
部門 順位 部門 順位

男子団体 １ 高尾台 中学校 女子団体 １ 高尾台 中学校

男子団体 ２ 笠間 中学校 女子団体 ２ 北辰 中学校

男子団体 ３ 内灘 中学校 女子団体 ３ 笠間 中学校

男子団体 ３ 北辰 中学校 女子団体 ３ 中能登 中学校

※3位は太枠が北信越代表者
順位 学校 氏名 順位 学校 氏名

男子 50㎏級 １ 笠間 山根　凪知 女子 40kg級 １ 笠間 大西　いろは

男子 50㎏級 ２ 北辰 倉又　櫂 女子 40kg級 ２ 御幸 三嶋　彩日

男子 50㎏級 ３ 中能登 久保　昂永 女子 40kg級 ３ 北辰 小坂　芽依

男子 50㎏級 ３ 笠間 宮本　悠空 女子 40kg級 ３ #VALUE! #VALUE!

男子 55kg級 １ 中能登 北野　慎之祐 女子 44kg級 １ 北辰 三崎　せれな

男子 55kg級 ２ 高尾台 皆森　翼沙 女子 44kg級 ２ 北辰 小阪　千寛

男子 55kg級 ３ 北辰 井海　地力 女子 44kg級 ３ 内川 野村　ひとね

男子 55kg級 ３ 笠間 西崎　昊 女子 44kg級 ３ 大徳 松下　優花

男子 60kg級 １ 高尾台 村　一刀斎 女子 48kg級 １ 邑知 寺井　咲希

男子 60kg級 ２ 北辰 喜多　雄大 女子 48kg級 ２ 御幸 黒宮　美咲

男子 60kg級 ３ 笠間 村井　慧琉 女子 48kg級 ３ 高尾台 出口　　鈴

男子 60kg級 ３ 野々市 谷村  昊紀 女子 48kg級 ３ 高尾台 川端　優希菜

男子 66kg級 １ 北辰 野中　海心 女子 52kg級 １ 笠間 坂　明音

男子 66kg級 ２ 高尾台 丸田　大道 女子 52kg級 ２ 北辰 福田　真唯

男子 66kg級 ３ 北辰 國本　宙良 女子 52kg級 ３ 笠間 平　彩乃

男子 66kg級 ３ 内灘 中居　優太郎 女子 52kg級 ３ 笠間 佐藤　伶音

男子 73kg級 １ 高尾台 野澤　貴哉 女子 57kg級 １ 笠間 西　結穂

男子 73kg級 ２ 羽咋 岡田　凰之介 女子 57kg級 ２ 高尾台 大河内　結衣

男子 73kg級 ３ 邑知 山本　煌大 女子 57kg級 ３ 中能登 水道　愛奈

男子 73kg級 ３ 中能登 水道　哲兵 女子 57kg級 ３ 緑 羽野　光咲

男子 81kg級 １ 内灘 浅田　峻輔 女子 63㎏級 １ 北辰 堀　紗羅葉

男子 81kg級 ２ 笠間 辻　陽風 女子 63㎏級 ２ 羽咋 酒井　佳純

男子 81kg級 ３ 笠間 森田　倖世 女子 63㎏級 ３ 北辰 馬場　夢華

男子 81kg級 ３ 高尾台 深谷　悠聖 女子 63㎏級 ３ 額 大野　愛依

男子 90kg級 １ 高尾台 寺下　仁悠 女子 70kg級 １ 笠間 藤本　春栞

男子 90kg級 ２ 中海 土田　賢太 女子 70kg級 ２ 高尾台 河崎　　蒼

男子 90kg級 ３ 松任 石川  銀十 女子 70kg級 ３ 内灘 渡辺　杏樹

男子 90kg級 ３ 北辰 谷口　剛輝 女子 70kg級 ３ 中能登 山森　陽菜

男子 90kg超級 １ 北鳴 室木　陽幸 女子 70kg超級 １ 高尾台 廣江　清葉

男子 90kg超級 ２ 野田 島岡　拓歩 女子 70kg超級 ２ 七尾東部 中村　美羽

男子 90kg超級 ３ 内灘 生田　恵樹 女子 70kg超級 ３ 北辰 東藤　葵

男子 90kg超級 ３ 内灘 酒井　綾人 女子 70kg超級 ３ 北辰 松川　千夏

第64回　　石川県中学校柔道大会　結果
学校 学校

階級 階級


