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19 鶴来坂田道場 (坂田)

17 津幡町少年柔道教室 (津幡)

18 北陸綜合警備少年柔道教室 (北陸綜警)

15 鶴来道場 (鶴来)

16 杜の里少年柔道クラブ (杜の里)

13 石川県立武道館柔道教室 (県武)

14 能登町柔道スポーツ少年団 (雄志館)

11 全日本柔道少年団小松分団 (小松)

12 全日本柔道少年団七尾分団 (七尾)

9 邑知少年柔道教室 (邑知)

10 窪田柔道倶楽部 (窪田)

7 野々市中央分団 (野々市中央)

8 加賀聖武館少年柔道教室 (加賀)

犀川柔道教室 (犀川)

6 輪島柔道教室 (輪島)

1 中能登柔道教室 (中能登)

2 内灘町少年柔道教室 (内灘)

3 松任柔道スポーツ少年団 (松任)

4 能美少年柔道クラブ (能美)

5

中

能

登

柔

道

教

室



  

女子1年の部

女子2年の部

寺下　心彩 (犀川)

2 中野　結花 (田中) 8 橋屋　芽吹 (中能登)

1 坂田　心音 (坂田) 7

堀　素羅葉 (坂田)

4 藤本　桃栞 (松任) 10 大畑　可憐 (輪島)

3 吉澤　叶美 (犀川) 9

大西　七夏 (松任)

6 要明　倖和 (加賀) 12 北村　亜香 (鶴来)

5 西田　莉衣桜 (窪田) 11

(坂田)

2 池田　仲穂摩 (県武) 8 柿島　あん (野々市中央)

1 室谷　朋花 (坂田) 7 室谷　遥花

(雄志館)

4 木谷　優莉奈 (松任) 10 大河内　玲衣 (窪田)

3 酒井　日咲 (窪田) 9 朝川　柚月

(小松)

6 土田　葉月 (犀川) 12 作田　涼 (竹野)

5 西山　ゆず (北陸綜警) 11 西出　雛乃

吉

澤

叶

美(

犀

川)

作

田

涼(

竹

野)



  

女子3年の部

女子4年の部

桐木　彩花 (北陸綜警)

2 奥野　結衣 (北陸綜警) 9 久保田　朱音 (加賀)

1 竹田　朱那 (七尾) 8

河村　優希 (松任)

4 平上　美音 (輪島) 11 根布原　恋華 (中能登)

3 小坂　愛心 (田中) 10

佐藤　こころ (野々市中央)

6 生田　彩恵 (内灘) 13 松原　千夏 (県武)

5 金森　未桜 (加賀) 12

9

6

1

榎本　咲七 (杜の里)

15 北村　啓衣 (鶴来)

7 村　姫花 (窪田) 14

深谷　芽生 (窪田) (田中)

4 河村　惺巴 (坂田) (窪田)

2 中谷内　杏 (雄志館) (雄志館)

3

(鶴来)

7 清造　梨羽 (野々市中央) (内灘)

5 池田　実生 (県武) (竹野)森川　柚歩

平　梨乃 (松任)

伊藤　礼咲18

山本　みりあ17

(邑知)

11 吉野　真桜 (邑知) (松任)

原田　芽衣 (犀川) (小松)

10 渡辺　ちひろ (小松) (北陸綜警)

8 笹川　莉世 (中能登) (野々市中央)

福村　來華 (鶴来)

12

13

14

15

16

中野　里衣菜 (坂田)

山岸　夕彩

荒木　美憂

酒井　暖乃

19

20

21

22

23

熊倉　朱里

高岡　芽生

川崎　美紗

大西　碧

中畠　美月

竹

田

朱

那(

七

尾)

原

田

芽

衣(

犀

川)



  

女子5年の部

川端　優希菜 (窪田)

2 岩田　穂乃加 (加賀) 14 八田　未羽 (田中)

1 坂　明音 (犀川) 13

松本　玲菜 (津幡)

4 寺井　咲希 (邑知) 16 山森　陽菜 (中能登)

3 亀田　恵蒔 (県武) 15

重野　瑞季 (雄志館)

6 三嶋　彩日 (小松) 18 森田　あゆみ (小松)

5 末村　風花 (津幡) 17

岩崎　花咲 (輪島)

8 尾嶋　風佳 (内灘) 20 木谷　聖莉奈 (松任)

7 藤本　春栞 (松任) 19

野村　ひとね (犀川)

10 岡　美由紀 (中能登) 22 瀬谷　美陽 (邑知)

