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富山県選手団の結果
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NO1

競技名 陸上競技

性別 種目 順位 No. 氏名 学年 全中大会の有無
男子 １年１００ｍ １位 101 五十嵐晴紀 1 富山北部 中学校
男子 １年１００ｍ 102 福田　兼大 1 興南 中学校
男子 １年１００ｍ 103 南保  陸駆 1 富山北部 中学校
男子 ２年１００ｍ ２位 104 福島  　聖 2 堀川 中学校
男子 ２年１００ｍ ３位 105 飛山  大河 2 高志野 中学校
男子 ２年１００ｍ ６位 106 瀧山  　鷹 2 出町 中学校
男子 ３年１００ｍ ２位 107 小泉  佑真 3 速星 中学校 全中決定(100m･200m)
男子 ３年１００ｍ 108 谷村将太朗 3 富山東部 中学校
男子 ３年１００ｍ 109 森田　貴也 3 片山学園 中学校
男子 共通２００ｍ ４位 110 井上  　隼 3 速星 中学校 全中決定(200m･400m)
男子 共通２００ｍ ８位 111 天池  将平 3 上滝 中学校
男子 共通２００ｍ 112 本田  知也 3 小杉 中学校
男子 共通４００ｍ ５位 113 安井雄二朗 3 大沢野 中学校
男子 共通４００ｍ 114 小坪  聖人 3 志貴野 中学校
男子 共通４００ｍ 115 森田  達也 3 片山学園 中学校
男子 共通８００ｍ ５位 116 松島千太郎 3 大沢野 中学校
男子 共通８００ｍ 117 田矢  聖弥 3 出町 中学校
男子 共通８００ｍ ６位 118 日影  優哉 3 富山北部 中学校
男子 １年１５００ｍ １位 119 間野健太郎 1 魚津東部 中学校
男子 １年１５００ｍ 120 清水  琢朗 1 大門 中学校
男子 １年１５００ｍ 121 北山  大智 1 庄西 中学校
男子 共通１５００ｍ １位 122 河上  雄哉 3 富山南部 中学校 全中決定(800m･1500m)
男子 共通１５００ｍ 123 佐藤  直也 3 入善 中学校
男子 共通１５００ｍ 124 宮崎  　航 2 和合 中学校
男子 共通３０００ｍ 125 松倉  頼人 3 桜井 中学校
男子 共通３０００ｍ 126 吉田  舜基 3 出町 中学校
男子 共通３０００ｍ 127 堂口  　琉 3 利賀 中学校
男子 共通１１０ｍＨ ５位 128 中村  祐貴 2 堀川 中学校
男子 共通１１０ｍＨ 129 山本  学樹 3 呉羽 中学校
男子 共通１１０ｍＨ 130 佐々木　陸 2 大門 中学校
男子 共通走高跳 131 福澤  諒也 3 入善西 中学校
男子 共通走高跳 132 阪上  将也 2 芳野 中学校
男子 共通走高跳 133 八島  　涼 3 堀川 中学校
男子 共通棒高跳 ２位 134 鍋屋  　響 3 奥田 中学校
男子 共通棒高跳 135 亀澤  貴浩 2 富山東部 中学校
男子 共通棒高跳 ８位 136 稲波  将良 3 富大附属 中学校
男子 共通走幅跳 ４位 137 中嶋虎太郎 3 雄山 中学校 全中決定
男子 共通走幅跳 138 中林  祐輔 3 入善 中学校
男子 共通走幅跳 139 森  　壮大 3 富大附属 中学校
男子 共通砲丸投 140 正治  和馬 3 和合 中学校
男子 共通砲丸投 141 高瀬  康平 3 水橋 中学校
男子 共通砲丸投 142 石崎  秀造 3 水橋 中学校
男子 共通四種競技 143 加藤  幸樹 3 上滝 中学校
男子 共通四種競技 144 梁瀬  大海 3 富大附属 中学校
男子 共通四種競技 145 島田  拓也 3 雄山 中学校
男子 共通4×100mR １位 速星 中学校 全中決定
男子 共通4×100mR 奥田 中学校
男子 共通4×100mR 片山学園 中学校

