
2020.8.8（土）

松岡 悠翔 中 竜之介

羽野 永都 界 利來

岩岸 蒼真 三野 広輝

松田 頼我 宮田 彪舜

菊池 遵 谷内 優斗

得能 倖太 鳥越 圭紳

古本 竜吾 畠山 総介

島崎 心温 嵜田 慧

畠中 雄大 酒井 瑛仁

石垣 真悟 坂下 翔哉

卯木 悠惺 宮下 匠磨

山岸 晴翔 長道 皐汰

松平 奨 境 瞬吾

田中 雄敏 松本 悠太郎

谷口 太一 飯田 剛仁

中島 悠真 中田 愛都

近岡 宗一郎 松本 惟月

藤井 大和 谷内 成実

藤澤 理央馬 鍋島 凛

藤澤 蒼理 坂下 晃介

安藤 聖 島田 葉琉

宮下 悠冴 浦 拓磨

畠山 友彰 伊藤 丈瑠

森澤 星斗 岡山 直樹

久田 陸人 影田 永遠

上田 蕾暉 境谷 健太郎

高橋 レモン 池田 優太郎

竹内 幸也 高橋 亮成

西川 恵矢 坪野 瑛大

柳田 蒼生 中田 有莉
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11 河北台キッズ 犀生 26

12 七尾 河北台キッズ 27

10 加賀 宝 25

8 七尾 加賀 23

9 宝 七尾 24

7 犀生 内灘 22

6 輪島 能登スポ少 21

5 穴水町教室 津幡 20
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4 加賀 七尾 19

3 津幡 穴水町教室

2
はくい

宝 17
七尾

１部　男子の部

1 能美 小松荒屋 16



2020.8.9（日）

佐古 七海 打越 文奈

山本 希恵 干場 真歩

斎藤 陽愛 山﨑 真凛

久田 明里 飯田 美志

山本 未来 高田 朋

安藤 絢香 西村 優衣

森川 愛瑠 濱本 愛

中村 桜子 堂下 華暖

是久 瑠香 森原 菜月

竹内 幸生 飛龍 心花

藤田 奈緒 宮本 菜々

川原 千佳 鳥井 莉恋

大門 來美 山口 陽向

廣田 彩希 青山 蒼空

山下 莉音 青山 夏歩

堀江 花音 洞雞 皆子

竹原 夢彩 中田 雫

本田 彩 村上 舞衣

坂本 彩翔 小原 萌々子

服部 亜子 長道 朱里

成田 菜々乃 藤島 彩衣

坂下 優月 加茂川 香柚

濵田 椛 堀 真優

山岸 和奏 稲垣 希未

釜谷 采良 小酒 虹海

沼田 実優 鍋島 蘭

三野 心愛 吉野 若奈

中村 優生 蓑島 衣千香

井上 碧唯 中野 志月

中田 育弥 久世 楓

川端 小波 宮本 ゆず

西 清花 芳原 愛未

佐々木 恵那 川崎 陽花里

久田 唯心 松岡 陽菜

高宮 さくらこ 堂野 梨月

野﨑 夕姫 奥田 菜月

山田 結愛 古橋 澪

網 こはる 飯田 美里

山﨑 瑞姫 山森 香櫻

山﨑 笑凛 横山 采巳

真沼 優衣奈 谷口 歩

前田 莉瑠 飯田 仁菜
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6 町野 河北台キッズ 27

はくい 25
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4 小松荒屋
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