
3km 中学生男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7034 ｱｶｻｶ ﾅｵﾄ 赤坂　直人 14 石川県 七尾市 七尾中学校（2年） 00:09'22"

    2  7036 ﾄﾖｼﾏ ﾊﾔﾄ 豊島　颯斗 15 石川県 七尾市 七尾中学校（3年） 00:09'50"

    3  7031 ｵｵﾓﾘ ﾕﾀｶ 大森　友敬 14 石川県 七尾市 七尾中学校（2年） 00:09'54"

    4  7012 ﾉｻﾞｷ ｹｲ 野崎　慶 13 石川県 七尾市 七尾中学校（1年） 00:09'55"

    5  7021 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中嶌　悠月 13 石川県 能美市 辰口中学校（2年） 00:09'55"

    6  7001 ｻｶｵ ﾄﾓｷ 酒尾　朋希 12 石川県 金沢市 金石中学校（1年） 00:10'00"

    7  7006 ﾅｶﾞﾀ ﾜﾓﾝ 永田　和門 12 石川県 金沢市 金沢学院大学（1年） 00:10'05"

    8  7027 ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ 小田　雄斗 14 石川県 七尾市 七尾中学校（2年） 00:10'11"

    9  7007 ｺｻﾞｶ ﾏｻﾄ 小坂　将人 12 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:10'12"

   10  7019 ﾔﾁ ﾊﾙﾄ 谷内　陽人 13 石川県 七尾市 七尾中学校（2年） 00:10'15"

   11  7026 ｻﾜﾉ ﾊﾔﾄ 澤野　勇人 14 石川県 かほく市 河北台中学校（2年） 00:10'33"

   12  7035 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾞﾝﾄ 山本　銀人 15 石川県 白山市 白嶺中学校（3年） 00:10'35"

   13  7025 ﾅｶｴ ｿｳﾀ 中江　崇太 13 石川県 白山市 笠間中学校（2年） 00:10'39"

   14  7032 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 大野　敬介 14 石川県 野々市市 布水中学校（2年） 00:10'39"

   15  7029 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 坂井　俊介 14 石川県 野々市市 布水中学校（2年） 00:10'54"

   16  7023 ﾑﾛﾂﾞｶ ﾘｸ 室塚　陸 13 石川県 津幡町 津幡中学校（2年） 00:10'55"

   17  7020 ｳｴﾉ ｹｲﾀ 上野　慶太 13 石川県 能美市 辰口中学校（2年） 00:11'00"

   18  7014 ﾀｶﾓﾘ ｷﾘｭｳ 高森　稀隆 13 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:11'02"

   19  7022 ﾋﾛｾ ｶｲ 廣瀬　凱 13 石川県 能美市 根上中学校（2年） 00:11'10"

   20  7030 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 安田　翔太 14 石川県 金沢市 高尾台中学校（2年） 00:11'27"

   21  7037 ﾕｳﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ 柚谷　凛太郎 15 石川県 珠洲市 緑丘中学校（3年） 00:11'33"

   22  7024 ｱｶｵ ﾔﾏﾄ 赤尾　倭 13 石川県 加賀市 片山津中学校（2年） 00:11'40"

   23  7028 ｺﾃｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 小手川　健太郎 14 石川県 能美市 辰口中学校（2年） 00:11'41"

   24  7009 ﾕｳｷ ｼｮｳ 結城　笙 12 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:11'42"

   25  7008 ｿﾉｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 園井　琉之介 12 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:11'49"

   26  7013 ﾆｼﾃﾞ ｹﾝﾄ 西出　健人 13 石川県 加賀市 山代中学校（1年） 00:11'57"

   27  7003 ｷﾀｶﾞﾜ ﾙｳｸ 北川　琉空 12 石川県 内灘町 内灘中学校（1年） 00:12'15"

   28  7015 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 山本　奏太 13 石川県 能美市 辰口中学校（1年） 00:12'43"

   29  7005 ｶﾄ ｺｳｾｲ 賀戸　煌晴 12 石川県 加賀市 山代中学校（1年） 00:13'06"

   30  7002 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 村上　輝 12 石川県 金沢市 高尾台中学校（1年） 00:17'07"

   31  7033 ｵｵｾ ｶﾅﾙ 大瀬　嘉也 14 石川県 金沢市 日の出ＢＰ（2年） 00:17'58"



3km 高校生男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7101 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｭﾝ 立花　隼 16 石川県 金沢市 金沢二水高校（1年） 00:13'19"



3km 一般男子18～29歳以下

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7210 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾋﾄ 吉田　倫人 27 石川県 能美市 00:09'08"

    2  7206 ﾐﾅﾐ ﾀｶﾋﾛ 南　貴裕 25 石川県 白山市 小太郎漢方製薬 00:09'29"

    3  7209 ﾖｼﾅｶﾞ ﾅﾙｷ 芳永　成生 26 石川県 金沢市 00:09'40"