※　順位が無いものは、予選落ち、もしくは入賞しなかったもの。

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月9日（金）　西部緑地公園陸上競技場



NO1

競技名 陸上競技

性別 種目 順位 No. 氏名 学年 全中大会の有無
女子 １年１００ｍ １位 101 中島  優花 1 富山北部 中学校
女子 １年１００ｍ 102 五十里苑花 1 呉羽 中学校
女子 １年１００ｍ 103 窪田　千紘 1 和合 中学校
女子 ２年１００ｍ 104 牧口  晴香 2 芳野 中学校
女子 ２年１００ｍ 105 清水  瑠華 2 大沢野 中学校
女子 ２年１００ｍ 106 亀谷  優香 2 高志野 中学校
女子 ３年１００ｍ ４位 107 朝野  夏海 3 鷹施 中学校 全中決定
女子 ３年１００ｍ 108 西野友莉亜 3 伏木 中学校
女子 ３年１００ｍ 109 南保  百香 3 富山北部 中学校
女子 共通２００ｍ １位 110 金井  菜奈 3 朝日 中学校 全中決定(100m･200m)
女子 共通２００ｍ 111 小谷川あき 3 城端 中学校
女子 共通２００ｍ 112 喜入  未来 3 富山北部 中学校
女子 共通８００ｍ ４位 113 石浦  藍里 2 魚津東部 中学校
女子 共通８００ｍ 114 山下  華奈 3 雄山 中学校
女子 共通８００ｍ 115 高岡  沙彩 3 魚津東部 中学校
女子 共通１５００ｍ ３位 116 梅谷  愛花 3 富山南部 中学校
女子 共通１５００ｍ 117 大崎  　光 3 魚津東部 中学校
女子 共通１５００ｍ 118 藤田  優子 2 八尾 中学校
女子 共通１００ｍＨ ４位 119 馬渕  唯奈 3 新庄 中学校 全中決定
女子 共通１００ｍＨ 120 石坂  泰葉 2 堀川 中学校
女子 共通１００ｍＨ 121 三鍋  美優 3 新庄 中学校
女子 共通走高跳 122 馬場梨緒菜 2 雄山 中学校
女子 共通走高跳 123 松元  佳子 2 伏木 中学校
女子 共通走高跳 124 中井  柊花 3 平 中学校
女子 共通走幅跳 125 本田  　天 2 芝園 中学校
女子 共通走幅跳 126 堀内美沙樹 2 桜井 中学校
女子 共通走幅跳 127 中島  夏子 3 朝日 中学校
女子 共通砲丸投 ８位 128 川上  彩佳 3 奥田 中学校
女子 共通砲丸投 ６位 129 濱本  久美子 3 灘浦 中学校
女子 共通砲丸投 130 廣谷  早哉 2 出町 中学校
女子 共通四種競技 ２位 131 滝川  絢香 3 魚津東部 中学校 全中決定(100mH)
女子 共通四種競技 132 荒野  幸帆 2 福岡 中学校
女子 共通四種競技 133 飛田  路奈 2 出町 中学校
女子 共通4×100mR ４位 朝日 中学校 全中決定
女子 共通4×100mR ６位 富山北部 中学校
女子 共通4×100mR 芳野 中学校

