
２０１１　第１回河北郡市陸上競技記録会
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寺井俊星 13秒97 能田　俊也 15秒74 木戸　寛太 15秒87 嶺蔭　優翔 15秒93 高僧　政輝 16秒01 勝泉拓也 16秒12 勝泉颯人 16秒25 河合　彪吾 16秒26

英っこクラブ (6) 風：+2.0 河北ＡＣ (6) 風：+2.0 河北ＡＣ (6) 風：+2.0 高松JrAC (5) 風：+1.7 河北ＡＣ宇ノ気 (6) 風：+2.0 英っこクラブ (6) 風：+2.0 英っこクラブ (3) 風：+2.5 河北ＡＣ宇ノ気 (6) 風：+2.0

寺井俊星 3分29秒11 能田　俊也 3分34秒55 河合　彪吾 3分35秒64 嶺蔭　優翔 3分43秒32 木戸　寛太 3分47秒58 竹中　凌駕 3分53秒01 沖野　将希 3分53秒01 澤本　拓実 3分56秒30

英っこクラブ (6) 　 河北ＡＣ (6) 　 河北ＡＣ宇ノ気 (6) 　 高松JrAC (5) 　 河北ＡＣ (6) 　 高松JrAC (4) 　 高松JrAC (5) 　 河北ＡＣ宇ノ気 (6) 　

澤本　拓実 3m74 高僧　政輝 3m47 中江　由揮 3m22

河北ＡＣ (6) 風：+1.9 河北ＡＣ (6) 風：+1.4 河北ＡＣ (6) 風：+2.1

白江　悠人 37m45 伍賀　龍生 26m05 大木　聖斗 21m77 滝上　祐馬 21m44 櫻井　滉太 20m59 一二三　朝陽 16m15 宮崎　一馬 16m03

高松JrAC (4) 　 河北ＡＣ (5) 　 高松JrAC (4) 　 河北ＡＣ (3) 　 高松JrAC (4) 　 高松JrAC (5) 　 #N/A 　

米田　朱里 14秒26 長木　なつめ 14秒63 上端彩朱伽 15秒09 澤村あゆみ 15秒83 髭本　侑依 15秒91 澤井 柚葉 16秒23 小笠原 朱里 16秒43 猪平菜月 16秒44

河北ＡＣ (6) 風：+1.4 河北ＡＣ (5) 風：+1.8 英っこクラブ (5) 風：+1.1 英っこクラブ (6) 風：+1.4 河北ＡＣ (4) 風：+1.3 津幡町陸上教室 (4) 風：+1.3 津幡町陸上教室 (5) 風：+1.1 英っこクラブ (6) 風：+1.4

小笠原 朱里 3分48秒65 澤村あゆみ 3分56秒21 澤井 柚葉 3分56秒61 上端彩朱伽 3分56秒69 酒井　結花 4分03秒36 猪平菜月 4分07秒03 今岡千丈 4分15秒63 沢村奈々穂 4分16秒74

英っこクラブ (6) 　 河北ＡＣ (6) 　 河北ＡＣ宇ノ気 (6) 　 高松JrAC (5) 　 河北ＡＣ (6) 　 高松JrAC (4) 　 高松JrAC (5) 　 河北ＡＣ宇ノ気 (6) 　

米田　朱里 3m89 長木　なつめ 3m61 山崎 紗也香 2m37

河北ＡＣ (6) 風：+1.9 河北ＡＣ (5) 風：+2.2 津幡町陸上教室 (4) 風：+0.7

杉本　未来 28m88 庄田　真奈 22m85 岡田　紗也加 21m86 桜井　美苗 21m21 髭本　侑依 16m38 一二三　舞桜 13m96 山本　日菜 13m15 畠中　珠里 11m12

河北ＡＣ (5) 　 河北ＡＣ (6) 　 高松JrAC (6) 　 高松JrAC (6) 　 河北ＡＣ (4) 　 高松JrAC (2) 　 高松JrAC (3) 　 高松JrAC (4) 　

中田　幸和 12秒18 尾山　阿喜 12秒23 山田　航汰 12秒35 中川　　凌 12秒37 上田　純也 12秒41 竹川　隆正 12秒72 山本健太朗 12秒78 高柳　 遼 12秒90

宇ノ気中学校 (2) 風：+2.0 津幡中学校 (3) 風：+2.0 河北台中学校 (3) 風：+2.0 津幡南中学校 (3) 風：+2.0 津幡中学校 (2) 風：+2.0 宇ノ気中学校 (3) 風：+2.0 津幡南中学校 (2) 風：+1.3 津幡中学校 (3) 風：+2.0

中川　　凌 24秒80 山田　航汰 25秒19 中田　幸和 25秒26 富山　史敬 25秒55 竹川　隆正 25秒61 渡辺　兼人 25秒64 猪平　裕希 25秒98 高柳　 遼 26秒24

