
＜団　体＞

クラブ名 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 結果

卓　球　　　男子 ×０－３野々市明倫

卓　球　　　女子 ×２－３田鶴浜

男子バドミントン ○３－０金大附属 ×１－３星稜

女子バドミントン ○３－１鹿西 ×０－３北陸学院

柔　道　　　男子 ×２－３金沢桜丘

剣　道　　　男子 ×１－３金沢

剣　道　　　女子 ○３－２金沢商業 ×０－４金沢桜丘

サッカー ×０－５七尾

女子バレー 予選×０－２七尾東雲敗者復活×０－２金沢向陽

男子バスケット ○７６－６６金沢向陽×４６－９８北陸学院

女子バスケット ○９６－４３小松市立×４６－１０８鵬学園

男子ソフトテニス ○３－０金沢桜丘 ○２－０金沢高専 ○２－０小松明峰 ○２－０小松市立 ×０－２能登 ２位、北信越大会出場

女子ソフトテニス ○３－０羽咋工業 ○２－０小松 ○２－１小松明峰 ○２－０小松商 ×０－２金沢学院東 ２位、北信越大会出場

ソフトボール ×２－１２金沢学院東

女子学校対抗　2位

陸上 男子総合７位、フィールド２位

相撲（金沢大会） 予選：３勝８点（○３－０宇佐、○２－１高田農、○３－０南栃福野）、決勝トーナメント×１－２相馬農業

相撲（唐戸山大会） 予選 0-5金沢市立工業予選 0-5金沢東 予選 5-0羽咋 予選3-2羽咋工業 第３位、十和田大会出場

吹奏楽 吹奏楽演奏会出演

JRC 石川県高等学校ＪＲＣ大会出場

茶道 お茶会参加

商業研究部

＜個　人＞

クラブ名

相撲（金沢大会） 濱田悠楽（３B) 第3位

シングルス 後坊　崇徳(3B) 2回戦進出

シングルス 酒井俊太郎(3C) 3回戦進出

男子バドミントン シングルス 中前康太郎(2C) 3回戦進出

ダブルス 笹野　祥代(3A)・新出　菜帆(2C) 3回戦進出

ダブルス 蒲田　瑞季(2B)・髙田　七海(2A) 3回戦進出

シングルス 笹野　祥代(3A) 3回戦進出

シングルス 蒲田　瑞季(2B) 3回戦進出

ベスト16 北信越大会出場

瀧下　海斗(2C)・芝下　勇輝(2B) ベスト８ 北信越大会出場

橋本　遥　(3A)・井田　真季(3C) 優勝 北信越大会・ＩＨ出場

ベスト６ 北信越大会・ＩＨ出場

ベスト16 北信越大会出場

男子56kg級 富田　一樹(1D) ３位 北信越大会出場

男子77kg級 木下　智成(3D) ２位 北信越大会出場

男子85kg級 北川　虎史(1D) ３位 北信越大会出場

女子48kg級 川辺　彩　(2B) 優勝（県高校新） 北信越・全国大会出場

女子63kg級 畠山　慶子(1D) ２位 北信越大会出場

砲丸投 向口　和馬(3A) 優勝 北信越大会出場

砲丸投 梅林 仁紀(3D) 6位 北信越大会出場

やり投げ 田端　大祐(2B) 2位 北信越大会出場

やり投げ 梅林 仁紀(3D) 4位 北信越大会出場

走高跳 倉見　滉(2B) 3位 北信越大会出場

走幅跳 倉見　滉(2B) 4位 北信越大会出場

三段跳 倉見　滉(2B) 4位 北信越大会出場

5000m競歩 砂後谷幸治(2C) 5位

800m 干場　大輔(3B) 7位

5000m競歩 濱野　友寛(2A) 8位

800m 山去　麻祐(2C) 8位

英語 増田明莉(3B)スピーチコンテスト出場"Curiosity-A Way of Life"

簿記会計競技 川嶋　侑貴(3D) 佳良賞 全国大会出場

簿記会計競技・読上暗算 万代呂　美来(3D) ２位

ウエイトリフティング

商　業

陸　上

女子ソフトテニス

山本　佳愛(3A)・栃平　梨湖(2A)

中社　惇美(2C)・穴田　吏乃(2A)

卓球　男子

男子ソフトテニス
大丸　晃廣(3D)・惣田　将弘(2D)

女子バドミントン

　平成26年度　石川県高等学校　総体・総文結果

ウエイトリフティング

簿記競技 団体５位 ・ 電卓競技 団体４位

個人成績 結果



＜団体戦＞

クラブ名 １回戦 ２回戦 準々決勝 準決勝 決勝 結果

男子ソフトテニス ○２－１長野東（長野） ×1-2金津（福井） ベスト8

女子ソフトテニス ○２－１長野俊英（長野）×0-2高岡西（富山） ベスト8

＜個人戦＞

クラブ名 成績 結果

1回戦敗退

瀧下　海斗(2C)・芝下　勇輝(2B) 3回戦進出

2回戦進出

2回戦進出

砲丸投 向口　和馬(3A) 出場

砲丸投 梅林 仁紀(3D) 出場

陸上 やり投げ 田端　大祐(2B) 出場

やり投げ 梅林 仁紀(3D) 出場

走高跳 倉見　滉(2B) 欠場

走幅跳 倉見　滉(2B) 出場

三段跳 倉見　滉(2B) 出場

男子77kg級 木下　智成(3D) 6位

ウエイトリフティング 男子85kg級 北川　虎史(1D) 出場

女子48kg級 川辺　彩　(2B) 2位

女子63kg級 畠山　慶子(1D) 3位

＜団体戦＞

クラブ名

相撲（金沢大会） 予選：３勝８点（○３－０宇佐、○２－１高田農、○３－０南栃福野）、決勝トーナメント×１－２相馬農業 優秀32校

相撲（十和田大会）

＜個人戦＞

クラブ名 大会名 結果

濱田　悠楽(3B)

木谷　　匠(2D)

白坂圭史郎(1A)

鳥毛　祥瑛(1A)
橋本　遥　(3A)・井田　真季(3C)

ハイスクールジャパンカップ（北海道札幌）ダブルス 橋本　遥　(3A)・井田　真季(3C) 出場

井田　真季(3C) ベスト８

卓球 第66回中部日本卓球選手権大会、三重県伊勢市　7/19(土)

ウエイトリフティング 女子48kg級 川辺　彩　(2B)

商　業 川嶋　侑貴(3D)全国高等学校簿記コンクール

平成２６年度　北信越高等学校体育大会　結果

個人成績

大丸　晃廣(3D)・惣田　将弘(2D)

女子ソフトテニス
中社　惇美(2C)・穴田　吏乃(2A)

山本　佳愛(3A)・栃平　梨湖(2A)

参加者名

平成２６年度　全国高等学校体育大会結果及び参加

全国高校女子選手権大会（広島県府中市）

男子ソフトテニス

結果

相撲 第63回選抜高校相撲十和田大会（青森県十和田市）

インタ-ハイ
中社　惇美(2C)・穴田　吏乃(2A)

女子ソフトテニス

ハイスクールジャパンカップ（北海道札幌）シングルス

小茂尻真凜(2C)