※　順位が無いものは、予選落ち、もしくは入賞しなかったもの。

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月9日（金）　西部緑地公園陸上競技場



NO2

競技名

性別 順位 氏名 学年 全中大会の有無
男子 自由形 50m 予選落ち 斉藤　大介 1 高陵 中学校
男子 自由形 50m 予選落ち 細川　一穂 3 岩瀬 中学校
男子 自由形 50m 予選落ち 水野　蒼大 3 藤ノ木 中学校
男子 自由形 100m 予選落ち 山田　広夢 3 八尾 中学校
男子 自由形 100m 予選落ち 細川　一穂 3 岩瀬 中学校
男子 自由形 100m 予選落ち 斉藤　大介 1 高陵 中学校
男子 自由形 200m 予選落ち 杉木　光希 3 滑川 中学校
男子 自由形 200m 予選落ち 下野　優太 2 志貴野 中学校
男子 自由形 200m ６位 山田　広夢 3 八尾 中学校
男子 自由形 400m ３位 杉木　光希 3 滑川 中学校
男子 自由形 400m 予選落ち 圓本　元矢 2 奥田 中学校
男子 自由形 400m 予選落ち 石黒　永久 3 新庄 中学校
男子 自由形 1500m 予選落ち 石黒　永久 3 新庄 中学校
男子 自由形 1500m ７位 圓本　元矢 2 奥田 中学校
男子 自由形 1500m 予選落ち 原　翼岬 1 富山東部 中学校
男子 背泳ぎ 100m 予選落ち 米一　僚真 2 奥田 中学校
男子 背泳ぎ 100m 予選落ち 下野　優太 2 志貴野 中学校
男子 背泳ぎ 100m 予選落ち 佐藤　悠仁 3 大門 中学校
男子 背泳ぎ 200m ８位 米一　僚真 2 奥田 中学校
男子 背泳ぎ 200m 予選落ち 廣瀬　祐大 3 八尾 中学校
男子 背泳ぎ 200m 予選落ち 林　紀理人 2 岩瀬 中学校
男子 平泳ぎ 100m ３位 石野　琉太 3 出町 中学校
男子 平泳ぎ 100m 予選落ち 安田　龍生 3 富山北部 中学校
男子 平泳ぎ 100m 予選落ち 浅田　泰平 2 富山南部 中学校
男子 平泳ぎ 200m ４位 石野　琉太 3 出町 中学校
男子 平泳ぎ 200m ７位 浅田　泰平 2 富山南部 中学校
男子 平泳ぎ 200m 予選落ち 松井　登寛 2 三成 中学校
男子 バタフライ 100m 予選落ち 松谷　綾祐 3 呉羽 中学校 全中決定
男子 バタフライ 100m 予選落ち 松田　純 1 福野 中学校
男子 バタフライ 100m 予選落ち 久保　健人 1 西條 中学校
男子 バタフライ 200m 予選落ち 松田　純 1 福野 中学校
男子 バタフライ 200m 予選落ち 新酒　凜太郎 2 速星 中学校
男子 バタフライ 200m 予選落ち 仲　息吹 1 滑川 中学校
男子 個人メドレー 200m １位 日比　崇達 3 堀川 中学校 全中決定
男子 個人メドレー 200m ８位 丸本　大空 2 新庄 中学校
男子 個人メドレー 200m 予選落ち 柳原　将唯 2 雄山 中学校
男子 個人メドレー 400m １位 日比　崇達 3 堀川 中学校 全中決定
男子 個人メドレー 400m 予選落ち 丸本　大空 2 新庄 中学校
男子 個人メドレー 400m 予選落ち 高桑　伊武希 3 志貴野 中学校
男子 リレー 予選落ち 奥田 中学校
男子 リレー 予選落ち 八尾 中学校
男子 リレー 予選落ち 滑川 中学校
男子 メドレーリレー 予選落ち 八尾 中学校
男子 メドレーリレー 予選落ち 志貴野 中学校
男子 メドレーリレー 予選落ち 堀川 中学校

