
令和２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62回　石川県高等学校新人陸上競技大会 令和２年９月１７日（木）～９月１９日（土）

T
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

18日 １００ｍ 小林　　研太(2) 10.72 新藤　　千馬(1) 10.97 橋本　　航樹(2) 11.04 髙井　　克真(2) 11.11 新田　　　響(1) 11.17 山田　　航生(2) 11.17 廣野　　滉大(2) 11.22 高平　　拓海(2) 11.39

風:+1.6 金沢 石川高専 金沢西 金沢 輪島 星稜 金沢桜丘 北陸学院

19日 ２００ｍ 小林　　研太(2) 22.21 橋本　　航樹(2) 22.46 廣野　　滉大(2) 22.59 北　　　隆生(2) 22.76 新田　　　響(1) 22.79 羽田　　悟士(2) 23.15 増井　　幸輝(2) 23.15 三柳　　遥暉(1) 23.17

風:-0.7 金沢 金沢西 金沢桜丘 小松工 輪島 金沢 星稜 鵬学園

17日 ４００ｍ 三柳　　遥暉(1) 48.44 竹中　　順思(2) 51.00 正眞　　拳斗(2) 51.32 坂本　　一真(1) 51.44 立浪　　紘佑(2) 51.54 橋本　　凱成(2) 51.83 中村　　環優(2) 53.10 山下　　大輝(2) 54.48

男 鵬学園 NGR 金沢二水 鶴来 星稜 石川高専 小松 星稜 金沢

19日 ８００ｍ 正眞　　拳斗(2)  1:56.19 竹中　　順思(2)  1:58.16 森田　　澪耀(1)  2:00.69 北　　蒼太朗(2)  2:00.91 石崎　仁一朗(2)  2:02.75 飯田　　利識(2)  2:03.95 相河　　裕希(2)  2:04.41 西村　　彰馬(1)  2:10.41

鶴来 金沢二水 金沢 小松 金沢 星稜 金沢泉丘 七尾

子 17日 １５００ｍ 三浦　　一真(1)  4:08.37 石本　　　雅(2)  4:08.59 美馬　　伊吹(1)  4:11.14 雨池　　祐大(2)  4:11.80 定塚　　利心(1)  4:13.39 高桑　　　涼(2)  4:14.93 櫻井　　建太(1)  4:18.35 室谷　　拓実(2)  4:19.72

遊学館 小松工 遊学館 金沢錦丘 星稜 金沢学院 星稜 金沢桜丘

19日 ５０００ｍ 川森　　結翔(2) 15:25.02 清水　　亜琉(2) 15:34.35 定塚　　利心(1) 15:35.63 吉田　　悠飛(2) 16:08.03 石本　　　雅(2) 16:18.16 櫻井　　建太(1) 16:18.22 雨池　　祐大(2) 16:39.12 室谷　　拓実(2) 16:49.19

ト 遊学館 遊学館 星稜 金沢二水 小松工 星稜 金沢錦丘 金沢桜丘

17日 １１０ｍＨ 上出　　隼司(2) 15.24 小林　　公輝(1) 15.45 山本　　　築(2) 15.76 松本　　航季(2) 15.84 畑　　　優一(2) 15.89 多島　　翔和(2) 16.45 新家　　　遼(2) 16.73 鶴山　　航汰(2) 17.08

風:+0.9 星稜 穴水 金沢西 金沢 津幡 小松工 金沢西 石川県立工

ラ 19日 ４００ｍＨ 中村　　環優(2) 57.02 西藏　　信吾(2) 57.75 山本　　　築(2) 58.27 奥村　慎太郎(2) 58.67 多島　　翔和(2) 58.69 澤井　　克樹(1) 58.72 宮田　　和弥(2)  1:00.17

星稜 金沢辰巳丘 金沢西 金沢 小松工 金沢 小松明峰

18日 ３０００ｍＳＣ 吉田　　悠飛(2)  9:46.24 常光　　拓真(2)  9:57.22 雨池　　祐大(2) 10:10.71 北口　　義己(2) 10:18.98 藤井　　伸龍(2) 10:35.98 宮田　　和希(2) 10:42.91 曽山　　　和(2) 10:54.16 池端　　勇太(1) 11:09.47

