
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

108 3部 辰口中学校A 小坂　将人 中嶌　悠月 高森　稀隆 上野　慶太 結城　笙 生田　悠真

109 3部 辰口中学校B 結城　笙 山本　蓮翔 中川　悠月 田甫　侑雅 駒井　賢清 石口　景翔

110 3部 辰口中学校C 生田　悠真 池田　拓未 山本　奏太 大内　颯馬 駒井　賢清 石口　景翔

111 3部 辰口中学校D 小手川健太郎 澤村昂志郎 吉田虎ノ介 谷保　舜良 駒井　賢清 橋本　　力

112 3部 辰口中学校E 園井琉之介 中島　遙斗 小坂柑大郎 森　　悠真 𠮷村　　凌 石口　景翔

113 3部 辰口＆川北中野球部A 東　　虹輝 裏野　聖逢 松田　悠吾 田中偉武生 村下　陽大 中谷　旭希

114 3部 辰口＆川北中野球部B 福田　航生 村下　陽大 橋元　朝陽 中谷　旭希 上尾　光輝 大川　貴生

115 3部 辰口中学校野球部 上尾　光輝 大川　貴生 橋本　　力 𠮷村　　凌 駒井　賢清 石口　景翔

116 3部 長田中A 羽生　逸人 中山　悠生 坂下　裕希 長谷川尚吾 熊谷　陽太 屶網　瑛人

117 3部 長田中B 小早川拓海 吉野　雄葵 関川　絢斗 外山　倖大 熊谷　陽太 中西　　慶

118 3部 KJAC 河端　亮介 堀田　悠真 出澤侑也 岡野晴希

119 3部 緑中学校A 鷹合　壮太 石原　玄育 小野　慶人 竹内　流星

120 3部 緑中学校B 越野　太陽 北川　咲幸 土田　ゆり 堀　美波

121 3部 緑中学校C 前田　春輝 出島　創太 宮島　楓羽 水上　心暖

122 3部 北鳴中学校A 鍵元　夢生 野崎　飛羽 笠井　貫太 中川　琉暉

123 3部 北鳴中学校B 橋本　　歩 道下　遥人 小坂　倖清 友田　孝輔

124 3部 北鳴中学校C 池上　友梧 松田　英史 坂西　健真 尾島　英太 山口　亮介 髙比良悠人

125 3部 ＳＫＲＲ川北 山本　啓五 別宗　琉空 廣田　梨乃 金田　隼輝 北井　志真 長谷田侑士

126 3部 川北中男子Ａ 北井　志真 長谷田侑士 大山　博功 藤原　覚照 前田　晴翔 門田　育知

127 3部 川北中男子Ｂ 中村　　翔 宮部　大翔 渡辺　　瞬 川北　泰志 門田　育知 中田　玲央

128 3部 川北中男子Ｃ 小木曽宏樹 笠間　敦翔 南　　璃空 村上　海斗 吉村　煌成 中田　玲央

129 3部 川北中男子Ｄ 中橋虎太郎 木根　悠介 嶋田　海大 西田　遼人 谷口　玄樹 吉村　煌成

130 3部 根上中学校陸上部A 廣瀨　凱 北　智哉 原　魁兎 得川　天汰 細川　壱斗

131 3部 根上中学校陸上部B 福地　理央 森本　純也 新記　圭太 上田　愛翔 細川　壱斗

132 3部 根上中学校陸上部F 高木　優奈 橘　咲希 藤田　愛梨 土本　雷偉 細川　壱斗

133 3部 根上中野球部A 筒井　蒼太 井村　好汰 峰岡　大和 松崎　雷矢

134 3部 根上中野球部B 山田　　漣 野村　勇人 秋田　遼成 浦　　脩太

135 3部 根上中野球部C 竹田　伊吹 北風　琉生 竹田　阿怜 月縄　陽人

136 3部 根上中野球部D 村元　亮心 木道　侑我 椿原　蓮 辻　光河 山崎　大翔 鼠淵　愛琉

137 3部 根上男子バスケ部A 勘田　龍永 田中　佳樹 濱森　信吾 本多　晃琉 細川　壱斗

138 3部 根上男子バスケ部B 篠田　圭汰 中村　康亮 岸井　優 山田　宗 細川　壱斗

139 3部 根上男子バスケ部C 下道　洸 村山　陽紀 市村　俊美 田中　翔梧 細川　壱斗

140 3部 根上男子バスケ部D 佐藤　皓太 小原　大輝 西　良都 村　凌弥 細川　壱斗

141 3部 根上男子バスケ部E 阿部　翔 福田　晴悠 池内　嵐士 北原　智大 細川　壱斗

142 3部 根上中男子テニス部Ａ 岡元　裕輝 中川　幹太 中村　優汰 北西　慶次 高塚　仁雄

143 3部 根上中男子テニス部Ｂ 中村　文四郎 鈴木　善彦 谷藤　洸太 松田　涼誠

144 3部 根上中男子テニス部Ｃ 近藤　琉晴 川田　拓実 吉田　遥 笹木　敦矢 竹田　啓慎

145 3部 根上中男子テニス部Ｄ 吉川　爽翔 山本　琳賢 海老口　尊 小西　理仁 王生　優樹

146 3部 根上中男子テニス部Ｅ 中谷　威仁 八幡　遥大 白方　遼 井上　優吾

147 3部 寺井中陸上部A 小川　昊亮 北野　拓真 浅田　大瑠 三竹　草太 池田　惺哉

148 3部 寺井中陸上部B 上田　久遠 越後　璃久 蔵田　恭一 東方　翔大 東谷　悠誠

149 3部 布水中学校 大野　敬介 坂井　俊介 川端　琉月 青木　陸人 山下　憐皇 河越　嵩仁