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月9日（金）　加賀市水泳プール

学校名種目

水泳競技



NO2

競技名

性別 順位 氏名 学年 全中大会の有無
女子 自由形 50m 予選落ち 小鍋　睦実 3 滑川 中学校
女子 自由形 50m ８位 平井　茜 2 富山北部 中学校
女子 自由形 50m 予選落ち 越智　夏希 3 富山南部 中学校
女子 自由形 100m 予選落ち 越智　夏希 3 富山南部 中学校
女子 自由形 100m 予選落ち 小鍋　睦実 3 滑川 中学校
女子 自由形 100m 予選落ち 田畑　朱梨 1 山室 中学校
女子 自由形 200m 予選落ち 山本　貴子 2 芝園 中学校
女子 自由形 200m 予選落ち 梅本　葵 3 吉江 中学校
女子 自由形 200m 予選落ち 今田　莉子 1 大谷 中学校
女子 自由形 400m １位 金森　菜月 3 藤ノ木 中学校
女子 自由形 400m 予選落ち 宮脇　真帆 3 氷見北部 中学校
女子 自由形 400m 予選落ち 山本　貴子 2 芝園 中学校
女子 自由形 800m １位 金森　菜月 3 藤ノ木 中学校 全中決定
女子 自由形 800m 予選落ち 古市　百音 2 富山北部 中学校
女子 自由形 800m 予選落ち 宮田　ひかる 2 五位 中学校
女子 背泳ぎ 100m 予選落ち 平井　若菜 2 城山 中学校
女子 背泳ぎ 100m 予選落ち 久保　花帆 2 氷見南部 中学校
女子 背泳ぎ 100m 予選落ち 今田　莉子 1 大谷 中学校
女子 背泳ぎ 200m 予選落ち 久保　花帆 2 氷見南部 中学校
女子 背泳ぎ 200m ８位 平井　若菜 2 城山 中学校
女子 背泳ぎ 200m 予選落ち 神田　愛夢 1 福光 中学校
女子 平泳ぎ 100m ７位 宮川　華鈴 1 山室 中学校
女子 平泳ぎ 100m ８位 髙林　巴 3 射北 中学校
女子 平泳ぎ 100m 予選落ち 橋場　有那 2 吉江 中学校
女子 平泳ぎ 200m ７位 宮川　華鈴 1 山室 中学校
女子 平泳ぎ 200m ８位 髙林　巴 3 射北 中学校
女子 平泳ぎ 200m 予選落ち 竹田　紗帆 2 吉江 中学校
女子 バタフライ 100m ８位 荒見　真唯 3 大門 中学校
女子 バタフライ 100m 予選落ち 平井　茜 2 富山北部 中学校
女子 バタフライ 100m 予選落ち 松居　千能 3 福光 中学校
女子 バタフライ 200m ３位 古市　百音 2 富山北部 中学校
女子 バタフライ 200m ７位 渡辺　優希 2 堀川 中学校
女子 バタフライ 200m ８位 川越　梨乃 3 滑川 中学校
女子 個人メドレー 200m １位 松田　未悠 3 南星 中学校 全中決定
女子 個人メドレー 200m ６位 篠原　明美 1 富山北部 中学校
女子 個人メドレー 200m 予選落ち 橋場　有那 2 吉江 中学校
女子 個人メドレー 400m １位 松田　未悠 3 南星 中学校 全中決定
女子 個人メドレー 400m ２位 渡辺　優希 2 堀川 中学校
女子 個人メドレー 400m ６位 篠原　明美 1 富山北部 中学校
女子 リレー ６位 滑川 中学校
女子 リレー 予選落ち 富山北部 中学校
女子 リレー 予選落ち 福光 中学校
女子 メドレーリレー ５位 富山北部 中学校
女子 メドレーリレー 予選落ち 福光 中学校
女子 メドレーリレー 予選落ち 吉江 中学校

※県選手権大会にて全中大会に出場する生徒
性別 順位 氏名 学年 全中大会の有無
女子 長澤　明生 1 芳野 中学校 全中決定
女子 長澤　明生 1 芳野 中学校 全中決定

飛板飛込
高飛込

種目 学校名

学校名種目

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月9日（金）　加賀市水泳プール

水泳競技



NO3

競技名

性別 種目 順位 全中大会の有無
男子 バスケットボール １回戦負け 奥田 中学校
男子 バスケットボール １回戦負け 出町 中学校
男子 バスケットボール １回戦負け 朝日 中学校

性別 種目 順位 全中大会の有無
女子 バスケットボール ２位 南星 中学校 全中出場
女子 バスケットボール １回戦負け 滑川 中学校
女子 バスケットボール １回戦負け 新湊 中学校

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　いしかわ総合スポーツセンター

バスケットボール

学校名



NO4

競技名

性別 種目 順位 全中大会の有無
男子 サッカー １位 速星 中学校 全中出場
男子 サッカー ベスト８ 富大附属 中学校

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　スカイパークこまつ翼・こまつドーム屋外グラウンド

サッカー

学校名



NO5

競技名

性別 種目 順位 全中大会の有無
男子 ハンドボール １位 西條 中学校 全中出場
男子 ハンドボール ３位 氷見南部 中学校 －
男子 ハンドボール ベスト８ 呉羽 中学校 －

性別 種目 順位 全中大会の有無
女子 ハンドボール １位 十三 中学校 全中出場
女子 ハンドボール ２位 西條 中学校 全中出場
女子 ハンドボール ベスト８ 氷見北部 中学校 －