9 佐藤　伶音 (北陸綜警) 21

吉島　莉音 (内灘)

12 勘田　涼羽 (坂田) 24 三崎　せれな (坂田)

11 中村　那優 (野々市中央) 23

坂

明

音(

犀

川)



  

女子6年の部

松本　日和 (中能登)

2 山本　紗季 (能美) 14 平　彩乃 (松任)

1 廣江　清葉 (窪田) 13

福田　真唯 (坂田)

4 谷　麻由果 (輪島) 16 北村　悠凪 (鶴来)

3 林　綾乃 (七尾) 15

羽野　光咲 (杜の里)

6 山崎　実乃里 (鶴来) 18 松本　星理 (内灘)

5 西　実久 (県武) 17

源　のぞみ (野々市中央)

8 要明　栞和 (加賀) 20 高宮　舞羽 (七尾)

7 井上　朋美 (野々市中央) 19

宮越　彩来 (小松)

10 山崎　愛 (坂田) 22 池澄　來夢 (輪島)

9 石原　美月 (津幡) 21

中垣　栞 (北陸綜警)

12 水道　愛奈 (中能登) 24 堀　紗羅葉 (坂田)

11 長森　未来 (杜の里) 23

廣

江

清

葉(

窪

田)



  

男子1年の部

清川　諒 (坂田)

2 池田　成佑 (県武) 11 多賀　楓人 (野々市中央)

1 供村　裕志 (松任) 10

亀田　百成 (県武)

4 三崎　真芭 (坂田) 13 中山　空太 (能美)

3 𠮷浦　蒼飛 (輪島) 12

松浦　祐樹 (邑知)

6 畑　大空 (七尾) 15 餅井　愛斗夢 (加賀)

5 坂井　陸弥 (窪田) 14

村上　修斗 (松任)

8 岩田　竜希 (加賀) 17 森岡　栄季 (雄志館)

7 深田　空哉 (鶴来) 16

川端　宗介 (窪田)9 畑谷　一颯 (田中) 18

供

村

裕

志(

松

任)



  

男子2年の部

平上　愛慈 (輪島)

2 若林　佑太 (田中) 15 中山　遥雅 (田中)

1 林　銀寿 (鶴来) 14

中　佑斗 (北陸綜警)

4 一瀬　陽仁 (七尾) 17 仲谷　龍之介 (内灘)

3 北野　誠大 (中能登) 16

吉田　楓 (能美)

6 黒宮　豪竜 (小松) 19 山根　快友 (加賀)

5 長﨑　哲平 (竹野) 18

辰尾　奏輔 (邑知)

8 金森　叶真 (加賀) 21 田邉　皓盛 (窪田)

7 吉川　晃生 (窪田) 20

中野　正都 (坂田)

10 上森　皆斗 (犀川) 23 道下　肇 (津幡)

9 東　倫玖 (松任) 22

中村　舷喜 (七尾)

12 杉野　つばさ (北陸綜警) 25 開　龍弥 (松任)

11 村本　悠馬 (坂田) 24

黒宮　義正 (小松)13 清水　颯 (邑知) 26

中

佑

斗(

北

陸

綜

警)



  

男子3年の部

米田　銀浬 (鶴来)

2 濱野　孜希 (野々市中央) 21 高野　翔 (北陸綜警)

1 吉田　寛智 (鶴来) 20

石本　眞也 (津幡)

4 亀田　蓮介 (県武) 23 林　雄駕 (犀川)

3 大畑　勇凛 (輪島) 22

山崎　康喜 (坂田)

6 沖野　匠吾 (窪田) 25 大井　颯太 (杜の里)

5 柿島　楓雅 (七尾) 24

八田　唯人 (田中)

8 寺井　誠也 (邑知) 27 市川　虎太郎 (加賀)

7 辻　誠矢 (能美) 26

宮下　怜桜 (中能登)

10 和泉　諒亮 (杜の里) 29 松本　陽向 (邑知)

9 富田　琥珀 (加賀) 28

布目　凌雅 (内灘)

12 福光　永郷 (小松) 31 中村　風優 (七尾)

11 高蔵　大地 (北陸綜警) 30

村井　昴琉 (松任)

14 西川　歩夢 (松任) 33 森田　圭祐 (小松)

13 兵庫　歩 (輪島) 32

川端　健介 (窪田)

16 廿日岩　逞馬 (坂田) 35 森田　有星 (能美)

15 神前　和志 (津幡) 34

田中　希怜 (県武)

18 金子　千暁 (犀川) 37 道下　太稀 (野々市中央)