ッ 金沢二水 遊学館 金沢錦丘 小松 小松 金沢二水 羽咋工 小松大谷

18日 ５０００ｍＷ 山本　　優喜(2) 23:24.12 塩木　　大貴(2) 24:57.80 川根　　柊也(1) 25:30.42 増田　　悠希(1) 25:49.65 坂井　　皇仁(1) 27:47.51 山口　　侑樹(1) 27:58.99 牧野　　由侑(2) 28:41.99 上野　　雄琉(2) 29:38.59

輪島 輪島 小松工 星稜 金沢西 金沢学院 金沢二水 津幡

18日 ４×１００ｍ 金沢 41.70 星稜 42.91 金沢西 43.37 小松工 43.45 輪島 44.32 金沢桜丘 44.34 石川高専 44.79 小松 45.02

ク    髙井　　克真(2) NGR    辰巳　　真心(2)    髙藤　　　翔(2)    澤田　　歩夢(2)    浅井　光太郎(1)    村奈嘉　大輝(2)    川渕　　希星(2)    下出　　嵐士(2)

   小林　　研太(2)    奥野　　楓馬(1)    橋本　　航樹(2)    北　　　隆生(2)    新田　　　響(1)    廣野　　滉大(2)    伊戸川　幹太(1)    梶井　　基成(1)

   津田　　葵音(2)    山田　　航生(2)    石田　　庵琳(1)    喜多　　柊斗(2)    鶴竹　　優太(1)    松永　　宗弥(2)    立浪　　紘佑(2)    南出　　晃汰(1)

   山下　　大輝(2)    増井　　幸輝(2)    新家　　　遼(2)    坂東　　知也(1)    山下　　裕己(1)    深堀　　修太(2)    亀田　　晃弥(2)    井村　健太郎(2)

19日 ４×４００ｍ 星稜  3:24.32 金沢  3:24.68 小松工  3:25.60 小松  3:29.13 金沢西  3:30.91 金沢桜丘  3:32.36 鵬学園  3:32.40 金沢二水  3:35.49

   中村　　環優(2)    山下　　大輝(2)    中筋　　光亮(2)    橋本　　凱成(2)    石田　　庵琳(1)    松永　　宗弥(2)    青木　　朋矢(2)    佐藤　　　響(2)

   山田　　航生(2)    澤井　　克樹(1)    喜多　　柊斗(2)    井村　健太郎(2)    髙藤　　　翔(2)    廣野　　滉大(2)    恒川　　春道(1)    竹中　　順思(2)

   増井　　幸輝(2)    羽田　　悟士(2)    澤田　　歩夢(2)    北　　蒼太朗(2)    池野　　拓人(1)    村奈嘉　大輝(2)    三柳　　遥暉(1)    古西　浩太朗(2)

   辰巳　　真心(2)    奥村　慎太郎(2)    北　　　隆生(2)    塚野　　岳陽(1)    穴田　　拓慎(2)    浅井　　修斗(2)    向永　　武琉(2)    渡辺　　春希(1)

17日 走高跳 坂本　　叶汰(2) 1m95 向永　　武琉(2) 1m95 本田　　大騎(1) 1m80 松原　　侑生(2) 1m80 松本　　航季(2) 1m80 中谷　　侑生(1) 1m80 津田　　葵音(2) 1m80 栄田　　　柊(2) 1m80

男 大聖寺実 鵬学園 鹿西 小松工 金沢 金沢泉丘 金沢 小松明峰

19日 棒高跳 舟木　　宝月(1) 3m80 角永　　都和(1) 3m20 松本　　聡介(2) 2m40 同順:栄田　　柊(2) 2m40

子 金沢 金沢泉丘 金沢泉丘 小松明峰

17日 走幅跳 津田　　葵音(2)   6m99 門田　　吉平(1)   6m63 渡辺　　春希(1)   6m61 亀田　　晃弥(2)   6m35 安田　　信志(1)   6m26 内田　　龍輝(2)   6m15 佐藤　　　響(2)   6m11 原田　　隼治(2)   6m01