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月8日(木)～9日(金）　いしかわ総合スポーツセンター

ハンドボール

学校名

学校名



NO6

競技名

性別 種目 順位 全中大会の有無
男子 軟式野球 ２回戦負け 氷見北部 中学校 －
男子 軟式野球 １回戦負け 上滝 中学校 －

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　珠洲市営球場・能登町内浦野球場

軟式野球

学校名



NO7

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
男子 体操個人 １位 若狹　康佑 2 上滝 中学校 全中出場
男子 体操個人 ３１位 中嶋　　颯 1 富山南部 中学校
男子 体操個人 ３５位 密　　行成 2 大門 中学校
男子 体操個人 ３６位 手崎　浩暉 2 大門 中学校

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
女子 体操個人 ２２位 林　　美紀 2 富山西部 中学校
女子 体操個人 ４４位 中谷　実郁 3 大門 中学校
女子 体操個人 ４１位 吉田　優芽 2 芳野 中学校
女子 体操個人 ４５位 山崎　若菜 3 氷見北部 中学校
女子 体操個人 ４８位 浜岸　麻衣 2 伏木 中学校
女子 体操団体 ６位 伏木 中学校

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
男子 新体操団体 2 新湊南部 中学校

学校名

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　金沢市総合体育館

体操競技・男子新体操

学校名



NO8

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
女子 新体操個人 ６位 澤越　仁菜 2 庄西 中学校 －
女子 新体操個人 ７位 杉木　詩穂 3 庄西 中学校 －
女子 新体操個人 １１位 山村　葵衣 3 堀川 中学校 －
女子 新体操個人 １２位 杉原　樹歩 2 出町 中学校 －
女子 新体操団体 ３位 庄西 中学校 全中出場
女子 新体操団体 ２位 氷見南部 中学校 全中出場

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月9日(金)　金沢市総合体育館

女子新体操



NO9

競技名

性別 種目 順位 全中大会の有無
男子 バレーボール ベスト８ 庄川 中学校
男子 バレーボール １回戦負け 朝日 中学校
男子 バレーボール １回戦負け 小杉南 中学校

性別 種目 順位 全中大会の有無
女子 バレーボール ３位 呉羽 中学校 全中出場
女子 バレーボール １回戦負け 氷見北部 中学校
女子 バレーボール ベスト８ 芳野 中学校

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月8日(木)～9日(金）　七尾総合市民体育館・七尾市中島体育館

バレーボール

学校名

学校名



NO10

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
小西　陸渡 3
棚田　隆介 3
米道　功貴 2
小谷　優瑠 2
滝本　　力 2
米道　潤紀 2
福井　晴希 3
清見　隼人 3
前川　瑛亮 3
徳川　開吏 3
藤井　理央 1
山本　　陸 1

男子 団体 １位 出町 中学校 全中出場

男子 団体 ベスト８ 小杉南 中学校 －

男子 団体 １回戦負け 早月 中学校 －

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
荒木　郁菜 3
桑名　優依 3
早川　日向 3
山下　真林 3
竹越　世奈 3
村井　琴音 3
長尾　沙耶 3
髙田ひかる 3
木谷　天音 3
宮田　茉実 3
嶋　　千瑛 3
嶋　　珠希 2

