
富山県中学校体育連盟
競技名 性 氏名（学校名） 所属校 出場種目 結果 記録 備考

陸上競技 男 中嶋虎太郎 雄山 走り幅跳び 予選 なし

陸上競技 男 河上　雄哉 富山南部 ８００ｍ 準決勝棄権 1：59.43 記録は予選

陸上競技 男 河上　雄哉 富山南部 １５００ｍ ７位 4：10.54 決勝進出

陸上競技 男 小泉　佑真 速星 １００ｍ 準決勝 11.18 準決勝進出

陸上競技 男 小泉　佑真 速星 ２００ｍ ６位 22.29 決勝進出

陸上競技 男 井上　　隼 速星 ２００ｍ 予選 22.87

陸上競技 男 井上　　隼 速星 ４００ｍ 予選 51.78

陸上競技 男 ４×１００ｍＲ 準決勝 44.04 準決勝進出

陸上競技 女 滝川　絢香 魚津東部 １００ｍＨ 予選 15.22

陸上競技 女 朝野　夏海 鷹施 １００ｍ 準決勝 12.51 準決勝進出

陸上競技 女 馬渕　唯奈 新庄 １００ｍＨ 予選 14.99

陸上競技 女 金井　菜奈 朝日 １００ｍ ３位 12.19 決勝進出

陸上競技 女 金井　菜奈 朝日 ２００ｍ ３位 25.34 決勝進出

陸上競技 女 ４×１００ｍＲ 予選 51.08

水泳競技 男 松谷　綾祐 呉羽 100ｍバタフライ 予選 1：00.57

水泳競技 男 日比　崇達 堀川 200ｍ個人メドレー 予選 2：11.45

水泳競技 男 日比　崇達 堀川 400ｍ個人メドレー 予選 4：35.78

水泳競技 女 金森　菜月 藤ノ木 800ｍ自由形 ６位 8：59.67 決勝進出

水泳競技 女 松田　未悠 南星 200ｍ個人メドレー 予選 2：24.71

水泳競技 女 松田　未悠 南星 400ｍ個人メドレー 予選 5：02.49

水泳競技 女 長澤　明生 芳野 飛板飛込 １２位 303.40 決勝進出

水泳競技 女 長澤　明生 芳野 高飛込 ７位 289.35 決勝進出

バスケットボール 女 団体 ベスト１６ 決勝Ｔ 予選リーグ突破

サッカー 男 団体 ベスト１６ ２回戦 １回戦勝ち

ハンドボール 男 団体 ２位 大会優秀選手２名

ハンドボール 女 団体 ベスト８ ２回戦勝ち

ハンドボール 女 団体 １回戦

体操 男 若狹　康佑 上滝 個人 ２３位 75.350

新体操 女 団体 ９位 11.233

新体操 女 団体 ５位 12.006 入賞

バレーボール 女 団体 ベスト１６ 決勝Ｔ２回戦 予選グループ突破、決勝１回戦勝ち

ソフトテニス 男 団体 １回戦

ソフトテニス 女 荒木・桑名ペア 小杉南 個人 ２回戦 １回戦勝ち
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卓球 男 藤井　威旺 氷見北部 個人 １回戦

卓球 女 花島　清美 出町 個人 ２回戦 １回戦勝ち

バドミントン 男 藤木・渡邉ペア 雄山 個人ダブルス ２回戦 １回戦勝ち

バドミントン 女 団体 １回戦

バドミントン 女 島田　知沙 和合 個人シングルス １回戦

バドミントン 女 竹田・吉田ペア 高岡西部 個人ダブルス １回戦

柔道 男 団体 予選

柔道 男 鬼原　　渉 入善西 50ｋｇ １回戦

柔道 男 加門　大輝 新湊 55ｋｇ １回戦

柔道 男 佐藤虎太郎 芳野 60ｋｇ ３位

柔道 男 澤田　大輝 朝日 66ｋｇ ３回戦 ２回戦勝ち

柔道 男 円城　初樹 福野 73ｋｇ １回戦

柔道 男 濱谷　拓斗 小杉 81ｋｇ １回戦

柔道 男 伊藤　耕平 小杉 90ｋｇ ２回戦 １回戦勝ち

柔道 男 丸田　湧大 朝日 90ｋｇ超 １回戦

柔道 女 団体 ５位 決勝Ｔ２回戦 予選リーグ突破

柔道 女 稲毛　美果 入善 40ｋｇ １回戦

柔道 女 中橋　尚子 石動 44ｋｇ １回戦

柔道 女 沢辺　咲紀 小杉 48ｋｇ ３回戦 １・２回戦勝ち

柔道 女 番匠美沙貴 小杉 52ｋｇ ２回戦 １回戦勝ち

柔道 女 高橋　純奈 津沢 57ｋｇ ３回戦 ２回戦勝ち

柔道 女 橋本　美咲 呉羽 63ｋｇ ２回戦 １回戦勝ち

柔道 女 井澤　泉紀 小杉 70ｋｇ ３位

柔道 女 松田　美悠 小杉 70ｋｇ超 ３位

剣道 男 団体 予選 予選１勝１敗

剣道 男 木倉　健成 雄山 個人 ２回戦

剣道 男 浅野　　暁 大門 個人 １回戦

剣道 女 団体 ベスト１６ 決勝Ｔ 予選リーグ突破

剣道 女 嶋田　莉子 山室 個人 ３回戦 ２回戦勝ち

剣道 女 大野　真依 山室 個人 １回戦

相撲 男 団体 ベスト３２ 決勝Ｔ 予選リーグ突破

相撲 男 伊藤　博文 呉羽 個人 ２回戦 決勝Ｔ 予選リーグ突破

相撲 男 庄司　慧士 呉羽 個人 ２回戦 決勝Ｔ 予選リーグ突破

相撲 男 吉田　大嘉 志貴野 個人 予選
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