
第39回加賀地区学童混成陸上参加一覧－１

4年男子（ナンバー紫） 参加人数：30 4年女子（ナンバーオレンジ） 参加人数：24

No. 氏名 よみ 所属 No. 氏名 よみ 所属

1 安中　蓮太朗 ﾔｽﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ 寺井ジュニア 1 高井　瑠那 ﾀｶｲ ﾙﾅ モアSPC加賀

2 南　空澄 ﾐﾅﾐ ｱｽﾑ 寺井ジュニア 2 氷見山　絢心 ﾋﾐﾔﾏ ｱｳﾗ モアSPC加賀

3 岡田　笑太郎 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ モアSPC加賀 3 小崎愛結花 ｺｻｷ ｱﾕｶ 城山AC

4 高見　蒼空 ﾀｶﾐ ｿﾗ モアSPC加賀 4 岩坂　嘉子 ｲﾜｻｶ ｶｺ 輪島ジュニア

5 永井　琉翔 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ モアSPC加賀 5 加川　澪 ｶｶﾞﾜ ﾚｲ 輪島ジュニア

6 新田　琉惺 ﾆｯﾀ ﾘｭｳｾｲ モアSPC加賀 6 能口　菜花 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾉﾊ 河北AC

7 三野　隼和 ﾐﾉ ﾊﾔﾄ 城山AC 7 木下　紗奈依 ｷﾉｼﾀ ｻﾅｴ 河北AC

8 寺井　咲人 ﾃﾗｲ ｻｷﾄ 城山AC 8 山森　麻耶 ﾔﾏﾓﾘ ﾏﾔ 河北AC

9 宗藤　舜 ﾑﾈﾄｳ ｼｭﾝ 河北AC 9 橋爪　希奈 ﾊｼｽﾞﾒ ｷｲﾅ 河北AC

10 杉本　壮曖 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｱ 河北AC 10 花野　令奈 ﾊﾅﾉ ﾚｲﾅ 津幡ジュニア

11 土居　春輝 ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 津幡ジュニア 11 山口　優来 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ 津幡ジュニア

12 中川　昇 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 津幡ジュニア 12 新　心花 ｼﾝ ｺｺﾅ 物見山ジュニア

13 横井　大途 ﾖｺｲ ﾔﾏﾄ 津幡ジュニア 13 居村　美玖 ｲﾑﾗ ﾐｸ 物見山ジュニア

14 仁地　映空 ﾆﾝﾁ ﾙｲｱ 物見山ジュニア 14 小林　彩希 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 物見山ジュニア

15 河本　晟知 ｶﾜﾓﾄ ｾｲﾁ 物見山ジュニア 15 廣田　華帆 ﾋﾛﾀ ｶﾎ 物見山ジュニア

16 奥村　翼 ｵｸﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 物見山ジュニア 16 松居　由乃 ﾏﾂｲ ﾕﾉ 金沢市陸上教室

17 津田　敬士 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ 物見山ジュニア 17 垣内　香乃 ｶｷｳﾁ ｶﾉ スポコム金沢南

18 中川　優空 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｱ 物見山ジュニア 18 栗山　穂純 ｸﾘﾔﾏ ﾎｽﾞﾐ スポコム金沢南

19 中川　優陽 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾋ 物見山ジュニア 19 村田　璃桜 ﾑﾗﾀ ﾘｵ スポコム金沢南

20 栄田　翔 ｴｲﾀﾞ ｶｹﾙ 金沢市陸上教室 20 宮田　真心 ﾐﾔﾀﾞ ﾏｺ 能美ひさつね

21 原田　裕史 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 金沢市陸上教室 21 喜多 莉依咲 ｷﾀ ﾘｲｻ 能美ひさつね

