
チップ№ 部門 チーム名 １走者 ２走者 ３走者 ４走者 交代選手１ 交代選手２ 部門数

1 1部 ハクサンクラブ走魂 廣田昌之 衣川圭 浜上貴志 廣部達哉 正藤勇介 1

2 1部 ハクサンクラブ走瞬 島田貴絵 田多信弥 木村典博 島田淳一 西野雅代 2

3 1部 ハクサンクラブ楽走 鈴森由佳 宮崎円 堀口博史 永井靖信 西野雅代 3

4 1部 URC A 高澤直樹 新谷悠斗 米田周平 加茂川郁弥 毛利嘉伸 4

5 1部 URC B 川島大樹 中橋良太 木下諒 川嶋啓介 浜田和輝 5

6 1部 啓新高校駅伝部 大柳　陽也 黒田　圭祐 井口　赳瑠 黒川　蓮斗 北川　仁 佐々木　柊也 6

7 1部 中町公民館 森下　嘉久 原　吉宏 鈴木　純平 清田　健二 7

8 1部 金沢自衛隊A 西本圭吾 干場義朗 谷口豪 道見秦誠 上野竜鳳 8

9 1部 金沢自衛隊B 高橋憲史 高取毛啓介 山口開 久保錬眞 三田村遼斗 9

10 1部 チーム39 折原亮二 角口裕司 中満悟 佐藤裕太 内田正人 10

11 1部 前田製菓 大浦孝之 末代由紀 喜多俊彦 沖田有可 橋本沙優里 赤井敏弘 11

12 1部 小松マテーレ陸上部A 中山　武俊 生地容子 石黒有一 曽根達也 中出耕治 12

13 1部 小松マテーレ陸上部B 中村　慎也 福田　ひろこ 瀬川　陽子 田村和俊 中出耕治 13

14 1部 小松大谷高校A 上田　大雅 野崎　佑也 沖谷　来閏 澤邉　　敬 林　　翔大 東野　悠羽 14

15 1部 小松大谷高校B 林　　翔大 長浜　晴輝 向　　廣希 山田　悠斗 畑　　光流 中村　倭都 15

16 1部 小松大谷高校C 𠮷田　匠吾 山内　佳哉 東　　玄 南　　優陽 落合　朝飛 渡邉　皓平 16

17 1部 中条走四浪会 高畠勇人 中嶋宗 田中光博 道下幸三 17

18 1部 小松高校陸上部Ａ 西川　恭平 広岡章太郎 中川　和優 庄田　隆人 庄田　大倭 大谷　一颯 18

19 1部 小松高校陸上部Ｂ 立花　　海 中森　聡寛 赤尾　　匠 笠原　康平 木下　桜輔 出口　拡睦 19

20 1部 小松明峰男子A 岡崎　愛斗 吉田　和史 湯野　遥和 米田　圭吾 20

21 1部 小松明峰男子B 小川　崚 畑本　暁翔 小松　蒼海 笹木　和人 21

22 1部 HOWMET RC 越後 直丈 南 智之 中田 拓 麻尾 憲司 22

23 1部 芭蕉珈琲ランクラブA 赤尾　学 大橋　浩二 中側　太郎 北留　克俊 中田　雅美 嘉野　勝仁 23

24 1部 アイリス 瀬尾　あやか 東　祥平 松井　久 吉田　登喜夫 滝崎　和子 24

25 1部 浜町公民館 佐宗　圭 板垣　綾菜 中西　智子 中西　博志 高巣　弘治 25

26 1部 大成町さくら会館Ａ 杉森仁志 古谷和彦 中川二郎 山本達也 築地一修 26

27 1部 大成町さくら会館Ｂ 石原朗 鈴木裕昭 川越欣也 築地一修 中川二郎 27

28 1部 金沢泉丘高校A 北澤　　聡 佐藤　優羽 永井　希 山口　智也 28

29 1部 金沢泉丘高校B 矢ヶ崎佑哉 木原　拓洋 森田　智晴 藤尾修一郎 29

30 1部 金沢泉丘高校C 村本　達哉 窪田　成剛 東川　大輝 吉藤　希 久司　光男 30

31 1部 金沢泉丘高校D 北野　陽都 ザストロウ空河 宮島　諒人 蕪城　　蓮 31

32 1部 金沢泉丘高校E 北　和真 高見　陽登 橋本　優介 寺西　　拓 32

33 1部 金沢泉丘高校F 中村　哉尊 中根　爽良 橋本　悠叶 本田　航稀 33

34 1部 金沢泉丘高校G 田中　澪 池田　龍羽 牧野　健 小林　唯斗 34

35 1部 金沢泉丘高校H 明星　拓哉 酒井　喜 川越　悠生 中本　拓斗 35

36 1部 金沢泉丘高校I 南　　泰輔 松田　啓惟 保屋　　巧 髙野　彩香 36

