
２０１２　第２回河北郡市陸上競技記録会

氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録

杉本　壮 14秒67 井村　優斗 14秒99 干場 大樹 15秒10 宮坂　侑希 15秒44 沖野真那希 15秒62 白江　駿亮 15秒73 野村 慶二郎 15秒75 勝泉 颯人 15秒78

河北ＡＣ (6) 風：+0.4 河北ＡＣ (6) 風：+0.4 津幡ＪｒＡＣ (5) 風：+1.4 河北ＡＣ (6) 風：+0.4 高松ＪrＡＣ (4) 風：+0.6 河北ＡＣ (6) 風：+0.4 津幡ＪｒＡＣ (4) 風：+0.2 津幡ＪｒＡＣ (4) 風：+0.6

吉田 武司 3分25秒24 干場 大樹 3分33秒47 室谷 拓実 3分34秒60 伍賀　龍希 3分35秒00 野村 慶二郎 3分36秒04 竹中　凌雅 3分36秒96 嶺蔭　優翔 3分40秒71 勝泉 颯人 3分44秒37

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

嶺蔭　優翔 1m30 竹中　凌雅 1m24 橋本　淳 1m12 今村　凌也 1m09 桜井　創太 1m09 沖野　将希 1m09 北西　大希 1m09 木戸　夕斗 1m06

高松ＪrＡＣ (6) 風：+0.0 高松ＪrＡＣ (5) 風：+0.0 河北ＡＣ (6) 風：+0.0 河北ＡＣ (6) 風：+0.0 高松ＪrＡＣ (6) 風：+0.0 高松ＪrＡＣ (6) 風：+0.0 河北ＡＣ (6) 風：+0.0 河北ＡＣ (6) 風：+0.0

井村　優斗 3m72 杉本　壮 3m64 橋本　淳 3m44 滝上　佑真 2m94 小杉　亮太 2m35 秒00 m00 秒00 m00 秒00 m00

河北ＡＣ (6) 風-0.4 河北ＡＣ (6) 風-0.6 河北ＡＣ (6) 風：+0.5 河北ＡＣ (4) 風-1.3 高松ＪrＡＣ (4) 風-0.5  () 風：+0.0  () 風：+0.0  () 風：+0.0

白江　悠人 38m97 北西　大希 33m73 櫻井　滉太 33m08 伍賀　龍希 31m91 竹谷　奏太 26m89 宮崎　一馬 19m21 中村　幸誠 14m06 秒00 m00

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

長木　なつめ 13秒65 上端 彩朱伽 14秒30 澤井 柚葉 14秒70 押田　涼 15秒21 中山　侑香 15秒34 杉本　未来 15秒39 小笠原 朱里 15秒54 吉田　すず花 15秒58

河北ＡＣ (6) 風：+2.1 津幡ＪｒＡＣ (6) 風：+2.1 津幡ＪｒＡＣ (5) 風：+0.6 志賀Jr陸上 (5) 風：+0.6 河北ＡＣ (6) 風：+2.1 河北ＡＣ (6) 風：+2.1 津幡ＪｒＡＣ (6) 風：+2.1 河北ＡＣ (5) 風：+0.0

小笠原 朱里 3分25秒92 澤井 柚葉 3分29秒30 酒井　結花 3分43秒33 中川 陽菜 3分46秒98 上端 彩朱伽 3分47秒32 登坂　　茜 3分53秒01 谷本 沙柚佳 3分53秒32 金谷　萌果 3分58秒62

津幡ＪｒＡＣ (6) 　 津幡ＪｒＡＣ (5) 　 高松ＪrＡＣ (6) 　 津幡ＪｒＡＣ (4) 　 津幡ＪｒＡＣ (6) 　 高松ＪrＡＣ (4) 　 津幡ＪｒＡＣ (5) 　 高松ＪrＡＣ (5) 　

金谷　萌果 1m09 畠中　珠里 1m00 秒00 m00 秒00 m00 秒00 m00 秒00 m00 秒00 m00 秒00 m00

高松ＪrＡＣ (5) 風：+0.0 高松ＪrＡＣ (5) 風：+0.0  () 風：+0.0  () 風：+0.0  () 風：+0.0  () 風：+0.0  () 風：+0.0  () 風：+0.0

長木　なつめ 4m22 中山　侑香 3m63 吉田　すず花 3m56 杉本　未来 3m33 中江はづき 3m04 山本　日菜 2m98 秒00 m00 秒00 m00

河北ＡＣ (6) 風-0.6 河北ＡＣ (6) 風-0.2 河北ＡＣ (5) 風-1.6 河北ＡＣ (6) 風-0.6 高松ＪrＡＣ (5) 風-1.8 高松ＪrＡＣ (4) 風：+0.5  () 風：+0.0  () 風：+0.0