津幡南中学校 (3) 風：+2.0 河北台中学校 (3) 風：+1.4 宇ノ気中学校 (2) 風：+1.6 宇ノ気中学校 (3) 風：+1.4 宇ノ気中学校 (3) 風：+2.0 津幡中学校 (3) 風：+2.0 津幡中学校 (3) 風：+2.0 津幡中学校 (3) 風：+2.0

中浦　拓翔 2分12秒39 中本　和希 2分13秒48 寺井　大希 2分17秒39 髙橋　佳生 2分19秒15 廣田　岬己 2分20秒42 中村　　匠 2分23秒05 新出　航平 2分23秒93

松陵中学校 (3) 津幡南中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 津幡中学校 (3) 津幡南中学校 (3) 津幡中学校 (3)

前谷内恒介 4分18秒68 中本　和希 4分32秒32 鈴木　彰人 4分39秒07 本吉　昴太 4分40秒19 伏見谷　敦 4分44秒67 髙橋　佳生 4分48秒96 中村　　匠 4分51秒01 新出　航平 4分53秒10

津幡南中学校 (3) 津幡南中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (3) 津幡中学校 (3)

前谷内恒介 9分32秒00 本吉　昴太 9分47秒04 伏見谷　敦 9分47秒25 鈴木　彰人 9分53秒90 大島　健児 10分12秒05 亀田　大貴 10分21秒16 北野　真梧 10分24秒20 池上　充輝 10分26秒52

津幡南中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3)

猪平　裕希 6m08 尾山　阿喜 5m75 上田　純也 5m07 宮本　淳司 4m77 武田　晃英 4m75 前川　　匠 4m60 白澤　星龍 4m39 坪坂　政輝 4m37

津幡中学校 (3) 風：+2.6 津幡中学校 (3) 風：+0.8 津幡中学校 (2) 風：+0.5 宇ノ気中学校 (3) 風：+1.0 津幡南中学校 (2) 風：+0.7 津幡南中学校 (3) 風：+2.2 宇ノ気中学校 (2) 風-0.1 津幡南中学校 (2) 風：+1.4

渡辺　兼人 9m64 樋口　侑哉 8m94 髙橋　健吾 8m87 専能　翔平 7m89 北濱　樹 7m03 番井　響生 4m06

津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡南中学校 (3) 津幡中学校 (2) 宇ノ気中学校 (2) 宇ノ気中学校 (2)

源　幸徳 1m45 山口　幹太 1m45 倉知　志門 1m45 杉田健太郎 1m40 二瓶　文太 1m35 武藤　蓮 1m35 北川　成弥 1m35 今村　仁俊 1m30

宇ノ気中学校 (2) 津幡中学校 (3) 津幡中学校 (3) 津幡南中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 宇ノ気中学校 (2) 津幡中学校 (3) 宇ノ気中学校 (2)

秋田　理沙 12秒77 能田　奈央 13秒40 高田　実幸 13秒51 奥野　美帆 13秒65 西田　千晴 13秒79 南保みなみ 13秒84 前田　詩帆 13秒86 出島ちはる 13秒94

河北台中学校 (3) 風：+1.6 河北台中学校 (3) 風：+1.6 河北台中学校 (3) 風：+1.6 津幡南中学校 (3) 風：+1.6 河北台中学校 (2) 風：+1.7 津幡南中学校 (2) 風：+1.6 宇ノ気中学校 (3) 風：+1.6 津幡南中学校 (2) 風：+1.6

秋田　理沙 25秒99 奥野　美帆 27秒97 南保みなみ 28秒33 前田　詩帆 28秒56 西田　多恵 28秒61 表　ひかる 28秒77 和田　まどか 29秒44 宮嶋　美徳 30秒19

河北台中学校 (3) 風：+2.5 津幡南中学校 (3) 風：+2.5 津幡南中学校 (2) 風：+2.5 宇ノ気中学校 (3) 風：+2.5 河北台中学校 (3) 風：+2.5 河北台中学校 (3) 風：+2.5 津幡高等学校 (2) 風：+3.5 河北台中学校 (3) 風：+3.5

高田　実幸 2分24秒11 岡本　真実 2分38秒18 紺谷　郁歩 2分40秒66 北本　妃南 2分46秒49 山本　涼香 2分48秒88 山﨑真祐子 2分49秒14 岡島　佑佳 2分50秒23 加藤　利奈 2分50秒32

河北台中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 河北台中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 津幡中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 河北台中学校 (2)

北本　妃南 5分14秒83 岡本　真実 5分15秒85 西田　千晴 5分16秒36 中條屋茉那 5分17秒11 北川　千夏 5分24秒52 中　　彩音 5分28秒39 山﨑真祐子 5分44秒07 松浦　由衣 5分46秒08