22 広瀬　晴翔 ﾋﾛｾ ﾊﾙﾄ 金沢市陸上教室 22 梶井　映佑 ｶｼﾞｲ ﾊﾕ 能美ひさつね

23 金子　修也 ｶﾈｺ ｼｭｳﾔ 金沢市陸上教室 23 平野　音色 ﾋﾗﾉ ｵﾄ 志賀ジュニア陸上教室

24 波多野　湊 ﾊﾀﾉ ﾐﾅﾄ 金沢市陸上教室 24 吉野　蘭 ﾖｼﾉ ﾗﾝ 志賀ジュニア陸上教室

25 櫻井　勇翔 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ かほくジュニアAC 25

26 鍛冶　亮羽 ｶｼﾞ ﾘｮｳﾜ かほくジュニアAC 26

27 坂下　宥吏 ｻｶｼﾀ ﾕｳﾘ 能美ひさつね 27

28 石原　大馳 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 能美ひさつね 28

29 高尾　康太 ﾀｶｵ ｺｳﾀ 能美ひさつね 29

30 松尾　浬 ﾏﾂｵ ｶｲﾘ 能美ひさつね 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50
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第39回加賀地区学童混成陸上参加一覧－2

5年男子（ナンバー青） 参加人数：31 5年女子（ナンバー緑） 参加人数：25

No. 氏名 よみ 所属 No. 氏名 よみ 所属

1 石原　慶都 ｲｼﾊﾗ ｹｲﾄ 寺井ジュニア 1 南雲　日麻理 ﾅｸﾓ ﾋﾏﾘ 寺井ジュニア

2 西田　陽輝 ﾆｼﾀ ﾊﾙｷ 寺井ジュニア 2 東　悠愛 ﾋｶﾞｼ ﾕｱ 寺井ジュニア

3 中村　健志 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ モアSPC加賀 3 山田　夏輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 寺井ジュニア

4 寺田　生冴 ﾃﾗﾀﾞ ｳｻ 蓮台寺小 4 吉田　紗菜 ﾖｼﾀ ｻﾅ 寺井ジュニア

5 石本  竜大 ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 城山AC 5 平上　美音 ﾋﾗｶﾞﾐ ﾐﾈ 輪島ジュニア

6 赤坂　真人 ｱｶｻｶ ﾏｻﾄ 城山AC 6 安達　藍美 ｱﾀﾞﾁ ｱﾐ 河北AC

7 勝木　千皓 ｶﾂｷ ﾁﾋﾛ 城山AC 7 櫻井　鈴夏 ｻｸﾗｲ ﾘﾝｶ 河北AC

8 安達　玲藍 ｱﾀﾞﾁ ﾚｱ 河北AC 8 米田　実優 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾕｳ 河北AC

9 岡井　隆成 ｵｶｲ ﾘｭｳｾｲ 河北AC 9 本田　聖愛 ﾎﾝﾀﾞ ｾｲｱ 物見山ジュニア

10 間野　祐心 ﾏﾉ ﾕｳｼﾝ 河北AC 10 村山　しほ ﾑﾗﾔﾏ ｼﾎ 物見山ジュニア

11 和泉　勇吾 ﾜｲｽﾞﾐ ﾕｳｺﾞ 河北AC 11 松本　咲希 ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ 物見山ジュニア

12 出山　陽士 ﾃﾞﾔﾏ ﾊﾙﾄ 河北AC 12 原　莉乃香 ﾊﾗ ﾘﾉｶ 物見山ジュニア

13 山村　一絆 ﾔﾏﾑﾗ ｲﾂｷ 物見山ジュニア 13 今西　美友 ｲﾏﾆｼ ﾐﾕ 金沢市陸上教室

14 任田　竜太 ﾄｳﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 物見山ジュニア 14 南　佳子 ﾐﾅﾐ ｶｺ 金沢市陸上教室

15 西田　深流 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾙ 金沢市陸上教室 15 川井　真緒 ｶﾜｲ ﾏｵ かほくジュニアAC

16 清水　柊征 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｾｲ 金沢市陸上教室 16 池田　陽楽 ｲｹﾀﾞ ﾊﾚ スポコム金沢南

17 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 金沢市陸上教室 17 菅村　映里沙 ｽｶﾞﾑﾗ ｴﾘｻ スポコム金沢南