西谷内　咲子 25m48 酒井　結花 23m31 山田　莉沙 22m78 小河　愛珠 18m48 木下　　遥 14m97 早川　結彩 10m58 竹田　安里 10m38 秒00 m00

志賀Jr陸上 (5) 　 高松ＪrＡＣ (6) 　 高松ＪrＡＣ (3) 　 高松ＪrＡＣ (6) 　 高松ＪrＡＣ (3) 　 高松ＪrＡＣ (2) 　 高松ＪrＡＣ (5) 　  () 　

西谷　胤耶 12秒09 小泉　俊介 12秒40 飯田亜沙都 12秒72 北井　　塁 12秒90 細井　岳央 12秒90 高橋　星矢 12秒92 髙橋　佳生 12秒97 能任　一雅 13秒08

内灘中 (2) 風：+0.9 河北台中 (2) 風：+0.9 津幡南中 (2) 風：+0.0 河北台中 (2) 風：+0.0 河北台中 (2) 風：+0.0 河北台中 (2) 風：+0.0 津幡南中 (3) 風：+0.0 宇ノ気中 (1) 風：+0.0

小泉　俊介 24秒43 飯田亜沙都 25秒46 能任　一雅 26秒14 北井　　塁 26秒34 高橋　星矢 26秒40 吉藤　直希 26秒77 鈴木　善春 27秒11 村谷　季輝 27秒16

河北台中 (2) 風：+0.6 津幡南中 (2) 風：+0.6 宇ノ気中 (1) 風：+1.3 河北台中 (2) 風：+0.6 河北台中 (2) 風：+1.3 津幡南中 (2) 風：+1.3 津幡南中 (2) 風：+1.3 津幡南中 (2) 風：+1.3

渡辺　巧人 2分13秒62 専能　翔平 2分15秒46 寺井　俊星 2分26秒99 橋本　　樹 2分27秒31 角田　祐基 2分30秒36 木下　慧大 2分32秒97 新谷　拓哉 2分33秒72 岡部　太我 2分34秒16

津幡南中 (2) 津幡中 (3) 津幡中 (1) 河北台中 (2) 河北台中 (2) 内灘中 (2) 宇ノ気中 (2) 宇ノ気中 (2)

髙橋　佳生 4分34秒63 吉田　侑平 4分35秒02 亀田　大貴 4分35秒27 大島　健児 4分44秒48 森永　祐生 4分45秒42 山下　卓冶 4分47秒78 沢村  仁哉 4分49秒95 新谷　拓哉 4分52秒14

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

廣田　拓己 10分34秒01 堀田　涼太 10分34秒67 専能　翔平 10分37秒25 元川　開斗 10分42秒44 河合　彪吾 10分48秒91 中　瑠樹也 11分21秒19 宮下　涼 11分53秒65 木下　翔伍 12分24秒58

津幡中 (3) 津幡中 (2) 津幡中 (3) 津幡中 (2) 宇ノ気中 (1) 津幡中 (1) 宇ノ気中 (1) 宇ノ気中 (2)

西谷　胤耶 5m50 向野　峻平 4m56 北島　　周 4m52 松田　一貴 4m48 山名田　恭吾 4m43 四十澤　透 4m42 野崎　翔太 4m35 高僧　政輝 4m28

内灘中 (2) 風：+0.7 津幡中 (2) 風：+1.2 津幡南中 (2) 風：+2.9 津幡南中 (2) 風：+1.2 宇ノ気中 (1) 風：+1.0 内灘中 (2) 風：+0.7 内灘中 (2) 風：+1.6 宇ノ気中 (1) 風：+0.2

沖野　良星 9m97 細井　岳央 8m88 小杉　隆成 7m67 角田　祐基 7m30 中居　恭兵 5m96 三内　健太 5m72 辻　　大智 5m37 表　　昇吾 5m00

津幡中 (2) 河北台中 (2) 内灘中 (2) 河北台中 (2) 内灘中 (1) 宇ノ気中 (2) 津幡南中 (1) 内灘中 (1)

藤間　悠弥 1m56 橋本　　樹 1m40 酒井　　準 1m35 荒井　真治 1m30 前﨑隆一朗 1m30 秒00 m00 秒00 m00 秒00 m00

宇ノ気中 (2) 河北台中 (2) 内灘中 (2) 内灘中 (2) 内灘中 (1)  ()  ()  ()

長木かりん 13秒26 西田　千晴 13秒31 西田　莉彩 13秒70 沖野　由佳 13秒88 洲崎　有加 13秒90 廣瀨　智海 13秒97 天池　菜摘 13秒97 板井　春菜 13秒98

河北台中 (2) 風：+1.4 河北台中 (3) 風：+1.4 河北台中 (2) 風：+2.7 高松中 (2) 風：+1.4 津幡南中 (1) 風：+1.3 宇ノ気 (2) 風：+2.7 津幡南中 (2) 風：+2.7 河北台中 (2) 風：+2.7

