
9時 11時

28.7 29.8 審判長 竹本　　修
競技会名 第26回加賀市陸上競技選手権大会 61% 57%

北東 北 藤乃井哲也（トラック）
□ 県新 □県高校新 □県中学新 +0.7 +1.8

晴 晴 嶋中　英治（フィールド）
◎ 大会新 ○大会タイ 良 良

（男子の部） 加賀市陸上競技協会

記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名

100m 10"64 +1.8 村田　和哉 ユティック 10"68 +1.8 吉田　開 ユティック 10"81 +1.8 重谷　将司 金沢大Ｍ１ 10"83 +1.8 石田　泰啓 足羽高２ 11"12 +1.8 山岸　光貴 敦賀高２ 11"23 +1.8 坂口　透 金沢学院東高３

200m 21"16 +1.2 村田　和哉 ユティック 21"83 +1.2 石田　泰啓 足羽高２ 21"94 +1.2 二枚田一平 石川陸協 22"25 +1.2 白砂　翼 金沢学院大２ 22"68 +1.2 山﨑　叶貴 金沢学院東高１ 22"90 +1.2 吉田　開 ユティック

400m 49"90 中山　雄介 大聖寺高２ 50"71 村中　翔 金沢ＡＣ 52"41 杉村　駿汰 敦賀高１ 53"43 大下　隼弥 大聖寺高２ 53"82 北出　侑 大聖寺高２ 54"14 杉浦　友亮 敦賀高２

800m 1'57"07 鈴木　浩臣 金沢ＡＣ 2'01"75 宮本　直樹 金工大１ 2'01"78 木原　裕貴 敦賀高２ 2'04"80 森田健一郎 金沢学院大１ 2'05"42 堀尾　和寿 小松高１ 2'08"66 竹下　輝 金沢学院東高１

1500m 4'16"88 田井　翔太 大聖寺高１ 4'17"82 太田　充 小松工業高１ 4'22"78 南　吏玖 西南部中３ 4'22"90 南　祐生 小松工業高３ 4'25"44 梅谷　寛太 西南部中２ 4'27"16 羽深　勇基 モアＳＰＣ加賀

5000m 15'58"21 木村　昴暉 小松高２ 16'31"85 本村汰一朗 小松高２ 16'50"64 津田　慎介 小松大谷高２ 18'15"91 永谷　新 寺井高１ 18'45"17 永下　賢太 白峰スキークラブ 18'59"16 上出　和寛 大聖寺高２

110mH 14."71 +2.0 二枚田一平 石川陸協 15"02 +2.0 小川　弘明 石川陸協 18"10 +2.0 角野康太郎 敦賀高１

400mH 57"34 山峯　高大 敦賀高２ 58"07 中山　雄介 大聖寺高２ 60"13 行方　優太 金工大１ 66"93 南　拓斗 小松工業高２

5000m競歩 25'11"79 河本　雅弥 小松高２ 28'39"61 山田　幹生 大聖寺高２ 38'50"29 南　耀介 敦賀高２

足羽高校 敦賀高校 小松工業高校 小松高校 石川選抜中学 錦城中学校

走 高 跳 1m75 坂賀　亮介 小松大谷高２

走 幅 跳 6m94 +1.0 重谷　将司 金沢大Ｍ１ 6m59 +2.0 梅村　悠介 石川陸協 6m51 +1.5 山岸　高大 敦賀高１ 6m44 +1.4 坂口　透 金沢学院東高３ 6m39 +1.2 岡部　雅也 小松大谷高３ 6m34 +1.8 山下　祐也 足羽高２

三段跳 15m12 +1.1 徳山　慧 ツェーゲンＲＣ 13m65 +0.8 重谷　将司 金沢大Ｍ１ 13m20 +0.7 山下　祐也 足羽高２ 13m11 +2.1 梅村　悠介 石川陸協 12m85 +1.4 上田　大満 金沢学院大２ 11m76 +1.8 前野　智哉 小松高２

砲丸投 11m81 笛木　尚 湯沢陸協

Ｊ砲丸投 13m38 佐藤　楓也 敦賀高２ 11m72 手塚　智大 小松工業高２ 11m42 堀川　耀生 大聖寺高２ 11m28 土江　瑛 小松工業高１ 9m97 松井　涼 足羽高１ 9m65 穴口勇軌人 小松工業高２

円盤投 43m86 角谷　友博 石川陸協 33m70 古川　卓実 ツェーゲンＲＣ

Ｊ円盤投 35m97 手塚　智大 小松工業高２ 34m36 奥村　準哉 大聖寺高２ 33m68 梅田　裕太 寺井高２ 29m90 山本　大誠 小松工業高１ 29m59 松井　涼 足羽高１ 28m94 堀川　耀生 大聖寺高２

