr. 新田　成優 金沢ACJr. 山野　央祐 スタータス 小宮山　陽大 金沢市陸上教室 尾崎  泰知 金沢市陸上教室

コンバインド 原田　裕史 金沢市陸上教室 初崎　旬 スポコム金沢南 蕪城　快 金沢市陸上教室 後藤　こころ 金沢市陸上教室

A 1718 (15.21  1.25) 1658 (14.89  1.15) 1364 (16.61  1.15) 945 (18.05  1.00)

コンバインド 山口　樂士 金沢市陸上教室 高山　穣佑 金沢市陸上教室 大橋　昂生 スタータス 大高　悠聖 金沢市陸上教室 河原　英太 スタータス 玉置　一琉 スポコム金沢南

B 1736 (3.82  40.98) 1669 (3.85  37.31) 1458 (3.58  30.60) 1272 (3.36  24.50) 969 (2.81  17.18) 626 (NM  25.42)

西田　深流・
高蔵　大地・
波多野　湊・
金子　修也

金沢市陸上教室A

大高　悠聖・
沖野　大斗・
蕪城　快・高

山　穣佑

金沢市陸上教室B

安間　湊都・
美多　慶人・
村本　悠真・
中西　駿斗

ゼブラン

南　博斗・高
橋　力星・池
田　奏多・柳

瀬　新太

金沢ACJr.M

泊　和宏・小
宮山　陽大・
鳥畠　康・畠

山　武琉

金沢市陸上教室C

表野　泰智・
高山　詢平・
沖野　大史・
北村　亮騎

金沢市陸上教室D

能口　明香里 金沢ACJr. 小出　都和 金沢ACJr. 今西　美友 金沢市陸上教室 鷹野　由奈 スタータス 宮下　夕佳 スタータス 横山　莉沙子 スタータス 今井　千咲 スタータス 山根　璃美 金沢ACJr.

13.97 (-0.2) 14.15 (-0.2) 14.32 (-0.2) 14.83 (-0.2) 15.28 (-0.2) 15.40 (0.5) 15.67 (0.5) 15.83 (0.5)

中川　倖乃 スタータス 増林　由里子 スタータス 松居　由乃 金沢市陸上教室 宮下　理伊 スタータス 田中　まこ 金沢市陸上教室 小倉　夕奈 スタータス 松井　実生 スタータス 尾有　希依 スタータス

13.93 (0.9) 14.68 (0.9) 14.90 (0.9) 15.46 (0.9) 15.99 (0.9) 16.03 (1.5) 16.06 (1.5) 16.20 (0.9)

林　真以 金沢ACJr. 畑田　歩菜 スタータス 上野　真奈 ゼブラン 宮島　和花 金沢市陸上教室 谷　雫月 ゼブラン 村田　愛和 金沢市陸上教室 細井　優那 金沢市陸上教室 杉林　仁衣菜 金沢市陸上教室

15.36 (1.8) 16.81 (1.8) 17.22 (1.8) 17.29 (1.8) 17.51 (1.7) 17.80 (1.8) 17.96 (1.8) 18.04 (1.8)

平野　愛衣 金沢市陸上教室 宮下　琴子 金沢ACJr. 柳瀬　理乃 金沢ACJr. 小倉　実桜 スタータス 清水　純玲 金沢市陸上教室 高橋　羽吹　 金沢ACJr.

16.95 (2.4) 16.98 (2.4) 17.36 (2.4) 17.81 (2.4) 17.86 (2.4) 19.09 (2.4) 0.00 (0.0) 0.00 (0.0)

村田　奏羽 金沢市陸上教室 宮下　夕佳 スタータス 尾有　希依 スタータス 油田　千愛 金沢市陸上教室 宮下　理伊 スタータス 横山　莉沙子 スタータス 今井　千咲 スタータス 笠原　由衣 スタータス

白坂　茉子 金沢ACJr. 勝田　優羽 金沢市陸上教室 村田　奏羽 金沢市陸上教室

18.63 (0.7) 19.09 (0.7) 19.12 (0.7)

小田　綾乃 ゼブラン

能口　明香里 金沢ACJr. 山根　璃美 金沢ACJr. 鷹野　由奈 スタータス 高木　杏 ゼブラン 村田　愛和 金沢市陸上教室 小泉　葵 金沢市陸上教室 横地　衣織 ゼブラン 藤江　梨紗 金沢市陸上教室

