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活躍する小松工業生



平成29年度 石川県高等学校総合体育大会入賞者一覧

部名 種 目 順 位 選手 (チーム )

弓道

県総体

男子 団体演武 1位 小松工業高校

国人男子の部 3位 隅田正義

ハンドボール
県総体

団体 1位 Jヽ松工業高等学校

山岳

県総体

団体 2位 Jヽ松工業高等学校

バレーボール
県総体

団体 3位 Jヽ松工業高等学校

陸上競技

県総体

男子総合 3位 Jヽ松工業高校

男子フィールド 3位 Jヽ松工業高校

女子総合 5位 Jヽ松工業高校

女子フィールド 4位 Jヽ松工業高校

円盤投 1位 素 凌太

2位 事颯人

ハンマー投 2位 素 凌太

3位 原田 怜司

6位 加賀 尚来

X100mR 2位 三階、千歩、自垣、水上

X400mR 2位 三階、自垣、千歩、水上

400mH 3位 家本 翔大

やり投‐ 4位 ヨ井 圭亮

400m 6位 千歩 岳

3000SCm 6位 幸前 晴彦

7位 析田海斗

八種競技 7位 葛輸 圭太

ハンマー投 女子 1位 山本 愛幸

2位 釜田侑奈

やり投 4位 山本 愛華

円盤投 6位 山本 愛華

ウエイトリフティング

県総体

男子 学校対抗 4位 小松工業高校

男子105kg級 2位 藤田 力斗

男子94kg級 3位 川上 壱幸

4位 西田 凌

男=F85kg級 4位 西東 兼弥

5位 味舌 浩希

男子77kg級 4位 坂下 碧

男子69kg級 4位 東 竜我

男子 53kg級 14立 中本 唯人



平成29年度 石川県高等学校総合体育大会入賞者一覧

部 名 種 目 順位 饉手 (チーム )

山岳

県総体

団体 2位 卜松工業高等学校

ボウリング

県総体

学校対抗 1位 1ヽ松工業高校

男子2人チーム戦 3位 田中 祐馬

晨崎 秀昭

男子個人総合戦 2位 E田 力也

3位 蜃村 和真

男子個人戦 2位 玉田 力也

3位 恵田 大輝

少林寺拳法

県総体

男子 団体演武 1位 Jヽ 松工業高校

男子 組演武 1`L 公本龍―

1 lL 青水康平

男子 組演武 3位 吉本涼真

3位 析宮広望

男子 単独演武 3位 k田 航洋

女子 組演武 2位 争光明日香

2位 西井雛

女子 単独演武 1位 Jヽ原 茉緒

カヌー

県総体

男子総合 2位 小松工業高校

男子 k-1 1位 加藤 洸介

男子 k-2 1位 奥 俊輔

1位 大塚 匠

男子 C-1 1位 山村 智矢

平成29年度 全国高等学校総合体青大会出場

部 人数

ンヽドボール

弓道 6 団体

ウエイトリフティング 1
53kg散

ドウリング 5 国人

少林寺拳法
8 男子 団体演武 組演武

3 女子 単独演武

カヌー -1 K-2 C-1

合 計
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平成29年度 Jヒ信越等学校総合体育大会入賞者一覧

部名 種 目 順 位 選手(チーム)

陸上競技

北信越大会

牛X400mR 8位 三階 裕斗

千歩 岳

白垣 光輝也

水上 恭輔

少林寺拳法

北信越大会

男子総合 1位 小松工業高校

男子 団体演武 1位 小松工業高校

男子 組演武 1位 松本龍―

1位 清水康平

男子 組演武 3位 今日 直紀

3位 北山 歩夢

男子 組演武 4位 吉本 涼真

4位 新宮 広望

男子単独演武 4位 永田 航洋(M31)

女子総合 2位 小松工業高校

女子 組演武 2位 浄光明日香

2位 酒井雛

女子 単独演武 1位 小原 茉緒

弓道

北信越大会

男子 団体演武 1位 小松工業高校

旧人男子の部 2位 西村 琉吾

3位 Jヒ FF 史弥

ハンドボール
北信越大会

団体 3位 小松工業高等学校

山岳

北信越大会

団体 1位 小松工業高等学校

ウエイトリフティング

北信越大会

男子 53kg級 11立 中本 唯人

男子77kg級 4位 坂下 碧

男785kg級 6位 西東 兼弥

カヌー

北信越大会

男子 k-1 1位 加藤 洸介

男子 C-1 1位 山村 智矢