フ 金沢-1.4 星稜+0.1 金沢二水-0.1 石川高専-0.3 金沢-0.6 金沢泉丘-0.2 金沢二水+0.1 金沢西-0.4

19日 三段跳 山田　　航生(2)  14m08 津田　　葵音(2)  13m65 原田　　隼治(2)  13m23 伊戸川　幹太(1)  13m10 佐藤　　　響(2)  12m36 門田　　吉平(1)  12m35 柳森　　絢斗(2)  12m33 吉本　　洸希(2)  12m32

ィ 星稜-0.3 金沢-0.1 金沢西-0.3 石川高専+0.5 金沢二水-0.8 星稜-0.8 羽咋工 0.0 羽咋-0.1
18日 砲丸投 青木　　朋矢(2)  11m53 川島　　康汰(2)  11m28 嶌村　　　翼(1)  11m27 本谷　　謙治(2)  10m93 加藤　　亮太(2)  10m92 岡﨑　颯太郎(1)  10m87 松谷　　達都(2)  10m56 林　　　優汰(2)  10m52

｜ 鵬学園 小松工 星稜 飯田 金沢 羽咋工 金沢二水 小松工
19日 円盤投 松本　　陵汰(2)  35m57 加藤　　亮太(2)  31m22 川島　　康汰(2)  31m19 松居　　　環(1)  29m25 本谷　　謙治(2)  28m02 山口　　颯斗(2)  26m90 福島　　大河(2)  26m07 嶌村　　　翼(1)  25m94

ル 小松工 金沢 小松工 北陸学院 飯田 七尾東雲 石川高専 星稜
17日 ハンマー投 山口　　颯斗(2)  43m29 清水　　貫汰(2)  40m65 林　　　優汰(2)  40m20 濱田　　　匠(1)  29m90 山本　　大稀(2)  25m16 堀内　　鼓太(2)  24m32 永江　　隆和(2)  22m83 青地　　貴大(1)  21m54

ド 七尾東雲 羽咋 小松工 七尾東雲 小松工 能登 鹿西 七尾
17日 やり投 桜井　　理翁(2)  51m56 青木　　朋矢(2)  50m94 大星　　宏貴(2)  46m16 浦野　　遥翔(2)  45m70 小林　　研太(2)  43m02 松居　　　環(1)  42m86 上田　　一斗(2)  41m99 森髙　　蒼麗(2)  41m00

星稜 鵬学園 鵬学園 飯田 金沢 北陸学院 金沢西 星稜
男 17日 八種競技 辰巳　　真心(2)  4788 岩野　　歩夢(2)  3799 一二三　奎明(2)  3445 土井　理太郎(1)  2860 近藤　　敬太(1)  2690 佐野　　敬一(1)  2012
子 星稜 羽咋工 穴水 小松明峰 石川高専 七尾
混 11.33-6m04-9m33-52.15 12.11-5m88-8m11-55.04 12.56-5m46-7m01-58.28 12.61-5m12-5m78-57.31 12.32-5m10-6m21-57.03 13.17-4m63-5m07-1:00.50

成 15.44-36m26-1m75-5.15.99 19.70-33m50-1m50-5.05.53 19.44-32m56-1m55-5.12.64 23.44-20m32-1m45-5.05.71 21.14-27m42-NM-5.31.90 23.48-23m58-NM-5.44.23

学校別 総 合 金沢 111点 星稜 108点 小松工 77点 金沢西 50点 金沢二水 47点 鵬学園 39点 遊学館 36点 石川高専 29点

得　点 ト ラ ッ ク 星稜 66点 金沢 63点 金沢西 41点 小松工 40点 遊学館 36点 金沢二水 33点 輪島 27点 小松 23点

フ ィ ー ル ド 金沢 48点 小松工 37点 星稜 34点 鵬学園 28点 金沢泉丘 18.5点 七尾東雲 16点 金沢二水 14点 飯田 14点

混 成 星稜 8点 羽咋工 7点 穴水 6点 小松明峰 5点 石川高専 4点 七尾 3点

［　IH：石川県高校記録　ＧＲ：大会記録 F*:*回目が公認記録　］



令和２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62回　石川県高等学校新人陸上競技大会 令和２年９月１７日（木）～９月１９日（土）