150 3部 寺井中学校野球部Ａ 清水奏良 辻本隆太 大川悠瑛 坂井公太郎

151 3部 寺井中学校野球部Ｂ 永滝碧 見澤大事 澤田漣 東出瑛煌

152 3部 寺井中学校野球部Ｃ 久保俊葵 永井颯太 中道勇飛 小西健彦

153 3部 寺井中学校野球部Ｄ 原田悠太郎 森煌貴 小西陽太 中條晃輔

154 3部 寺井中学校野球部Ｅ 窪田瑛介 北村俊 本多琉 永滝颯

155 4部 辰口中学校A 亀田　芽生 居村　美怜 北　　涼葉 金田　桃実 金田　ゆい 松尾　　凜

156 4部 辰口中学校B 金田　ゆい 松尾　　凜 新宅　萌永 犬塚　喜紀 髙田　琉奈 喜多　心音

157 4部 辰口中学校C 柳浦　志織 矢野　稟羅 清水　花鈴 髙田　琉奈 阿波根夕依 村井田心梓

158 4部 辰口中学校D 西田　沙樹 吉田　裕菜 橋本　愛和 北　　愛葉 古保　柚希 高井　璃乃

159 4部 長田中 清水　菜月 久田　心希 一本杉咲良 高橋日芽子 基村　桃子 本田　彩乃

160 4部 北鳴中学校A 髙𣘺　茉央 中村　百花 山本　和奏 島﨑　比奈

161 4部 北鳴中学校B 富田　夕愛 張田　幸来 森川　柚步 東　さくら

162 4部 川北中女子Ａ 大坪　祈鈴 中野　里彩 奥山　心捺 吉野　可純 坂井　優月 荒井里緒菜

163 4部 川北中女子Ｂ 坂井　優月 荒井里緒菜 常山　心暖 今村　朱那 山本　杏浬 前田　汐凪

164 4部 川北中女子Ｃ 山本　杏浬 前田　汐凪 北嶋　千尋 堀　史菜乃 常山　心暖 今村　朱那

165 4部 根上中学校陸上部C 本村　真悠 中川　結月 鬼頭　明沙 池田　千紘

166 4部 根上中学校陸上部D 橋本　すみれ 中本　彩葉 西村　桃 安田　愛

167 4部 根上中学校陸上部E 穴田　美慧 長谷川　よつは 西出　來生 北澤　苺果

168 4部 根上中ソフトボール部A 村山　　碧 前川　陽彩 丸谷　栄音 廣田　心寧

169 4部 根上中ソフトボール部B 小酒あおい 勘田　涼羽 飯田　莉央 小沢　真由

170 4部 寺井中陸上部A 安中梨里子 伊野　友菜 米田千玲咲 田原　愛梨

171 4部 寺井中陸上部B 湊　　希颯 前田　　葵 本多　芽生 前畑ことみ

172 4部 布水中学校 神谷亜依奈 相馬　若奈 小林　奈央 植田　陽奈
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173 5部 粟生学童野球クラブ 東山　晃土 浦白　樹 浦白　莉玖 石黒　史恩 井出　賢佑 安野　涼太

174 5部 MTRC 安中　蓮太朗 森田　有星 佐々木　勇仁 石原　慶都

175 5部 NKTA 北谷内康介 寺井　咲人 三野　隼和 石本  竜大 小崎愛結花

176 5部 NKTB 小崎愛結花 喜田　彩海 寺井美咲希 北谷内啓介 三野　隼和

177 5部 福岡学童野球クラブＡ 神野　大雅 新出　陽大 鳥本　脩汰 桂　颯志 徳田　葵 出店　寿乃

178 5部 福岡学童野球クラブＢ 佐々木　崇太 関　咲人 土井　柊二 秋田　翔琉 川上　泉織 細川　蒼太

179 5部 根上学童野球クラブＡ 竹田　琉衣 嶋　藍生 竹田　玲士 須井　優斗 山内　海周 山尾　虎白

180 5部 根上学童野球クラブB 中村　心優 金子　蓮士 村元　心勇 板垣　陽大 林　大賀 赤尾　柚紀

181 5部 物見山ジュニアA 任田　竜太 本田　聖愛 松本　咲希 居村　美玖

182 5部 物見山ジュニアB 今原　拓海 仁地　映空 村山　しほ 廣田　華帆

183 5部 物見山ジュニアC 原　莉乃香 渡瀬　いろは 得川　小陽 原　楓河

184 5部 河北AC 間野 祐心 黒川 十武 杉本 壮曖 出山 陽士

185 5部 SPIRIT　B 達　由槻 澤木　海翔 九谷　小雪 松山　莉彩 松下　ひまり

186 5部 SPIRIT　C 谷口　岳隼 小島　七生 千葉　羚愛 高　蓮太 石黒　寿桔

187 5部 SPIRIT　D 梶本　雪月 助田　光悠 石野　有紗 大山　浩太 上田　梓月

188 5部 金沢市陸上教室A 金子　修也 沖野　大斗 畠山　武琉 向　陸翔

189 5部 金沢市陸上教室B 村田　奏羽 西 こはる 小平　陽向 小林　杏

190 5部 金沢市陸上教室C 沖野　大史 町川　仁一 表野　泰智 田中　駿希

191 5部 金沢市陸上教室D 宮島　和花 杉林　仁衣菜 老久保　美穹 田中　汐音

192 5部 津幡ＪｒＡＣ 中川　昇 横井　大途 浦　日奈乃 山口　優来 土居　春輝 喜多　楓

193 5部 Team ミライへ 勝木千皓 勝木万理 渡嘉敷望来 勝木大智
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