女子 団体 １回戦負け 氷見北部 中学校 －

女子 団体 ベスト８ 小杉南 中学校 －

女子 団体 １回戦負け 射北 中学校 －

－

－

－

－

－

－

全中出場

－

－

－

－

－

女子 個人 １回戦負け 新湊 中学校

女子 個人 １回戦負け 射北 中学校

女子 個人 ２回戦負け 氷見北部 中学校

女子 個人 ２回戦負け 吉江 中学校

小杉南 中学校

女子 個人 ベスト８ 城端 中学校

女子 個人 ベスト８

男子

男子

男子 個人

個人

中学校

２回戦負け

石動

福野

出町

２回戦負け

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

ベスト８

２回戦負け

１回戦負け

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月8日(木)～9日(金）　石川県立能都健民テニスコート

小杉南

庄川

庄川

男子

男子

男子

ソフトテニス

学校名

１回戦負け

個人

個人

個人

個人



NO11

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

男子 個人 ベスト８ 藤井　威旺 3 氷見北部 中学校 全中出場

男子 個人 ２回戦負け 細　　敦貴 2 五位 中学校 －

男子 個人 ２回戦負け 中陣　辰郎 2 小杉 中学校 －

男子 個人 １回戦負け 山下　佳吾 3 氷見北部 中学校 －

男子 個人 １回戦負け 中内　友希 3 入善西 中学校 －

男子 個人 １回戦負け 吉田　翔紀 3 志貴野 中学校 －

男子 個人 １回戦負け 大門　将汰 3 福光 中学校 －

男子 個人 ２回戦負け 大淵　孝二 3 庄西 中学校 －

男子 個人 ３回戦負け 老松　陸斗 1 出町 中学校 －

男子 個人 ２回戦負け 佐藤　壮介 1 芝園 中学校 －

男子 団体 予選敗退 入善西 中学校 －

男子 団体 予選敗退 氷見北部 中学校 －

男子 団体 予選敗退 呉羽 中学校 －

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

女子 個人 ベスト８ 花島　清美 3 出町 中学校 全中出場

女子 個人 ２回戦負け 海津　天音 2 西條 中学校 －

女子 個人 ３回戦負け 原　　舞琴 1 出町 中学校 －

女子 個人 １回戦負け 小幡　未歩 3 出町 中学校 －

女子 個人 １回戦負け 植田　晃代 3 福岡 中学校 －

女子 個人 １回戦負け 前田　　都 3 山室 中学校 －

女子 個人 ２回戦負け 堀　　聖佳 1 戸出 中学校 －

女子 個人 １回戦負け 松岡　優奈 3 舟橋 中学校 －

女子 個人 １回戦負け 土肥　葵生 2 戸出 中学校 －

女子 個人 １回戦負け 川邉　菜月 2 出町 中学校 －

女子 団体 ベスト８ 出町 中学校 －

女子 団体 予選敗退 戸出 中学校 －

女子 団体 予選敗退 吉江 中学校 －

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　七尾総合市民体育館

学校名

卓球

学校名



NO12

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

男子 個人シングルス ３位 真川　嵩平 3 和合 中学校 －

男子 個人シングルス ベスト８ 高田　将志 3 井口 中学校 －

男子 個人シングルス ベスト８ 道下　凌我 2 高岡西部 中学校 －

藤木　智識 3
渡邉　拓己 3
前川　裕城 3
松村拳士朗 3
坂井　雄介 2
城方　尚樹 2

男子 団体 １回戦負け 井口 中学校 －

男子 団体 ベスト８ 上市 中学校 －

男子 団体 １回戦負け 福野 中学校 －

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

女子 個人シングルス ベスト８ 長江　瑠佳 3 高岡西部 中学校 －

女子 個人シングルス ベスト８ 内堀　郁海 3 山室 中学校 －

女子 個人シングルス ３位 島田　知沙 3 和合 中学校 全中出場

竹田　春香 3
吉田　梨香 3
滝脇　瑠菜 2
松田　七瀬 2
柳原　朱里 3
松本　綾夏 2

女子 団体 ２位 高岡西部 中学校 全中出場

女子 団体 ベスト８ 和合 中学校 －

女子 団体 １回戦負け 山室 中学校 －

－女子 個人ダブルス １回戦負け 上市 中学校

－

中学校 －

全中出場

女子 個人ダブルス １回戦負け 和合 中学校 －

女子 個人ダブルス ３位 高岡西部 中学校