18 荒井　壮輔 ｱﾗｲ ｿｳｽｹ 金沢市陸上教室 18 山下　愛 ﾔﾏｼﾀ ｱｲ 能美ひさつね

19 野口　瑛翔 ﾉｸﾞﾁ ｴｲﾄ 金沢市陸上教室 19 石田　蒼 ｲｼﾀ ｱｵｲ 能美ひさつね

20 高山　穣佑 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｮｳｽｹ 金沢市陸上教室 20 中野　夏那 ﾅｶﾉ ｶﾅ 能美ひさつね

21 蕪城　快 ｶﾌﾞﾗｷ ｶｲ 金沢市陸上教室 21 村本　ここみ ﾑﾗﾓﾄ ｺｺﾐ 能美ひさつね

22 大高　悠聖 ｵｵﾀｶ ﾕｳｾｲ 金沢市陸上教室 22 森　美結 ﾓﾘ ﾐﾕｳ 能美ひさつね

23 西田谷　怜史 ﾆｼﾀﾔ ﾘｮｳｼﾞ 金沢市陸上教室 23 神尾　幸歩 ｶﾐｵ ｻﾁﾎ 志賀ジュニア陸上教室

24 沖野　大斗 ｵｷﾉ ﾋﾛﾄ 金沢市陸上教室 24 瀧川　ひなた ﾀｷｶﾜ ﾋﾅﾀ 志賀ジュニア陸上教室

25 上里　咲人 ｳｴｻﾄ ｻｸﾄ 金沢市陸上教室 25 北岡　心花 ｷﾀｵｶ ｺﾊﾅ 志賀ジュニア陸上教室

26 山口　樂士 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾞｸﾄ 金沢市陸上教室 26

27 中川　颯真 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳﾏ かほくジュニアAC 27

28 市野　萩斗 ｲﾁﾉ ｼｭｳﾄ かほくジュニアAC 28

29 山本　隼 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 能美ひさつね 29

30 竹田　琉二 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 能美ひさつね 30

31 谷口　那月 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂ 物見山ジュニア 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51
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第39回加賀地区学童混成陸上参加一覧－3

6年男子（ナンバー黒） 参加人数：31 6年女子（ナンバー赤） 参加人数：35

No. 氏名 よみ 所属 No. 氏名 よみ 所属

1 尾崎　日彩 ｵｻﾞｷ ﾋｲﾛ モアSPC加賀 1 伊野　友菜 ｲﾉ ﾕｳﾅ 寺井ジュニア

2 賀戸　煌晴 ｶﾄ ｺｳｾｲ モアSPC加賀 2 金井　亜美 ｶﾅｲ ｱﾐ 寺井ジュニア

3 髙本　樹 ﾀｶﾓﾄ ｲﾂｷ モアSPC加賀 3 河上　茉白 ｶﾜｶﾐ ﾏｼﾛ モアSPC加賀

4 西出　健人 ﾆｼﾃﾞ ｹﾝﾄ モアSPC加賀 4 小島　逢子 ｺｼﾞﾏ ｱｲｺ モアSPC加賀

5 柳川　旺就 ﾔﾅｶﾞﾜ ｵｳｼﾞｭ モアSPC加賀 5 平　愛望 ﾀｲﾗ ﾏﾅﾐ モアSPC加賀

6 大和　峻久 ﾔﾏﾄ ﾀｶﾋｻ モアSPC加賀 6 田中　理央 ﾀﾅｶ ﾘｵ モアSPC加賀

7 小池　晴斗 ｺｲｹ ﾊﾙﾄ 城山AC 7 南出　百々香 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾓﾓｶ モアSPC加賀

8 川森　獅月 ｶﾜﾓﾘ ｼﾂﾞｷ 城山AC 8 小崎　由愛 ｺｻｷ ﾕｳﾅ 城山AC

9 野崎　慶 ﾉｻﾞｷ ｹｲ 城山AC 9 寺井　美鈴 ﾃﾗｲ ﾐｽｽﾞ 城山AC

10 釜野　航多 ｶﾏﾉ ｺｳﾀ 城山AC 10 西田つばさ ﾆｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 城山AC

