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陸上 〔男子共通 4×100mＲ〕 門前 貴樹(3-6)安田 カイ(3-1) 
加賀谷知弥(2-6)月林 栄人(2-7) 
山内 奏詩(2-6)川上 隼平(2-6 ) 

〔男子 1,2 年 100m〕 月林 栄人(2-7) 
〔女子共通 4×100mＲ〕 
※第 6 位(53.14) 

山本 優祈(3-3)原  一花(3-6) 
河野 彩葉(3-2)田村 陽莉(2-5) 
田近 樹奈(2-1)島田  結(1-6) 

〔女子 1,2 年 100m〕 
※島田結 第 3 位(13.05) 
 田村陽莉第 4 位(13.10) 

島田  結(1-6)田村 陽莉(2-5) 

水泳 〔男子 400ｍ自由形〕〔男子 1500ｍ自由形〕 池岡 飛慧(3-2) 
〔男子 100ｍ背泳ぎ〕〔男子 200ｍ背泳ぎ〕 石田龍之介(2-3) 
〔女子  50ｍ自由形〕 高西 小町(3-7) 
〔女子 50ｍ自由形〕〔女子 100ｍ自由形〕 加納 那南(1-3) 
〔女子 50ｍ自由形〕〔女子 100ｍ自由形〕 定免 舞桜(1-2) 
〔女子 50ｍ自由形〕 定免 里桜(1-5) 

バスケットボール 
（女子） 

梅本  里実(3-1)前田  和奏(3-4)小山  栞子(3-2)南   咲愛(3-2) 
田中れいあ(3-7)佐々木 麗(3-3)連代 姫花(3-6)南 舞美奈(3-3) 
増山 琉夏(3-2)青柳  凜(3-5)櫻井 真央(2-1)丹羽 彩乃(2-6) 
久保 桃子(2-2)竹野 早紀(2-7)津田こひよ(2-7) 

バレーボール 
（男子） 

表 瑛太郎(3-2)上野 哲平(3-6)浜田 真吾(3-2)柏野 渚斗(3-4) 
中西 優輝(3-4)中村 亮太(3-4)玉木 吏来(2-1)高堂 皓央(2-7) 
上出 尊之(2-1)新保 瑛大(2-2)古川 陽太(1-3)上野 圭嗣(1-6) 

ソフトテニス 
（男子） 

団体 
 

髙橋 直大(3-5)庄源 太陽(3-3)近江 柊真(3-7)  
入口 弘明(3-2)執印 誓佑(3-6)架谷 泰我(3-6) 
中村 颯汰(2-3)弥村 京汰(2-3) 

個人 髙橋 直大(3-5)庄源 太陽(3-3) 
近江 柊真(3-7)入口 弘明(3-2) 

ソフトテニス 
（女子） 

個人 野竹   陽(3-3)角田   凜(3-5) 
加納羚央奈(3-8)南  結唯(3-6) 

7 月 1 日(金)金沢市総合体育館にて、 
石川県中学校体育大会金沢市中学校選手団 
結団壮行式が行われました。 
壮行式では、本校県体出場選手 108 名 
（内陸上競技 12 名）を代表して 19 名 
の選手が堂々と行進してきました。 
大会は 7 月 16 日(土)から、 
北信越中学校総合競技大会（8/2～6･長野県） 
出場をめざし熱き戦いが開幕します。 
※陸上競技は 6/25･26 実施済 

 

  
19 名の代表選手 



卓球 
（男子） 

団体 
 

大西 倫世(3-1)小林  悠(3-1)本田 啓志(3-1) 
柴田 悠翔(3-3)岩崎 隼大(3-1)車  尚樹(3-6) 
山川 魁斗(3-2)宮下 羽空(2-3) 

個人 大西 倫世(3-1)宮下 羽空(2-3)本田 啓志(3-1) 
卓球 
（女子） 

団体 
 

浅瀬  凜(3-3)上口 愛結(3-5)喜多 優衣(3-4) 
坂田 結衣(3-5)中島 唯菜(3-4)中田 汐音(3-3) 
中村 若菜(3-5)宮本 莉奈(3-4) 