T
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

18日 １００ｍ 蔵谷　　未空(2) 12.34 板谷　　笑子(2) 12.44 村田　　明梨(1) 12.60 酢谷　羽瑠菜(1) 12.73 堀田　麻優子(2) 12.75 坂井　　希帆(1) 12.83 山元　はるか(2) 12.92 明正　　真緒(2) 12.95

風:+0.9 鵬学園 北陸学院 小松商 星稜 金沢桜丘 星稜 小松商 小松大谷

19日 ２００ｍ 板谷　　笑子(2) 25.72 蔵谷　　未空(2) 25.88 村田　　明梨(1) 26.08 山科　　日和(2) 26.46 堀田　麻優子(2) 26.57 宮川　　璃子(1) 26.89 山元　はるか(2) 27.11 酢谷　羽瑠菜(1) 44.71

風:-0.3 北陸学院 鵬学園 小松商 金沢泉丘 金沢桜丘 鵬学園 小松商 星稜

17日 ４００ｍ 宮川　　璃子(1) 59.89 宍戸　　花帆(2) 59.97 山科　　日和(2)  1:00.37 滝本　　果南(1)  1:00.69 坂井　　希帆(1)  1:00.95 奥村　ののか(2)  1:02.31 西尾　　春香(2)  1:02.56 谷　　奈菜子(2)  1:03.01

女 鵬学園 小松商 金沢泉丘 星稜 星稜 小松明峰 北陸学院 金沢西

19日 ８００ｍ 谷口　　ゆき(2)  2:10.23 宍戸　　花帆(2)  2:19.45 垣田　　　愛(1)  2:19.94 石原　　妃菜(2)  2:22.05 寺坂　　涼帆(2)  2:22.48 濱野　　美生(2)  2:25.46 瀧田　　はな(2)  2:27.29 中林　　来望(2)  2:28.41

星稜 NGR 小松商 鵬学園 小松商 遊学館 金沢二水 遊学館 小松

子 17日 １５００ｍ 谷口　　ゆき(2)  4:25.41 山腰　　亜依(1)  4:31.45 垣田　　　愛(1)  4:35.81 示野　　悠奈(1)  4:45.84 石原　　妃菜(2)  4:51.96 山下　　愛結(2)  4:52.35 濱野　　美生(2)  4:53.36 山田　　吏桜(1)  4:54.24

星稜 NGR 遊学館 鵬学園 鵬学園 小松商 小松大谷 金沢二水 遊学館

19日 ３０００ｍ 示野　　悠奈(1)  9:52.25 船登　　菜月(2) 10:00.62 山下　　愛結(2) 10:19.74 平野　　　華(1) 10:24.60 新野　　莉璃(1) 10:39.52 東口　　佳澄(1) 10:45.22 飴山　　ねね(2) 10:55.12 庄田　　愛実(2) 11:25.44

ト 鵬学園 遊学館 小松大谷 星稜 鵬学園 小松商 小松大谷 小松

17日 １００ｍＨ 星場　　麗羽(2) 14.07 森田　　愛梨(2) 14.92 板谷　　笑子(2) 15.00 杉本　　玲子(2) 16.09 礪波　　萌奈(2) 16.17 源　　　桜来(1) 16.42 金丸　　希望(1) 16.46 中江　　那佑(1) 16.64

風:+0.8 鵬学園 =GR 星稜 北陸学院 金沢二水 金沢西 小松大谷 金沢商 星稜

ラ 19日 ４００ｍＨ 星場　　麗羽(2)  1:04.76 奥村　ののか(2)  1:05.96 森田　　愛梨(2)  1:06.43 宍戸　　花帆(2)  1:06.62 礪波　　萌奈(2)  1:08.62 畑中　　春香(2)  1:10.92 西尾　　春香(2)  1:11.61 大浦　　莉歩(1)  1:14.69