個人ダブルス

個人ダブルス男子

男子

男子 １回戦負け

１回戦負け

学校名

雄山

井口

福野

中学校

中学校

バドミントン

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　松任総合運動公園体育館

学校名

個人ダブルス ３位 全中出場



NO13

競技名

性別 種目 順位 全中大会の有無

女子 ソフトボール ３位 魚津東部 中学校 －

女子 ソフトボール ベスト８ 速星 中学校 －

女子 ソフトボール １回戦負け 吉江 中学校 －

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月6日(火)～7日(水）　金沢市営専光寺ソフトボール場

ソフトボール

学校名



NO14

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
男子 ５０Kg級 ２回戦負け 鬼原　　渉 3 入善西 中学校 全中決定
男子 ５０Kg級 １回戦負け 野原　悠司 3 小杉 中学校
男子 ５０Kg級 １回戦負け 大川　貴之 3 桜井 中学校
男子 ５５Kg級 ２回戦負け 加門　大輝 3 新湊 中学校 全中決定
男子 ５５Kg級 １回戦負け 吉見啓太朗 3 芳野 中学校
男子 ５５Kg級 １回戦負け 小松　優太 3 小杉 中学校
男子 ６０kg級 ２位 佐藤虎太郎 2 芳野 中学校 全中決定
男子 ６０kg級 １回戦負け 林　　大希 3 朝日 中学校
男子 ６０kg級 １回戦負け 鎧塚　祐多 3 新湊 中学校
男子 ６６Kg級 ２位 澤田　大輝 3 朝日 中学校 全中決定
男子 ６６Kg級 １回戦負け 吉岡　好誠 2 小杉 中学校
男子 ６６Kg級 １回戦負け 坂井　　要 3 石動 中学校
男子 ７３Kg級 ２回戦負け 円城　初樹 2 福野 中学校 全中決定
男子 ７３Kg級 １回戦負け 手嶋　　崚 3 朝日 中学校
男子 ７３Kg級 １回戦負け 三島　嵩史 3 大門 中学校
男子 ８１kg級 ２回戦負け 濱谷　拓斗 3 小杉 中学校 全中決定
男子 ８１kg級 １回戦負け 塚本　　豪 3 新湊南部 中学校
男子 ８１kg級 １回戦負け 塚原　和希 3 新湊南部 中学校
男子 ９０kg級 ２位 伊藤　耕平 3 小杉 中学校 全中決定
男子 ９０kg級 ２回戦負け 出村　一馬 3 津沢 中学校
男子 ９０kg級 １回戦負け 杉本　健太 3 芳野 中学校
男子 90Kg超級 ３位 丸田　湧大 3 朝日 中学校 全中決定
男子 90Kg超級 １回戦負け 高田　　仁 1 小杉 中学校
男子 90Kg超級 １回戦負け 福井　拓実 3 新湊南部 中学校
男子 団体 ３位 朝日 中学校 全中決定
男子 団体 １回戦負け 芳野 中学校

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無
女子 ４０Kg級 ２回戦負け 稲毛　美果 3 入善 中学校 全中決定
女子 ４０Kg級 ２回戦負け 中嶋　志朋 3 石動 中学校
女子 ４０Kg級 ２回戦負け 吉川　真央 1 杉原 中学校
女子 ４４Kg級 １回戦負け 中橋　尚子 1 石動 中学校 全中決定
女子 ４４Kg級 ２回戦負け 熊無　ゆい 2 速星 中学校
女子 ４４Kg級 １回戦負け 和泉　茉湖 2 戸出 中学校
女子 ４８kg級 ２回戦負け 沢辺　咲紀 2 小杉 中学校 全中決定
女子 ４８kg級 １回戦負け 西野　栞菜 2 小杉 中学校
女子 ４８kg級 １回戦負け 野原陽万里 3 吉江 中学校
女子 ５２Kg級 ２回戦負け 番匠美沙貴 2 小杉 中学校 全中決定
女子 ５２Kg級 ３位 永井向日葵 3 高岡西部 中学校
女子 ５２Kg級 ２回戦負け 大田　有珠 3 朝日 中学校
女子 ５７Kg級 ２位 高橋　純奈 3 津沢 中学校 全中決定
女子 ５７Kg級 １回戦負け 伊勢　知季 1 高岡西部 中学校
女子 ５７Kg級 １回戦負け 杉森　美咲 3 上滝 中学校
女子 ６３kg級 ２回戦負け 橋本　美咲 1 呉羽 中学校 全中決定
女子 ６３kg級 １回戦負け 深谷　佳奈 2 出町 中学校
女子 ６３kg級 ２回戦負け 吉田　奈央 3 桜井 中学校
女子 ７０kg級 １位 井澤　泉紀 3 小杉 中学校 全中決定
女子 ７０kg級 ２位 松井　絵名 2 高岡西部 中学校
女子 ７０kg級 １回戦負け 長田　結子 2 戸出 中学校
女子 70Kg超級 １位 松田　美悠 2 小杉 中学校 全中決定
女子 70Kg超級 ２回戦負け 藤井　　紬 3 芳野 中学校
女子 70Kg超級 ２回戦負け 髙桑　有瑳 3 庄西 中学校
女子 団体 １位 小杉 中学校 全中決定
女子 団体 ２回戦負け 高岡西部 中学校