津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 河北台中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 津幡中学校 (2) 津幡中学校 (3)

重藤佑梨 4m72 中野　花菜 4m50 山本　美樹 4m37 能田　奈央 4m37 竹村紗央里 4m34 出島ちはる 4m28 杉本　愛実 4m24 木越　　葵 4m02

高松中学校 (3) 風：+3.7 河北台中学校 (2) 風：+1.7 宇ノ気中学校 (3) 風：+1.5 河北台中学校 (3) 風：+2.5 津幡中学校 (3) 風：+0.9 津幡南中学校 (2) 風：+1.4 河北台中学校 (3) 風：+2.2 津幡南中学校 (2) 風：+2.7

遠藤　奈津実 7m98 谷祐希 7m35 澤野　真衣 6m96 油野　静香 6m89 木越　　葵 6m82 鈴木　優花 6m58

宇ノ気中学校 (3) 高松中学校 (3) 宇ノ気中学校 (3) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2) 津幡南中学校 (2)

国谷妃菜乃 1m30 遠田　藍理 1m25 青崎杏那 1m20 西鍜治佳奈 1m15 大菅　愛永 1m15 岡島　佑佳 1m15

津幡中学校 (3) 河北台中学校 (3) 高松中学校 (3) 津幡南中学校 (3) （４位） 津幡南中学校 （４位） 津幡南中学校 (2)
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8　　位

津幡運動公園陸上競技場
平成23年4月24日（日）　　くもり

1　　位 2　　位 3　　位 4　　位 5　　位 6　　位 7　　位

岩尾　優 12秒08 阿部　吾郎 12秒13 林　孝明 12秒34 西川　雄二 12秒36 漁　海門 12秒38 片岡　亨介 12秒49

石川工専 (2) 風：+2.4 津幡高等学校 (1) 風：+2.4 石川工専 (3) 風：+2.4 津幡高等学校 (3) 風：+2.4 石川工専 (2) 風：+2.4 石川工専 (2) 風：+0.9

阿部　吾郎 24秒35 川嶋　泰仁 24秒98 惣島　春樹 25秒61 迫本　元気 26秒94

津幡高等学校 (1) 風：+3.4 石川工専 (3) 風：+3.4 津幡高等学校 (2) 風：+3.4 津幡高等学校 (1) 風：+3.4

西川　雄二 2分09秒34 黒越　隆宏 2分09秒41 平野　大介 2分13秒10 有江　隼人 2分33秒36

津幡高等学校 (3) 石川工専 (2) 石川工専 (2) 津幡高等学校 (2)

秋田　康孝 4分33秒16 大田　和宏 5分00秒24

石川工専 (3) 津幡高等学校 (1)

中谷　和樹 10分09秒25 上月　尚晃 10分18秒88

津幡高等学校 (3) 津幡高等学校 (2)

大田　和宏 1m70

津幡高等学校 (1)

山崎　克也 5m32

津幡高等学校 (2)

岩尾　優 12m38

石川工専 (2) 風：+1.5

和田　まどか 14秒08

津幡高等学校 (2) 風：+0.8

横越　みどり 29秒74 山田　朊美 30秒42 浅野　朱李 30秒44

石川工専 (3) 風：+3.5 石川工専 (3) 風：+3.5 石川工専 (3) 風：+3.5

田中　佳織 2分35秒53 加納　美貴子 2分41秒84

津幡高等学校 (2) 石川工専 (3)

田中　佳織 5分13秒99 松並　理沙子 5分16秒16

津幡高等学校 (2) 石川工専 (2)

石田　健悟 11秒91 梅村　悠介 11秒93 柳谷　竜登 11秒99 杉田　多翔史 12秒15 土井　瑛平 12秒16 嘉美雄大 12秒29

石川工専 (4) 風：+1.5 石川工専 (4) 風：+1.5 石川工専 (S1) 風：+1.5 石川工専 (S2) 風：+2.4 石川陸協 () 風：+1.5 PFU () 風：+1.5

嘉美雄大 24秒61

PFU () 風：+3.4

堀谷　将大 2分07秒98 桶谷　尚由 2分08秒15

金沢星稜大学 (2) 金沢星稜大学 (4)

北川　昌秀 4分42秒19

物見山クラブ ()

石塚　渉 10分17秒18

金沢星稜大学 (3)

石塚　渉 10分17秒18

金沢星稜大学 (3)

泉　集心 14m08 鈴木　豪論 12m49 土井　瑛平 12m31 寺林　駿 12m29 本江　雄樹 11m93

石川工専 (5) 風：+1.3 金沢星稜大学 (3) 風：+1.2 石川陸協 () 風：+0.6 石川陸協 () 風：+1.4 石川工専 (4) 風：+3.5

道畑　琢人 8m83
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