
歴 代 入 賞 組
男 子 女 子元 年

号 度 １ 位 ２ 位 ３ 位 １ 位 ２ 位 ３ 位
昭 田端・東出（大聖寺） 池田・尾崎（羽 咋）

29 春木・松田（七 尾） 徳山・油谷（羽 咋） 春成・高橋（七 尾） 米田・小寺（金 城）
和 橋本・田尻（七尾実） 北山・ 森 （藤 花）

小林・二見（二 水） 飯利・藤田（金 城）
30 松村・吉本（二 水） 山本・土肥（二 水） 金戸・下村（藤 花） 辻 ・三谷（二 水）

松村・和田（二 水） 番匠・新明（七 尾）
醍醐・ 西 （桜 丘） 藤原・竹田（泉 丘）

31 吉崎・和田（二 水） 小倉・寺本（二 水） 小倉・野本（小 松） 成田・和田（七 尾）
藤谷・浜崎（宇出津） 山口・大田（小松実）
長谷・西本（二 水） 鈴木・正木（大聖寺）

32 五十嵐・北川(桜 丘) 山田・吉田（泉 丘） 金川・高畠（松 任） 辻 ・政浦（七 尾）
山崎・山口（二 水） 西島・中西（津 幡）
紺谷・坂田（小 松） 木戸浦・斉田(二 水)

33 田中・和倉（七 尾） 中谷・大谷（泉 丘） 長道・玉川（七 尾） 門馬・荒木（泉 丘）
目・富田（七 尾） 東田・吉藤（二 水）
西村・宮口（二 水） 牧 ・池村（藤 花）

34 武部・吉田（金 沢） 梅屋・萩原（輪 島） 有村・村山（泉 丘） 石訳・坂本（七 尾）
中川・飯田（大聖寺） 古賀・本谷（短大高）
辻口・大門（宇出津） 西岡・山田（北 陸）

35 宮谷・坂本（津 幡） 竹本・古村（泉 丘） 谷口・武田（大聖寺） 寺本・滝口（二 水）
橘 ・滝野（県立工） 前川・津田（北 陸）

南出・岡部（小松実） 酒井・下浜（松任農）
36 松原・ 泉 （金大附） 山下・藤本（電 波） 由水・灰田（二 水） 作中・洲崎（金 城）

前川・松崎（泉 丘） 小林・杉本（津 幡）
佐野・浅井（二 水） 表 ・竹谷内(穴 水)

37 満渕・三浦（七 尾） 奥原・松岡（七 尾） 安田・坂下（金 城） 横山・大森（金 城）
本島・横山（金 沢） 浜田・船山（穴 水）
岡田・沢村（小松実） 越村・米沢（桜 丘）

38 満渕・山辺（七 尾） 北岡・山下（星 陵） 余助・谷口（小松女） 小山・河崎（二 水）
島 ・岡本（泉 丘） 伊藤・津田（短大高）

竹中・竹井（津 幡） 杉本・由田（小 松）
39 喜多・麻田（小 松） 鈴木・松本（小 松） 高 ・崩山（柳田農） 榊原・坂野（富 来）

岩崎・勝田（輪 島） 前 ・橋本（輪 島）
黒丸・ 前 （飯 田） 中田・舟木（飯 田）

40 中村・ 泉 （県立工） 横江・青木（二 水） 吉村・金浦（金沢商） 山辺・吉沢（金 城）
高橋・ 林 （金 沢） 金子・武田（小松商）
水落・池田（県立工） 百々・ 浦 （藤 花）

41 森 ・谷内（桜 丘） 江川・伊藤（宇出津） 北川・三浦（小松女） 府玻・府玻（宇出津）
当目・久富（宇出津） 岡山・松本（藤 花）
山本・善田（小松工） 水元・土合（宇出津）

42 北野・沢田（小 松） 平田・北村（小 松） 安田・佐藤（小松女） 吉田・桜井（小松女）
番井・島村（泉 丘） 山口・蔵本（飯 田）
生駒・山口（泉 丘） 水元・土合（宇出津）

43 久保田・西田(小 松) 西海・大越（水 産） 高橋・ 岩 （宇出津） 尾崎・柴田（七 尾）
浅野・北川（星 稜） 朝川・久富（宇出津）
笠間・ 東 （松 任） 高橋・日下（富 来）

44 浅野・北川（星 稜） 東 ・西本（錦 丘） 高橋・ 岩 （宇出津） 尾崎・万正（輪 島）
橋口・鶴野（宇出津） 茂岩・山形（小松女）
上田・高田（宇出津） 内潟・中川（津 幡）

45 橋口・鶴野（宇出津） 洌崎・井上（宇出津） 窪 ・中川（星 稜） 洌崎・河端（宇出津）
北川・石見（県立工） 西田・善野（宇出津）
洌崎・井上（宇出津） 西田・善野（宇出津）