鵬学園 小松明峰 星稜 小松商 金沢西 北陸学院 北陸学院 小松商

17日 ５０００ｍＷ 飴山　　ねね(2) 24:03.83 宇都宮　彩乃(2) 27:10.50 東口　　佳澄(1) 27:11.21 西住　　早織(1) 27:52.84 吉野　緑呂久(2) 28:01.75 山本　　乃愛(1) 28:15.74 森下　　紗希(2) 28:19.39 新家　　彩桃(1) 28:53.17

ッ 小松大谷 NGR 星稜 小松商 七尾 小松大谷 鵬学園 北陸学院 小松

18日 ４×１００ｍ 鵬学園 49.73 北陸学院 50.09 金沢 50.76 小松商 51.68 小松明峰 52.45 金沢二水 52.51 金沢泉丘 52.52

   木下　　　遥(2)    北野　　結子(1)    別宗　　　陽(2)    山元　はるか(2)    北村　　綾菜(1)    牧　　　奈緒(1)    諸田　小百合(1)

   宮川　　璃子(1)    寺尾　　風香(2)    定仙　　千里(2)    村田　　明梨(1)    表　　　杏乃(1)    高見　　真由(2)    山科　　日和(2)

ク    蔵谷　　未空(2)    寺西　　莉子(2)    龍湖　　　唯(1)    宍戸　　花帆(2)    長高　　千心(1)    杉本　　玲子(2)    山禄　　夏美(1)

   星場　　麗羽(2)    板谷　　笑子(2)    向井　　美葵(1)    越田　　美海(2)    奥村　ののか(2)    髙尾　　咲羽(1)    山森　　奏奈(2)

19日 ４×４００ｍ 星稜  3:56.10 鵬学園  4:03.10 小松商  4:03.54 北陸学院  4:08.87 金沢泉丘  4:09.51 金沢  4:18.10 小松  4:19.00 金沢二水  4:21.08

   滝本　　果南(1)    星場　　麗羽(2)    宍戸　　花帆(2)    西尾　　春香(2)    山禄　　夏美(1)    定仙　　千里(2)    砂川　　愛実(2)    宮前　　有里(1)

   大塚　　葉月(2)    蔵谷　　未空(2)    山元　はるか(2)    寺西　　莉子(2)    山科　　日和(2)    龍湖　　　唯(1)    中林　　来望(2)    濱野　　美生(2)

   森田　　愛梨(2)    垣田　　　愛(1)    村田　　明梨(1)    寺尾　　風香(2)    池永　紗貴乃(1)    善田　　暖乃(2)    関　　ひかり(2)    杉本　　玲子(2)

   谷口　　ゆき(2)    宮川　　璃子(1)    石原　　妃菜(2)    板谷　　笑子(2)    山下　ひなた(2)    竹内　　　凪(2)    出口　萌々瑚(1)    牧　　　奈緒(1)

19日 走高跳 杉山　　汐里(1) 1m54 牧　　　奈緒(1) 1m54 源　　　桜来(1) 1m54 清水　　琴美(1) 1m50 木下　　　遥(2) 1m45 中田　　蒼唯(1) 1m45 林　　　優杏(1) 1m40

女 北陸学院 金沢二水 小松大谷 星稜 鵬学園 鶴来 金沢伏見

19日 棒高跳 東　　　愛花(2) 2m80 笹山　　葵衣(2) 2m70 清水　　琴美(1) 2m40 横瀬　　萌音(1) 2m10 寺岡　　湖音(1) 1m80

子 星稜 石川県立工 星稜 金沢泉丘 金沢西

17日 走幅跳 大塚　　葉月(2)   5m63 山田　里華子(2)   5m26 越田　　美海(2)   5m04 池田　　薫子(1)   4m98 西濱　　愛菜(2)   4m87 村田　　明梨(1)   4m86 中山　　和泉(1)   4m82 寺岡　　湖音(1)   4m77

フ 星稜-0.5 鶴来+0.7 小松商-0.8 星稜-0.2 北陸学院-2.7 小松商-0.8 北陸学院+0.3 金沢西-0.8

18日 三段跳 大塚　　葉月(2)  11m76 亀田　　聡美(2)  11m04 東　　　愛花(2)  10m96 西濱　　愛菜(2)  10m80 山田　里華子(2)  10m19 越田　　美海(2)  10m11 播磨　　七海(1)   9m99 杉本　　玲子(2)   9m75