4.26 (2.3) 3.97 (1.9) 3.72 (1.2) 2.72 (-0.9) 2.60 (-0.6) 2.54 (1.3) 2.45 (2.0) 2.41 (1.8)

市村　梨乃 金沢市陸上教室 老久保　美穹 金沢市陸上教室 小平　陽向 金沢市陸上教室 平床　愛依 スタータス 白坂　茉子 金沢ACJr. 脇坂　柚凪 金沢ACJr. 尹　雪然 金沢市陸上教室 稲田　陽香 スポコム金沢南

コンバインド 垣内　香乃 スポコム金沢南 西 こはる 金沢市陸上教室 村田　璃桜 スポコム金沢南

A 1369 (15.57  1.00) 1338 (16.76  1.15) 885 (18.74  1.05)

コンバインド 南　佳子 金沢市陸上教室 中川　栞那 金沢ACJr. 菅村　映里沙 スポコム金沢南 池田　陽楽 スポコム金沢南

B ○1812 (4.45  36.06) 1570 (3.67  34.88) 1266 (3.58  21.17) 1050 (3.38  13.31)

中川　倖乃・
平床　愛依・
宮下　夕佳・
鷹野　由奈

スタータスＡ

尾有　希依・
宮下　理伊・
富田　咲絢・
笠原　由衣

スタータスＢ

山根　璃美・
北川　亜純・
脇坂　柚凪・
白坂　茉子

金沢ACJr.W

村田　璃桜・
垣内　香乃・
栗山　穂純・
稲田　陽香

スポコム金沢南A

平野　愛衣・
田中　汐音・
宮島　和花・
油田　千愛

金沢市陸上教室

武内　こころ・
山岸　芽季・
垣内　志保・
則定　実希

スポコム金沢南B

今西　美友・
石野　蒼生・
松居　由乃・
上里　咲人

金沢市陸上教室A

浦野　湊人・
小出　都和・
能口　明香
里・新田　成

優

金沢ACJr.A

奥山　煌太
郎・原田　裕
史・村田　奏
羽・西 こはる

金沢市陸上教室B

横山　莉沙
子・今井　千
咲・河原　英
太・上谷　悠

斗

スタータスＡ

池田　陽楽・
初崎　旬・菅
村　映里沙・
玉置　一琉

スポコム金沢南

小林　杏・田
中　まこ・窪
田　泰河・向

陸翔

金沢市陸上教室C

荒木　隆之
介・堂前　一
颯・中川　栞
那・林　真以

金沢ACJr.B

小倉　実桜・
柴田　統至・
今井　咲幸・
山野　央祐

スタータスＢ

※　コンバインドA　：80ｍハードル、走高跳　　　コンバインドB　：走幅跳、ジャベリックボール投げ

3.35.99 3.35.99

31.79 31.41 30.82

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

記　　　録 記　　　録 記　　　録 記　　　録 記　　　録 記　　　録 記　　　録 記　　　録

3.53.85

走　幅　跳

走　高　跳
1.10

１０００ｍ
3.30.74 3.44.79

72.70

22.74 18.62 17.15 16.07

DQ

男
女

ジャベリック
ボール投げ 32.05 26.44 26.44

８０ｍ
ハードル

混合
４×１００ｍＲ

３年　１００ｍ

５年　１００ｍ

４年　１００ｍ

４×１００ｍＲ

3.45.21

競技会名　　   第65回 金沢市民スポーツ大会小学生の部

60.92 61.04 63.23 63.53

3.49.93

1.10 1.05

3.17.56 3.24.94 3.28.42 3.29.70

3.48.72

○53.38 57.28 60.07

24.85

3.46.01 3.48.26

1.10

33.21

3.45.22

30.55

4×１００ｍＲ

58.03 58.18 63.57

男

子

○大会新 △大会タイ

ジャベリック
ボール投げ

６年　１００ｍ

５年　１００ｍ

４年　１００ｍ

３年　１００ｍ

走　幅　跳

１０００ｍ

８０ｍ
ハードル

走　高　跳

27.2329.77 28.09

3.54.63

女

子

59.29 66.17 68.58 69.76 71.55

66.21 66.95 71.75

６年　１００ｍ