17 松本　虎志郎 (中能登) 36

中村　善 (鶴来)

39 谷　侑希耶 (輪島)

19 吉田　有仁 (田中) 38

谷

侑

希

耶(

輪

島)



  

男子4年の部

原　侑也 (坂田)

2 鍛冶　右稀 (坂田) 21 北川　大和 (小松)

1 酒井　政佳 (邑知) 20

多賀　響生 (野々市中央)

4 古谷　周太郎 (窪田) 23 中村　航太 (北陸綜警)

3 森野　秀哉 (杜の里) 22

𠮷浦　快虎 (輪島)

6 角地　作弥 (輪島) 25 海老口　尊 (能美)

5 平戸　智行 (中能登) 24

山本　悠生 (邑知)

8 吉田　樹 (能美) 27 長井　旺心 (津幡)

7 北　直将 (有馬塾) 26

大久保　頼 (犀川)

10 山本　煌心 (加賀) 29 中木　健志郎 (内灘)

9 髙山　雄大 (内灘) 28

佐野　琉士 (窪田)

12 源　悠太郎 (野々市中央) 31 供村　敬司 (松任)

11 中垣　晴斗 (県武) 30

水口　怜 (七尾)

14 清水　勇吹 (松任) 33 松浦　孝祐 (邑知)

13 一瀬　旭生 (七尾) 32

山崎　瞬介 (鶴来)

16 莚田　和季 (北陸綜警) 35 道下　遥人 (竹野)

15 大矢　亮 (津幡) 34

19 釜谷　爽太郎 (輪島)

辻　慈吾 (加賀)

18 高橋　栄杜 (坂田) 37 石橋　慶己 (有馬塾)

17 村上　未来 (犀川) 36

石

橋

慶

己(

有

馬

塾)



  

男子5年の部

清水　嵩翔 (邑知)

16 池田　空羽太 (松任) 32 大屋　伶斗 (坂田)

15 西　太一 (県武) 31

角地　一颯 (輪島)

14 上田　文悟 (邑知) 30 柿島　音 (野々市中央)

13 山本　士 (鶴来) 29

前田　源太 (中能登)

12 中野　壱星 (加賀) 28 西村　栄 (鶴来)

11 金子　朔弥 (犀川) 27

松平　泉 (松任)

10 濱野　真咲 (野々市中央) 26 佐渡谷　一輝 (県武)

9 北村　篤太郎 (輪島) 25

舟田　晃明 (内灘)

8 尾関　奏多 (窪田) 24 水野　大慈 (加賀)

7 宮越　凌牙 (小松) 23

中村　麗雄 (七尾)

6 寺口　壮太朗 (七尾) 22 樫田　海秀 (窪田)

5 廿日岩　瑛太 (坂田) 21

中山　吏空 (能美)

4 中川　皓太 (内灘) 20 一ノ田　陽斗 (田中)

3 角谷　純汰 (津幡) 19

神野　怜央 (中能登)

2 西　巧 (松任) 18 坂井　悠人 (坂田)

1 水道　啓人 (中能登) 17

水

道

啓

人(

中

能

登)



  

男子6年の部

國本　宙良 (坂田)

2 谷島　翔 (七尾) 19 深谷　悠聖 (窪田)

1 林　諒太朗 (中能登) 18

樋口　和義 (津幡)

4 尾嶋　次元 (内灘) 21 道下　優生 (竹野)

3 西村　大翔 (窪田) 20

岡田　凰之介 (邑知)

6 喜多　雄大 (坂田) 23 浅井　健翔 (小松)

5 林　風夢 (鶴来) 22

荒井　太一 (犀川)

8 神谷　楓河 (雄志館) 25 田中　志弥 (県武)

7 長井　天聖 (津幡) 24

小林　日向 (鶴来)

10 平井　悠之助 (小松) 27 長谷川　滉志郎 (有馬塾)

9 寺下　仁悠 (犀川) 26

吉浦　亮太 (北陸綜警)

12 藤岡　佑樹 (邑知) 29 神谷　雷河 (雄志館)

11 渡辺　舷太 (内灘) 28

金谷　蓮 (松任)

14 村上　壮瑠 (県武) 31 釜谷　悠太郎 (輪島)

13 宮元　璃空 (有馬塾) 30

17 吉澤　大暉 (犀川)

谷口　剛輝 (坂田)

16 大畑　瞬星 (輪島) 33 生田　恵樹 (内灘)

15 表　一茶 (松任) 32

國

本

宙

良(

坂

田)