ィ 星稜+0.2 石川県立工-0.6 星稜-0.6 北陸学院-0.4 鶴来-0.7 小松商-0.9 七尾-0.5 金沢二水-0.8

18日 砲丸投 岡田　　遥菜(2)  10m61 深沢　　千夏(1)  10m30 藤村　　真妃(2)  10m15 髙野　　紗弥(1)  10m02 上岸　　京香(2)   9m60 奥村　　季花(2)   8m74 橋本　帆乃花(1)   8m60 南　　　蒼依(1)   8m39

｜ 小松大谷 石川県立工 飯田 星稜 星稜 石川県立工 羽咋 小松工

19日 円盤投 岡田　　遥菜(2)  34m59 叶田　　楓奈(2)  28m20 宮坂　　怜暖(2)  25m76 上岸　　京香(2)  25m62 橋本　帆乃花(1)  24m32 近藤　　海里(2)  24m14 窪田　　璃恩(2)  24m13 藤村　　真妃(2)  23m81

ル 小松大谷 大聖寺実 星稜 星稜 羽咋 石川高専 能登 飯田

17日 ハンマー投 窪田　　璃恩(2)  34m71 米田　　　円(2)  24m19 南　　　蒼依(1)  22m34 奥村　　真愛(2)  20m32 福山　　千尋(2)  19m98 深沢　　千夏(1)  19m25 稲垣　　沙南(1)  18m10 奥村　　季花(2)  17m64

ド 能登 鶴来 小松工 志賀 小松大谷 石川県立工 志賀 石川県立工

17日 やり投 岡田　　遥菜(2)  44m44 橋本　帆乃花(1)  39m05 前田　　　凜(2)  35m41 米田　　　円(2)  32m04 近藤　　海里(2)  29m66 西沢　　由弥(2)  28m61 北村　　綾菜(1)  27m45 上岸　　京香(2)  26m89

小松大谷 羽咋 羽咋工 鶴来 石川高専 石川高専 小松明峰 星稜
女 18日 七種競技 谷　　　藍里(2)  3644 坂井　　海帆(2)  3616 高見　　真由(2)  3117 原　　　奈那(2)  3066 池野ケイラ文(1)  2900 中村　　りん(2)  2885 大浦　　莉歩(1)  2605 岡田　　　凜(1)  2509
子 大聖寺実 星稜 金沢二水 鹿西 七尾 星稜 小松商 金沢学院
混 17.65-1m43-7m42-28.21 16.37-1m43-6m70-28.09 18.01-1m25-8m39-28.32 18.17-1m35-6m65-29.80 19.52-1m40-7m29-27.92 19.3-1m25-5m56-28.05 18.64-1m25-5m56-29.61 20.40-1m20-5m36-28.90
成 4m49-30m55-2.30.56 4m78-18m33-2.29.09 4m28-25m20-2.48.42 4m67-18m28-2.37.91 4m42-12m67-2.47.33 4m32-22m09-2.39.28 3m89-15m17-2.38.84 3m96-18m29-2.39.55

学校別 総 合 星稜 145点 鵬学園 93点 小松商 79点 小松大谷 61点 北陸学院 61点 石川県立工 28点 金沢二水 28点 鶴来 26点

得　点 ト ラ ッ ク 鵬学園 89点 星稜 68点 小松商 65点 北陸学院 42点 小松大谷 27点 遊学館 21点 金沢泉丘 17点 小松明峰 14点

フ ィ ー ル ド 星稜 67点 小松大谷 34点 石川県立工 28点 鶴来 26点 北陸学院 19点 羽咋 13点 小松商 12点 能登 10点

混 成 星稜 10点 大聖寺実 8点 金沢二水 6点 鹿西 5点 七尾 4点 小松商 2点 金沢学院 1点

［　IH：石川県高校記録　ＧＲ：大会記録 F*:*回目が公認記録　］