ﾊﾝﾏｰ投 44m71 村上　数征 金沢ＡＣ 26m35 西脇　博之 TONOME･D

Jﾊﾝﾏｰ投 ◎59m03 林　真暉人 敦賀高３ ◎52m52 手塚　智大 小松工業高２ 39m03 兼康　寿 敦賀高２ 37m40 近藤　崇生 寺井高２ 36m81 大川　響介 大実高２ 35m26 穴口勇軌人 小松工業高２

や り 投 50m78 堀川　耀生 大聖寺高２ 45m75 大川　響介 大実高２ 45m00 中田　啓太 寺井高２ 44m31 干場　正輝 寺井高２ 43m85 藤本　亮聖 寺井高２ 43m73 山本　大誠 小松工業高１

（女子の部）

記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名 記録 風速 氏  名

100m 12"66 +1.9 深尾さくら 北辰中３ 12"68 +1.9 宮口　愛子 紫錦台中１ 12"85 +1.9 吉田　唯莉 西南部中２ 12"91 +1.9 江口　寿 敦賀高２ 12"99 +1.9 長木なつめ 河北台中１ 13"09 +1.9 橋場　慧実 紫錦台中３

200m 27"01 +1.9 吉田　唯莉 西南部中２ 28"24 +1.9 伊田　理奈 金沢学院東高１ 28"73 +1.9 森下　侑南 敦賀高１

400m 57"73 柴田　知春 敦賀高１ 63"31 田辺　香菜 敦賀高１ 65"75 水野　吏菜 敦賀高１

800m 2'28"94 梅谷　里菜 小松高２ 2'32"12 前田　珠里 西南部中２ 2'49"67 廣瀬　遙香 小松工業高２

3000m 10'17"28 猿見田裕香 西南部中３

100mH 15"17 +1.6 足立　晴香 敦賀高３ 15"61 +1.6 永田　咲絵 敦賀高１ 15"91 +1.6 六反田実優 小松高１

3000m競歩 15'15"05 片山　千里 野々市中３ 15'36"91 吉田　優海 中能登中２ 16'09"76 長　彩佳莉 松任中３ 17'26"53 小谷内里帆 松任中２ 18'45"15 松本　沙紀 西南部中２ 18'51"79 森下　彩音 松任中１

賢選抜ＪＯ 紫錦台中 敦賀高Ａ 敦賀高Ｂ 松任中 西南部中

走 高 跳 1m55 竹内　春奈 足羽高１ 1m40 高辻　純乃 山代中２ 1m30 大橋　玲香 松任中１

走 幅 跳 5m68 +1.7 足立　晴香 敦賀高３ 5m31 +1.3 林　玖瑠美 足羽高１ 4m99 +1.1 宮口　愛子 紫錦台中１ 4m80 +0.6 栗原　彩乃 敦賀高１ 4m72 +1.6 今井　麻友 紫錦台中２ 4m72 +0.6 芳賀　胡実 寺井高１

砲丸投 11m49 島田ひかり 敦賀高２ 9m46 高辻　紀乃 小松大谷高１ 8m68 仲山なつみ 敦賀高１ 8m09 狭間愛彩華 大実高２ 8m07 新田　麿理 金沢学院東２ 7m38 吉野　晴華 大実高２

円盤投 34m00 高辻　紀乃 小松大谷高１ 32m41 狭間愛彩華 大実高２ 31m07 島田ひかり 敦賀高２ 30m76 小谷内典子 石川陸協 26m99 小谷内萌里 小松大谷高１ 25m73 吉野　晴華 大実高２

や り 投 31m43 高辻　紀乃 小松大谷高１ 29m71 秋野かおり 小松大谷高１ 25m08 小谷内萌里 小松大谷高１ 21m04 桶谷有津美 小松工業高２

２位 ３位

長田・杉本・小林・山口
44"62

杉浦・木畑・山岸・木原

成田・高田・斎藤・吉田

柿田・澤野・平野・山﨑

５位 ６位

55"21 55"66

４位

川島・本田・小林・大橋
53"52

49"15

仲山・水野・田辺・永田

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｲｼｮﾝ

+1.1
晴
良

三浦・奥野・坂本・野田
45"53

６位

47"31
西野・濱・福島・前野

陸 上 競 技 会 成 績 表
温　　度

13時

28.6
64%

    順位
種目

１位 ４位 ５位

平成　25年　10月　6日（日曜日） 風　　速

加賀市陸上競技場 湿　　度
北

天　　候

風　　向

森下・栗原・江口・柴田
49"97

長木・深尾・池田・吉田

4×100m
リレー

51"21
今井・横山・橋場・宮口

50"78

44"49
4×100m
リレー 安田・山下・辻尾・石田

43"46

    順位
種目

１位 ２位 ３位