11 道貫　響希 ﾄﾞｳｶﾞﾝ ﾋﾋﾞｷ 輪島ジュニア 11 黒崎ゆうわ ｸﾛｻｷ ﾕｳﾜ 城山AC

12 加川　翔 ｶｶﾞﾜ ｶｹﾙ 輪島ジュニア 12 林　   歩莉 ﾊﾔｼ ｱﾕﾘ 城山AC

13 川村　璃空 ｶﾜﾑﾗ ﾘｸ 河北AC 13 木村　沙希 ｷﾑﾗ ｻｷ 輪島ジュニア

14 宗藤　煌 ﾑﾈﾄｳ ｺｳ 河北AC 14 渋洞　綾里 ｼﾌﾞﾄﾞｳ ｱﾔﾘ 輪島ジュニア

15 山本　慶介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 津幡ジュニア 15 木下　千紗都 ｷﾉｼﾀ ﾁｻﾄ 河北AC

16 山本　創介 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ 津幡ジュニア 16 橋爪　仁奈 ﾊｼｽﾞﾒ ﾆｲﾅ 河北AC

17 本多　皇春 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾐｶｽﾞ 物見山ジュニア 17 能口　心和 ﾉｸﾞﾁ ｺｺﾅ 河北AC

18 南　翔太 ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾀ 物見山ジュニア 18 山本　加里菜 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾅ 河北AC

19 浅田　大瑠 ｱｻﾀﾞ ﾀﾞｲﾙ 物見山ジュニア 19 大桑　未久 ｵｵｸﾜ ﾐｸ 津幡ジュニア

20 中川　悠月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 物見山ジュニア 20 本村　真悠 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾕ 物見山ジュニア

21 白山  英汰 ｼﾗﾔﾏ ｴｲﾀ 金沢市陸上教室 21 橋本　すみれ ﾊｼﾓﾄ ｽﾐﾚ 物見山ジュニア

22 酒尾　朋希 ｻｶｵ  ﾄﾓｷ 金沢市陸上教室 22 居村　美怜 ｲﾑﾗ ﾐｻﾄ 物見山ジュニア

23 坂西　健真 ｻｶﾆｼ ｹﾝｼﾝ 金沢市陸上教室 23 中川　結月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 物見山ジュニア

24 高井　虎太郎 ﾀｶｲ ｺﾀﾛｳ 金沢市陸上教室 24 廣田　梨乃 ﾋﾛﾀ ﾘﾉ 物見山ジュニア

25 高波　慶大 ﾀｶﾅﾐ ｹｲﾀ 金沢市陸上教室 25 東　一花 ﾋｶﾞｼ ｲﾁｶ 物見山ジュニア

26 櫻井　大翔 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲﾄ かほくジュニアAC 26 中根　叶愛 ﾅｶﾈ ﾄﾜ 金沢市陸上教室

27 寺田　文太 ﾃﾗﾀﾞ ﾌﾞﾝﾀ かほくジュニアAC 27 新田　有紗 ﾆｯﾀ ｱﾘｻ 金沢市陸上教室

28 木下　悠介 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ かほくジュニアAC 28 林　千晴 ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 金沢市陸上教室

29 永田　明澄 ﾅｶﾞﾀ ｱｽ スポコム金沢南 29 竹本　わこ ﾀｹﾓﾄ ﾜｺ かほくジュニアAC

30 永田　和門 ﾅｶﾞﾀ ﾜﾓﾝ スポコム金沢南 30 桶谷　柚菜 ｵｹﾀﾆ ﾕﾅ かほくジュニアAC

31 森田　悠生 ﾓﾘﾀ ﾕｳｾｲ 志賀ジュニア陸上教室 31 北出　陽菜 ｷﾀﾃﾞ ﾋﾅ かほくジュニアAC

32 32 垣内　莉緒 ｶｷｳﾁ ﾘｵ スポコム金沢南

33 33 栗山　紗和 ｸﾘﾔﾏ ｻﾜ スポコム金沢南

34 34 藤本　茉優 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ かなざわ総合ＳＣ

35 35 橋本　蒼衣 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ かなざわ総合ＳＣ

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50
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