西田　千晴 27秒14 沖野　由佳 28秒41 竹森　楓華 29秒23 加藤　佑香 29秒53 瀬戸　彩乃 29秒68 奥野　美和 29秒81 中本　璃奈 29秒91 山田恵里花 29秒94

河北台中 (3) 風：+1.3 高松中 (2) 風：+1.3 高松中 (2) 風：+1.3 河北台中 (2) 風：+0.7 津幡南中 (2) 風：+0.7 宇ノ気 (2) 風：+0.5 押水中 (2) 風：+1.3 津幡中 (2) 風：+0.7

庄田こころ 2分13秒62 北本　妃南 2分15秒46 竹田　果歩 2分26秒99 喜多西莉緒 2分27秒31 中條屋茉那 2分30秒36 櫻井　美苗 2分32秒97 中　　洋恵 2分33秒72 山本　杏奈 2分34秒16

河北台中 (2) 津幡南中 (3) 高松中 (2) 河北台中 (2) 津幡南中 (3) 高松中 (1) 津幡南中 (2) 津幡中 (2)

中　　彩音 5分15秒82 北川　千夏 5分16秒69 谷口　　舞 5分20秒07 川端　海友 5分21秒17 橋本　佳奈 5分23秒23 小蔵つかさ 5分24秒08 山﨑真祐子 5分31秒70 荒木田愛美 5分32秒04

津幡南中 (3) 津幡南中 (3) 津幡中 (2) 高松中 (1) 津幡南中 (2) 津幡南中 (1) 津幡中 (3) 津幡南中 (2)

長木かりん 4m54 髙　　愛奈 4m40 架谷　友紀 4m40 前田　愛乃 4m29 表　　千聖 4m28 大菅　華永 4m21 廣瀨　智海 4m12 瀬戸　彩乃 3m94

河北台中 (2) 風-0.3 津幡中 (2) 風-1.0 河北台中 (2) 風-0.8 津幡南中 (2) 風-0.4 河北台中 (2) 風：+0.0 津幡南中 (2) 風：+0.1 宇ノ気 (2) 風-0.5 津幡南中 (2) 風-2.1

政木　七海 9m97 桐原くるみ 8m88 水嶋　綾香 7m67 山口　美優 7m30 山本　瑞恵 5m96 油井　保奈美 5m72 及川　優香 5m37 天池　菜摘 5m00

津幡南中 (2) 津幡南中 (2) 津幡南中 (1) 津幡中 (2) 津幡南中 (2) 宇ノ気 (2) 津幡南中 (1) 津幡南中 (2)

板井　春菜 1m25 髙橋　真季 1m25 竹田　果歩 1m20 松田　彩里 1m20 中本　　栞 1m20 奥田　真帆 1m20 能口　遥陽 1m15 松浦　綾夏 1m15

河北台中 (2) 津幡南中 (2) 高松中 (2) 河北台中 (2) 津幡中 (2) 宇ノ気 (2) 河北台中 (1) （7位） 河北台中 (1) （7位）
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２０１２　第２回河北郡市陸上競技記録会

氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録 氏名 記録

8　　位

うのけ総合公園陸上競技場
平成24年9月1日（土）　　はれ

1　　位 2　　位 3　　位 4　　位 5　　位 6　　位 7　　位

岸本　直 12秒05 竹田　佑也 12秒49 酒井　大和 12秒51 五十嵐　恭輔 12秒72 櫻井　翔太 12秒76 竹川　隆正 12秒94

金沢市工 (2) 風：+0.9 金沢市工 (1) 風：+0.0 金沢市工 (2) 風：+0.0 金沢市工 (2) 風：+0.0 金沢市工 (1) 風：+0.0 金沢市工 (1) 風：+0.0

高崎　拓也 25秒40 五十嵐　恭輔 25秒47 秒00 秒00 秒00 秒00

金沢市工 (1) 風：+0.6 金沢市工 (2) 風：+0.6  () 風：+0.0  () 風：+0.0

岸本　直 1m70

金沢市工 (2)

小野　弘登 11秒57 安達　哲郎 12秒28 北川　昌秀 12秒43 茶谷　智也 12秒68

金沢医科大 (1) 風：+0.9 　かほく市陸協 () 風：+0.9 物見山クラブ () 風：+0.9 白山ＡＣ () 風：+0.0

茶谷　智也 25秒64

白山ＡＣ () 風：+0.6

中谷　和樹 4分32秒67

金沢星稜大 (1)

中本　義久 9m99

宝達志水町 ()

島田　瑶子 12秒77

金沢医科大 (1) 風：+1.4

島田　瑶子 26秒30

金沢医科大 (1) 風：+1.3
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