37 1部 サブスリー 番匠啓介 南剛 上戸雄彦 宮越大輔 37

38 1部 stylish 芳永　成生 小倉　海聖 梅林　雄大 南　貴裕 高沢　圭輔 中川　善揮 38

39 1部 寺高野球陸上合同 吉田　渉 大西　唯人 中谷  聖龍 白垣  力輝斗 39

40 1部 寺高野球部A 有巣　大晴 上林　輝明 細川　優誠 髙橋　祐成 40

41 1部 寺高野球部B 新明　桜汰 室　結弦 谷口　剛生 西　銀次郎 41

42 1部 寺高野球部C 毛利　龍翔 塚本　彪 藤岡　來人 中間悠斗 42

43 1部 寺高バド部男子Ａ 後口　陽輝 今坂　琉暉 山本　駿 中西　瑛己 43

44 1部 寺高バド部男子Ｂ 神林　悠翔 小松　俊介 谷﨑　日向汰 嶋田　颯斗 與四田　雷等 44

45 1部 寺高空手道部 米田  拓矢 西田  光希 伊野  秀俊 米澤  妃希 村井  渉悟 岡部  海斗 45

46 1部 高坂・根上町壮年団A 市村　耕史 佐藤　大樹 鎗田　恭平 新記　幹夫 46

47 1部 高坂・根上町壮年団B 石田　俊 西川　周太 中川　拓哉 村川　裕介 鎗田　和也 47

48 1部 かもめ 灘地 雅洋 葭原 百合子 中村 聡 野手 敏正 48

49 1部 このは 酒井 幸俊 中村 美由記 水内 誠 岡野 光紀 49

50 1部 AWAZU　A 日置真斉 横田潤音 北山敏輝 柏女哲朗 猪島健吾 50

51 1部 AWAZU　B 長谷川晶夫 大嶋隼人 粟津誠 伊藤彰英 北山孝信 粟津達巳 51

52 1部 金沢中央走ろう会Ａ 澤田　朋和 徳田　幸子 長谷川　誠治 神宮　史雄 佐藤　孝一 52

53 1部 金沢中央走ろう会Ｂ 酒勾　要 木藤　仁美 金子　智子 野村　泰裕 波能　善博 53

54 1部 根上分団 田村　倫 西村　透 江川　巧海 山岸　仁志 八木　翔平 中村　峰密 54

55 1部 石川ランナーズ☆岡学 花田康徳 岡哲也 高田佳宏 川杉知史 宮田洋之 松室隼人 55

56 1部 石川ランナーズ☆東山 吉田哲郎 宮田洋之 出村浩之 吉村洸 上田哲男 松室隼人 56

57 1部 寺井中教員チーム 中島　浩輔 杉元　裕貴 田下　優希 志村　明洋 紺谷　開 坪岡　拓也 57

58 1部 熱中レジェンド 仁地　裕介 山上　泰正 西田　充宏 横関　達人 58

59 1部 熱中ルーキーズ 指宿　卓哉 川原　大 北野　浩充 大塚　優作 59

60 1部 熱中フレッシャーズ 四間丁　由起子 濱村　麻央 森田　有紀子 白山　竜市 60

61 1部 平山＠小松工 中島　蒼太 川根　柊也 小橋　駿 平山　光琉 61

62 1部 美谷＠小松工 本田　志遂 東出　悠雅 新村　唯月 美谷　健太 62

63 1部 任田＠小松工 土江　碧 中谷　洋貴 楠野　遼 任田　匠吾 63

64 1部 はせがわクリニックＡ 宮本　道也 亀井　涼子 末吉　真規子 長谷川　泰介 64

65 1部 はせがわクリニックＢ 東　洋一 奥　真由美 内潟　博 寺内　大貴 65

66 1部 はせがわクリニックＣ 水口　勝志 能口　可苗 能口　正司 阿保　侑子 66

67 1部 福井県庁RC韋駄天 和中　健史 富永　勇 山本　真輔 小林　麻子 齋藤　博行 長谷川　将之 67

68 1部 福井県庁RC飛脚 齋藤　博行 西山　松一 阪本　英樹 成田　真美 和中　健史 長谷川　将之 68

69 1部 二水高校Ａ 山口　愛翔 今井　悠希 立花　隼 丸山　蒼生 鹿野　瑛貴 安達　蒼人 69
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チップ№ 部門 チーム名 １走者 ２走者 ３走者 ４走者 交代選手１ 交代選手２ 部門数