個人 浅瀬  凜(3-3)喜多 優衣(3-4)坂田 結衣(3-5) 
バドミントン 
（男子） 

個人 麻畠  虹(3-8) 

ソフトボール 永野明日香(3-8)堀岡 咲友(2-1)高多 夏海(2-3)政岡 陽菜(3-7) 
上代 朱音(2-3)沖泙 蒼依(2-3)松本 里渚(2-2)渡邉 真央(2-6) 
浦田 莉希(2-7)清水 咲希(2-5)山田 紗愛(2-1)田村 育美(2-6) 
川原 莉子(2-2)南  優蘭(2-2)東 なるみ(1-1)田下穂乃華(1-6) 

剣道 男子団体 中村 結希(3-1)山田 晟生(1-7)米 凌平(2-1) 
橋爪 優介(2-6)山本 蒼真(3-5)表 優希(2-2)  
池端 幸太(2-2) 

男子個人 山本 蒼真(3-5) 

女子団体 宮下 結衣(3-5)吉田 心路(3-1)松本 華鈴(3-4) 
坂本 茉優(3-1)西田 優月(3-2)中山 笑麻(3-2) 
田島 蒼依(3-4) 

相撲 団体 
〔個人〕 

 

野口 明輝(3-1)〔重量級〕半田 翔誠(3-7)〔重量級〕  
小林 力喜(2-1)〔中量級〕谷内 遥斗(1-6)〔中量級〕 

       

 7月16日(土) 7月17日(日) 7月18日(月) 保護者の入場制限

9:30　競技開始 9:０0　競技開始

松任総合運動公園水泳プール 松任総合運動公園水泳プール

9:30  美川  11:20  2回戦 9:00   準決勝  12:40  決勝

若宮体育館 物見山体育館

9:00　兼六　11:45　2回戦 9:00   準決勝  10:30  決勝

いしかわ総合スポーツセンター いしかわ総合スポーツセンター

【団体戦】 8:45 輪島 【個人戦】8:45  

城北市民テニスコート 城北市民テニスコート

【個人戦】8:45  

城北市民テニスコート

【団体戦】 9:00 競技開始 【個人戦】 9:00 競技開始

予選リーグ（七尾東部・美川）

加賀市スポーツセンター 加賀市スポーツセンター

【団体戦】 9:00 競技開始 【個人戦】 9:00 競技開始

予選リーグ（川北・七尾東部・松任）

加賀市スポーツセンター 加賀市スポーツセンター

【個人戦】9:00　

美川スポーツセンター

 9:00   港  14:00  2回戦  9:00　準決勝　11:00  決勝

専光寺ソフトボール場 専光寺ソフトボール場

【団体戦】 9:20 競技開始 【男子個人戦】 9:10 競技開始

予選リーグ（星稜・川北・内灘）

松任総合運動公園体育館 松任総合運動公園体育館

【団体戦】 9:20 競技開始 【女子個人戦】 9:20 競技開始

予選リーグ（羽咋・北星・長田）

松任総合運動公園体育館 松任総合運動公園体育館

【団体戦・個人戦】

10:30 試合開始

県立武道館

令和４年度　石川県中学校体育大会　日程表

水　泳

バスケットボール 女子

選手１名につき、１名

登録選手数と同じ人数

男子

バドミントン 男子

バレーボール 男子

ソフトテニス

男子

女子

女子

卓　球

相　撲

ソフトボール

男子

女子

剣　道

選手１名につき、２名まで
事前にチームごとに名簿提出

選手１名につき、１名

２・３年生の選手につき、家族２名まで
事前にチームごとに名簿提出
試合観戦は自チームのみ

登録選手１名につき、１名まで

選手１名につき、２名まで
事前にチームごとに名簿提出

登録選手１名につき、２名まで

団体戦は１チーム８名まで
個人戦は選手１名につき、１名まで