学校名

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月9日(金)　松任総合運動公園体育館

柔道

学校名



NO15

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

男子 個人 ２回戦負け 木倉　健成 3 雄山 中学校 全中決定

男子 個人 １回戦負け 浅野　　暁 3 大門 中学校 全中決定

男子 個人 １回戦負け 辻　　晶平 3 速星 中学校

男子 個人 １回戦負け 松田　幸樹 2 魚津東部 中学校

男子 個人 ２回戦負け 山本　悠真 2 速星 中学校

男子 個人 １回戦負け 岩下　直生 3 速星 中学校

男子 団体 ２位 速星 中学校 全中決定

男子 団体 予選敗退 山室 中学校

男子 団体 予選敗退 魚津東部 中学校

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

女子 個人 １位 嶋田　莉子 3 山室 中学校 全中決定

女子 個人 ３位 大野　真依 3 山室 中学校 全中決定

女子 個人 １回戦負け 青山　若葉 3 井波 中学校

女子 個人 １回戦負け 高橋　杏佳 3 水橋 中学校

女子 個人 １回戦負け 青山　　萌 3 井波 中学校

女子 個人 １回戦負け 竹田　万莉 3 小杉南 中学校

女子 団体 ベスト８ 山室 中学校 全中決定

女子 団体 予選敗退 雄山 中学校

女子 団体 予選敗退 大門 中学校

学校名

剣道

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月7日(水）　輪島市一本松総合運動公園体育館

学校名



NO16

競技名

性別 種目 順位 氏名 学年 全中大会の有無

男子 ６５kg未満 ベスト８ 藤澤　詩音 1 呉羽 中学校

男子 ６５kg未満 ２回戦負け 太嶋　龍一 2 吉江 中学校

男子 ６５kg未満 ２回戦負け 竹田　瑛輔 3 志貴野 中学校

男子 ６５kg未満 ２回戦負け 稲垣　志伸 3 大門 中学校

男子 ６５kg未満 ２回戦負け 金木　楓真 1 志貴野 中学校

男子 ６５kg未満 ２回戦負け 鎌谷　武行 2 南星 中学校

男子 ６５kg未満 ２回戦負け 放生　龍一 1 志貴野 中学校

男子 ６５kg未満 １回戦負け 小西　優輝 2 庄川 中学校

男子 ６５kg未満 １回戦負け 島田龍太郎 1 庄川 中学校

男子 ８５K未満 1位 庄司　慧士 3 呉羽 中学校 全中決定

男子 ８５K未満 ３回戦負け 吉田　大嘉 3 志貴野 中学校 全中決定

男子 ８５K未満 ２回戦負け 保田　義陽 2 富山北部 中学校

男子 ８５K未満 ２回戦負け 荒井　大武 2 大門 中学校

男子 ８５K未満 ２回戦負け 山岸　一馬 3 志貴野 中学校

男子 ８５K未満 ２回戦負け 常谷　尚也 2 志貴野 中学校

男子 ８５K未満 １回戦負け 島田賢志朗 2 庄川 中学校

男子 ８５K未満 １回戦負け 金谷　篤史 1 志貴野 中学校

男子 ８５K未満 ３回戦負け 中村龍之介 1 志貴野 中学校

男子 ８５K未満 １回戦負け 二股　研太 1 小杉 中学校

男子 ８５Kg以上 ２回戦負け 伊藤　博文 3 呉羽 中学校 全中決定

男子 ８６Kg以上 ２回戦負け 藤澤　優斗 2 呉羽 中学校

男子 ８７Kg以上 ３回戦負け 星名　洋輝 1 呉羽 中学校

男子 ８８Kg以上 ２回戦負け 岩倉　敬弥 2 井波 中学校

男子 ８９Kg以上 １回戦負け 内田　　駿 2 吉江 中学校

男子 団体 ベスト８ 呉羽 中学校 全中決定

男子 団体 予選敗退 志貴野 中学校

男子 団体 予選敗退 庄川 中学校

男子 団体 予選敗退 吉江 中学校

相撲

平成25年度　第34回北信越中学校総合競技大会　富山県勢の結果
8月7日(水)　津幡町常設相撲場

学校名