70 1部 二水高校Ｂ 村井　優斗 反保　裕介 和田　大樹 平田　雅大 鹿野　瑛貴 安達　蒼人 70

71 1部 浜開発町公民館 前川　博幸 西川　誠治 関　光宏 吉田　直弘 71

72 1部 チーム島元　陸 佐々木　武治 原田　理 七郎丸　一孝 高田　良宏 72

73 1部 チーム島元　星 永井　康裕 坂野　洋子 神崎　久子 江畑　光介 73

74 1部 チーム島元　宙 北川　裕子 中村　町子 八十嶋 恭子 石川　純也 74

75 1部 物見山クラブA 宮越　大輔 吉田　倫人 葛城　光輔 山吹　昌寛 山下　惠大 北　万太郎 75

76 1部 物見山クラブB 山下　惠大 北　万太郎 北川　昌秀 源　勇輝 三浦　敬央 長田　理恵 76

77 1部 石川県立工業 林　　修也 嶋倉　秀斗 松本　琉 山下　龍人 富重　玖詠 塚本　暖人 77

78 1部 能美市商工会青年部 辻本　勝彦 杉森　達也 中尾　徳克 山本　達也 78

79 1部 スイート39ブルース 大村和広 山吹昌寛 坂本真志 源康憲 西道恵美 谷口雅軌 79

80 1部 芭蕉珈琲ランクラブB 西川　稔 福島　一二三 加藤　伸一郎 三浦　幸夫 平山　美津惠 嘉野　勝仁 80

81 1部 芭蕉珈琲ランクラブC 福島　匡英 野澤　岩男 巻下　千恵 乙部　博計 番所　優子 嘉野　勝仁 81

82 1部 KMK 吉田昭彦 亀田昌也 若山大輔 朝里茂和 82

83 1部 ヌレヨンしんちゃん 中田　慎一 保下　幸三 吉村　由香 金武　潤治 83

84 1部 雪煙クラブ陸上部 堀畑佑介 中村圭宏 西野雅幸 森井　隆 井上裕介 西　幸信 84

85 1部 雪煙野々市走ろう会 久利須　隆 西川弘道 中村　守 戸波正実 井村誠治 瀬戸明美 85

86 1部 ANAMIZU 谷口　雅軌 泉　健一 森田　達也 菅谷峰明 86

87 1部 ジュピターRC・翔 武岡　秀樹 東出　幸大 西尾　正佳 山田　英雄 中嶋　敏弘 関根　一憲 87

88 1部 ジュピターRC・闘 中嶋　敏弘 中村　賢司 川辺　高信 毛利　光佑 上田　裕史 木下　吉伸 88

89 1部 ジュピターRC・魂 向井　宏明 木下　吉伸 上田　裕史 寺井　賢一 山寺　信昭 西方路　修 89

90 1部 ジュピターRC・絆 高田　学 波田　樹雄 南　良 山寺　信昭 西方路　修 上田　哲郎 90

91 1部 山口A 村　直弥 瀬川　隆太 吉田　浩之 山西　信之 堂宮　裕司 北山　光喜 部門数

92 2部 小松大谷高校 田福　知夏 木村　奈々夏 北方　杏奈 北方　樹奈 中崎　菜那 山口　寧々 1

93 2部 おにぎりシスターズ 谷口奈穂子 藤本怜子 辻里名 杉本由起子 2

94 2部 小松高校陸上部女子 森田つぐみ 田中　詩乃 藤本みのり 関　こころ 髙井　唯菜 奥村　　恵 3

95 2部 小松明峰女子 大山　さくら 宮川　花奈 深田　零 浅田　樹莉明 中出　里奈 仁地　莉杏 4

96 2部 金沢泉丘高校J 金沢泉丘高校J 谷内日向子 室屋　里愛 平井　杏香 山下　果歩 5

97 2部 金沢泉丘高校K 金沢泉丘高校K 北村　橙子 越山　実和 青木　莉奈 中山この葉 6

98 2部 寺高バド部女子 喜多　弓亜 島田　望央 青山　玲香 柳田　彩花 古川　恵都 広島　帆香 7

99 2部 石川ランナーズ☆ゆる 越野美和 粟村紗也子 土谷明世 常橋美香 井坂宏美 8

100 2部 SPIRIT　A 三味　美帆子 谷本　小百合 北西　世津子 坂田　美穂 9

101 2部 二水高校女子 石﨑　夢菜 下濱　莉子 濱村　芽衣 中野　寧々 小寺　明日花 小林　美衣奈 10

102 2部 チーム島元　空 窪田　沙織 鍵元　奈央子 中島　麻理 藤井　真琴 11

103 2部 チーム島元　海 出町　寿美 榎木　祥子 村松　緑 若林　治子 12

104 2部 チーム島元　月 上田　千寿代 北川 美智 作田 由佳 井上　香保里 13

105 2部 ジュピターRC・華 舛田　果那 中村　明美 大野　香織 奥　由香里 小林　来夢 木村　真由美 14

106 2部 ジュピターRC・夢 後藤　亜津子 小林　来夢 黒澤　奈々子 久司　留理子 中村　明美 川島　幸子 15

107 2部 ジュピターRC・愛 木下　梢 島田　裕美子 荒井　幸代 川島　幸子 木村　真由美 後藤　亜津子 16
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