    4  7212 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 川端　洋平 28 石川県 金沢市 石川県庁 00:09'47"

    5  7211 ｳｴﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 上山　雄太郎 27 石川県 小松市 00:09'56"

    6  7201 ｻﾞｽ ｼｭｳｾｲ 座守　秀成 20 石川県 志賀町 志賀FD 00:10'28"

    7  7205 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 斉藤　岳 24 富山県 黒部市 00:10'53"

    8  7213 ｷﾀ ﾋﾛｼ 喜多　裕史 28 石川県 金沢市 00:12'16"

    9  7203 ﾏﾂｵｶ ﾘｸﾄ 松岡　陸斗 22 石川県 金沢市 金沢大学 00:15'34"

   10  7204 ｸｻｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 草島　健人 23 石川県 金沢市 JA全農いしかわ 00:16'00"

   11  7207 ﾏﾂﾅｶﾞ ｿｳ 松永　壮 26 石川県 金沢市 JA全農いしかわ 00:16'53"

   12  7208 ﾌｼｮｳ ｲﾌﾞｷ 普照　伊吹 26 石川県 金沢市 JA全農いしかわ 00:17'15"



3km 一般男子30歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7303 ｱﾗｲ ﾖｳｲﾁ 新井　陽一 36 神奈川県 横浜市 00:13'36"

    2  7302 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 長谷川　圭介 34 石川県 七尾市 00:14'06"

    3  7304 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳ 林田　翔 39 東京都 世田谷区 00:16'10"



3km 一般男子40歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7401 ﾐﾔｼﾞ ｼﾝﾔ 宮次　慎也 40 石川県 金沢市 00:10'13"

    2  7407 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 木下　吉伸 46 石川県 金沢市 00:11'30"

    3  7406 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ 五十嵐　亨 45 石川県 小松市 大和やまと 00:14'59"

    4  7409 ｵｵｾ ﾀｶﾋｺ 大瀬　貴彦 48 石川県 金沢市 00:16'02"

    5  7403 ﾕｳﾔ ｶｽﾞﾏ 柚谷　一馬 44 石川県 珠洲市 00:16'22"

    6  7411 ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 前川　良太郎 48 福井県 福井市 00:17'39"

    7  7405 ﾌｸｲ ﾀｶｼ 福井　隆司 45 石川県 金沢市 00:18'23"

    8  7408 ﾄﾞｳｶﾞﾝ ﾐﾂﾋﾛ 道願　満寛 48 石川県 小松市 00:21'11"



3km 一般男子50歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7504 ﾊｼﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 橋村　則彦 51 石川県 津幡町 00:11'04"

    2  7503 ｶｻﾊﾞ ﾕｷﾋﾛ 笠場　行博 51 石川県 内灘町 JA金沢中央 00:12'05"

    3  7514 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 井上　博 55 神奈川県 鎌倉市 00:12'11"

    4  7513 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 中村　直寛 55 石川県 白山市 00:13'44"

    5  7501 ﾔﾏｺｼ ﾋﾃﾞｷ 山腰　英樹 50 石川県 金沢市 00:13'49"

    6  7506 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 山口　嘉貴 51 石川県 加賀市 加賀市防災士会 00:16'07"

    7  7512 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾙ 野村　充 53 石川県 金沢市 金沢地裁 00:18'11"

    8  7505 ｱｶｻｶ ﾏｻｷ 赤坂　政樹 51 石川県 金沢市 金沢大学附属病院 00:18'29"

    9  7509 ﾅｶﾀ ﾔｽﾋﾛ 中田　康弘 52 石川県 金沢市 00:19'39"

   10  7516 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 石井　信廣 57 石川県 金沢市 gsk 00:19'55"

   11  7510 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾃﾙﾋｺ 柳谷　輝彦 52 石川県 珠洲市 00:23'42"



3km 一般男子60歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7601 ﾃﾞﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 出村　浩之 60 石川県 白山市 ピイランド北陸 00:13'02"

    2  7604 ｷﾀﾉ ﾋﾄｼ 北野　均 63 石川県 中能登町 00:13'21"

    3  7605 ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾆ ｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ油谷　精三郎 65 福井県 勝山市 00:15'44"

    4  7603 ﾅｶﾉ ｺｳｷ 中野　弘毅 62 石川県 白山市 オレンジリブ 00:17'41"

    5  7606 ﾋﾗｷ ﾏｻﾕｷ 平木　正之 66 石川県 津幡町 00:18'21"

    6  7607 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 桝田　敏一 67 石川県 かほく市 00:20'11"



3km 一般男子70歳代

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7701 ｶﾜｸﾞﾁ ｾｲｹｲ 川口　晴啓 79 石川県 白山市 00:24'15"



3km 一般男子80歳以上

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  7801 ﾎｳﾀﾞ ﾓﾄﾄｼ 寳田　元利 83 富山県 砺波市 00:22'19"