46 橋口・鶴野（宇出津） 北川・石見（県立工） 洌崎・河端（宇出津） 窪 ・中川（星 稜）
河原・西本（錦 丘） 関戸・片桐（藤 花）
西川・新甫（県立工） 洌崎・高木（藤 花）

47 杉浦・真島（宇出津） 毎田・山本（桜 丘） 谷内・田中（宇出津） 江下・宮腰（藤 花）
榊原・大田（富 来） 大屋・二谷（飯 田）
川端・ 森 （宇出津） 浜野・山下（宇出津）

48 高田・新田（宇出津） 吉岡・井東（宇出津） 大屋・二谷（飯 田） 喜多・寺口（宇出津）
三井・川中（桜 丘） 河内・一谷（七尾商）
坂野・瀬川（大 実） 上村・吉野（富 来）

49 高田・新田（宇出津） 米谷・三井（羽 咋） 宮崎・道下（宇出津） 笠瀬・吉本（河北台）
宮田・内潟（県立工） 高橋・中野（金沢女）
高 ・山本（門 前） 山寺・中山（穴 水）

50 山田・石田（宇出津） 堀 ・竹原（門 前） 長尾・山分（宇出津） 芝 ・紙谷（宇出津）
吉田・長田（小 松） 近江・高田（七 尾）
堀 ・下畠（門 前） 大森・黒田（宇出津）

51 吉岡・酒元（宇出津） 北野・北野（飯 田） 芝 ・中田（宇出津） 田中・紙谷（宇出津）
金谷・越野（星 稜） 堀内・大谷（富 来）
田中・下畠（門 前） 叶 ・ 東 （富 来）

52 脇山・石田（宇出津） 田島・ 森 （星 稜） 新井・町口（鹿 西） 西谷・本田（高 浜）
勝井・ 堀 （宇出津） 川端・青木（七尾女）
山崎・橋場（県立工） 馬場・田中（宇出津）

53 洌崎・石田（宇出津） 湊口・ 堀 （宇出津） 林 ・長坂（宇出津） 大谷・高柳（宇出津）
出村・川本（鹿 西） 炭谷・洌崎（宇出津）
川畑・中村（宇出津） 炭谷・洌崎（宇出津）

54 洌崎・湊口（宇出津） 浜田・奥野（七 尾） 馬場・田中（宇出津） 林 ・高柳（宇出津）
前田・椎名（星 稜） 宮藤・直川（宇出津）
伊藤・蛇場見(松陵工) 吉村・大網（宇出津）

55 岸 ・佐藤（七尾工） 鵜浦・ 辻 （七尾工） 中川・石本（河北台） 田中・宮藤（宇出津）
塩川・疋田（大 谷） 浦谷・吉川（穴 水）
今井・坂下（鹿 西） 黒田・高井（向 陽）

56 中山・堂前（宇出津） 石上・谷口（小松工） 的場・杉本（鹿 西） 明翫・野本（松 任）
長尾・真島（宇出津） 稲場・半田（鹿 西）
林 ・坂山（七尾工） 清水・中田（鹿 西）

57 井田・田上（宇出津） 今井・坂下（鹿 西） 数馬・下谷（宇出津） 大黒・安田（宇出津）
池田・木地（宇出津） 松本・小林（短大高）
浜口・山本（七 尾） 河村・川端（宇出津）

58 徳野・水口（松陵工） 山本・宿谷（鹿 西） 数馬・東崎（宇出津） 松井・上見（鹿 西）
松井・中沢（鹿 西） 渋谷・上野（短大高）
水鶏口･浜中ｶ(宇出津) 田中・米沢（鹿 西）

59 四家・浜中ﾕ (宇出津) 本江・相原（松陵工） 沼田・干場（鹿 西） 山口・中野（河北台）
村上・高田（松陵工） 田辺・浜谷（宇出津）
大窪・本田（鹿 西） 丹羽・干場（鹿 西）

60 北本・下出（小 松） 山川・山村（小 松） 田辺・水本（宇出津） 堀田・土野（鹿 西）
山本・白江（羽 咋） 藤本・筒井（鹿 西）
高井・塩本（松陵工） 松本・筒井（鹿 西）

61 中村・深谷（松陵工） 長沢・山森（鹿 西） 松江・里見（羽 咋） 千野・宝正（羽 咋）
魚住・庄田（明 峰） 釣谷・今西（短大高）
高井・塩本（松陵工） 山口・北村（桜 丘）

62 田辺・銭塚（宇出津） 西海・宮田（県立工） 松本・藤井（鹿 西） 田中・野口（宇出津）
横亭・浦野（宇出津） 高井・小笠原(金沢商)
井出・北本（小 松） 沢口・北原（鹿 西）

63 前田・有沢（県立工） 林 ・ 北 （泉 丘） 若狭・別所（女大附） 高井・小笠原(金沢商)
机谷・ 新 （珠洲実） 永田・谷橋（女大附）

平 山森・中元（鹿 西） 水上・原田（鹿 西）
１ 谷口・清水（県立工） 山口・羽場（県立工） 西 ・石井（宇出津） 石川・川端（鹿 西）

成 円明・橋本（七尾工） 上田・飯田（金沢女）
宮村・山本（金 沢） 水上・川端（鹿 西）

２ 津幡・小西（小松工） 小林・ 源 （七尾工） 中谷・秋田（鹿 西） 境谷・向田（宇出津）
村井・ 森 （金 沢） 石川・原田（鹿 西）
宮村・青山（金 沢） 織田・辻口（鹿 西）

３ 東崎・稲谷（飯 田） 吉田・ 浦 （県立工） 楠 ・山中（女大附） 山辺・ 島 （宇出津）
小山・竹田（松陵工） 水元・向田（宇出津）
松田・青山（金 沢） 織田・花染（鹿 西）

４ 金子・宮森（羽 咋） 山本・岩井（羽 咋） 池田・田端（女大附） 楠 ・山中（女大附）
川原・岩野（羽咋工） 松生・山森（女大附）
元 ・ 槻 （宇出津） 形倉・石田（飯 田）

５ 中村・中村（小松工） 西 ・ 中 （小松工） 辻本・花染（鹿 西） 角 ・若狭（七尾商）
谷内口・竹中(飯 田) 久井・北野（金沢東）
林 ・北川（七 尾） 高木・小松（金沢東）

６ 道端・上梨（金市工） 川崎・宮村（金沢東） 辻本・ 楠 （鹿 西） 宮渕・石山（小松女）
水口・山口（県立工） 奥原・野崎（鹿 西）
山口 ・村田（七 尾） 宮本・田中（七尾商）要

７ 冨田・坂下（小松工） 高山・折戸（羽咋工） 中元・池島（七尾商） 山田・上川（小松女）
村山・塚林（羽 咋） 甲 ・山田（七 尾）
糸矢・広瀬（飯 田） 広澤・三野（七尾商）

８ 武渕・久田（飯 田） 瀬戸・反保（小松工） 永野・水本（桜 丘） 中元・石田（七尾商）
秋谷・井淵（飯 田） 角 ・田中（七尾商）
辰川・西野（小市立） 山崎・加藤（小市立）

９ 蔦 ・ 谷 （七 尾） 市村・中村（七 尾） 石田・寺田（宇出津） 永野・水本（桜 丘）
寺上・細川（宇出津） 広澤・三野（七尾商）
北川・宮本（七 尾） 岡本・長谷川（星稜）

10 西 ・多造（小市立） 寺上・佐々木(宇出津) 石田・寺田（宇出津） 中野・西田（小市立）
江川・細川（宇出津） 宮下・池田（鵬学園）
辻野・新平（宇出津） 高橋・ 林 （七尾商）

11 廣瀬・藤村（金沢東） 江川・佐々木(宇出津) 三十苅・松島(金沢東) 松生・山本（鵬学園）
川端・浅倉（宇出津） 光谷・守田（金沢東）
北本・石田（金沢東) 林 ・北村（鹿 西）

12 辻野・新平（北 辰） 眞脇・浅倉（北 辰） 吉岡・池田（北 辰） 三十苅・松本(金沢東)
吉岡・佐野（北 辰） 大向・鈴ヶ嶺(北 辰)
寺田・寺口（北 辰） 林 ・北村（鹿 西）

13 平 ・藤原（北 辰） 吉岡・泉嵜（北 辰） 大向・川原（北 辰） 浅倉・諸角（北 辰）
笹出・陳祐（飯 田） 土田・田畑（小市立）
三島・ 北 （小市立） 山田・ 界 （金沢商）

14 谷口・出口（小市立） 谷内・阿部（北 辰） 浅倉・川原（北 辰） 小浦・持木（北 辰）
佐藤・新井（金沢東） 新谷・柴田（飯 田）
中田・奥平（飯 田） 根布長・北川（桜丘）

15 三島・ 北 （小市立） 高橋・大林（羽咋工） 笹田・持木（北 辰） 横谷・紅屋（金沢東）
大高・大向（北 辰） 東浜・河内（北 辰）
山田・坂元（金沢東） 神田・紅屋（金沢東）

16 下畠・ 森 （小市立） 田中・坂井（金沢東） 助實・笠井（金沢東） 富沢・蔵元（桜 丘）
荒谷・北村（小市立） 新甫・西谷（金沢東）
東口・道下（北 辰） 北野・釣谷（金沢東）

17 下畠・池田（小市立） 澤田・二木（小市立） 神田・笠井（金沢東） 岡川・畠中（北 辰）
野坂・徳野（金沢東） 長 ・松本（小市立）


