
競技名 区分 男女 優勝者・優勝チーム 開催日 備考

陸上 １００ｍ 男子 福島　滉一 ６/５（土）
陸上 ２００ｍ 男子 福島　滉一
陸上 ３００ｍ 男子 小野瀬　翼
陸上 ４００ｍ 男子 側垣　史生
陸上 ６００ｍ 男子 鈴木　淳志
陸上 ８００ｍ 男子 池上　慎弥
陸上 １０００ｍ 男子 井上　和貴
陸上 １５００ｍ 男子 福井　清和
陸上 ５０００ｍ 男子 干場　涼平
陸上 ３０００ｍ 男子 藤田　健太郎
陸上 １１０ｍＨ 男子 福本　洋輔
陸上 ４００ｍＨ 男子 北野　貴大
陸上 ３０００ｍ競歩 男子 福田　剛生
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 七尾東雲高校
陸上 スウェーデンＲ 男子 七尾東雲高校Ｂ
陸上 ４×４００ｍＲ 男子 七尾東雲高校Ａ
陸上 走高跳 男子 社谷内　達也
陸上 棒高跳 男子 源内　義希
陸上 走幅跳 男子 山口　良太
陸上 三段跳 男子 千歳　祥人
陸上 砲丸投 男子 白田　亘
陸上 ハンマー投 男子 白田　亘
陸上 円盤投 男子 稲岡　裕也
陸上 やり投 男子 菊田　来輝
陸上 １００ｍ 女子 西　綾香
陸上 ２００ｍ 女子 西　綾香
陸上 ８００ｍ 女子 金谷　ゆかり
陸上 １５００ｍ 女子 長谷川　詩歩
陸上 ３０００ｍ競歩 女子 石崎　彩
陸上 １００ｍＨ 女子 春木　彩那
陸上 ４００ｍＨ 女子 春木　彩那
陸上 ４×１００ｍＲ 女子 七尾高校
陸上 走高跳 女子 仁八　志緒里
陸上 走幅跳 女子 辻口　芹夏
陸上 砲丸投 女子 佐伯　萌子
陸上 やり投 女子 中川　瑞希
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水泳 １００ｍ背泳ぎ 一般男子 古木　明典 ７/１１（日）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 一般男子 古木　明典
水泳 ５０ｍバタフライ 一般男子 井筒　康介
水泳 ５０ｍ自由形 ５０歳以上の部男子 野見　輝夫
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ５０歳以上の部男子 野見　輝夫
水泳 １００ｍ背泳ぎ ５０歳以上の部男子 野見　輝夫
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ５０歳以上の部男子 姥浦　淳一
水泳 ５０ｍバタフライ ５０歳以上の部男子 岡田　一
水泳 ５０ｍ自由形 ６０歳以上の部男子 加藤　広一
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳以上の部男子 加藤　広一
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ６０歳以上の部男子 直江　克彦
水泳 ５０ｍバタフライ ６０歳以上の部男子 加藤　広一
水泳 ５０ｍ自由形 一般女子 中村　祥代
水泳 １００ｍ自由形 一般女子 中村　祥代
水泳 ５０ｍバタフライ 一般女子 中村　祥代

ソフトテニス １部優勝 水谷・松田 ５/２３（日）
ソフトテニス ２部優勝 礒辺・一花
ソフトテニス ３部優勝 伊藤・堺

テニス 男子 三味・藤元 ５/３０（日）
テニス 女子 山内・田尻

バレーボール あずーりー ５/２３（日）

バスケットボール 中島クラブ ５/３０（日）

卓球 混合ダブルス（１２４歳以下の部） 順毛・飯田（七尾スターズ） ５/２３（日）
卓球 混合ダブルス（１２５歳以上の部） 星沢・米田（ななおクラブ）
卓球 男子シングルス（５９歳以下） 男子 小幡　吉広（ななおクラブ）
卓球 男子シングルス（６０歳以上） 男子 茶木　孝至（ななおクラブ）
卓球 女子シングルス（６４歳以下） 女子 飯田　洋子（七尾スターズ）
卓球 女子シングルス（６５歳以上） 女子 野見　ワカ（七尾スターズ）

剣道 御祓チーム ６/２７（日）

相撲 木下　敬正 ６/６（日）

弓道 赤坂　道広 ６/６（日）



バドミントン 一般シングルス 男子 村本　幹夫 ５/２３（日）
バドミントン 一般ダブルス 男子 藤岡・柴田
バドミントン 一般シングルス 女子 高松　美保
バドミントン 一般ダブルス 女子 高松・二宮
バドミントン 壮年ダブルス 女子 上田・小橋

ソフトボール 前田一寸法師 ５/３０（日）

ラグビーフットボール 七尾市Ａ ５/１６（日）

サッカー 七尾フットボールクラブ ５/９（日）

ボウリング 男子 岡水　博志 ５/２９（土）
ボウリング 女子 宇田　博美

少林寺拳法 規定組演武 池島・赤坂 ６/１３（日）
少林寺拳法 自由組演武 中原・稲田

ゲートボール 東湊 ５/２３（日）

ゴルフ 一般の部 室木　俊美 ６/２０（日）
ゴルフ 壮年の部 宮﨑　博

グラウンドゴルフ 男子 宮田　一夫（本府中） ５/２３（日）
グラウンドゴルフ 女子 岩本　千代子（高階）

パークゴルフ 男子 高位　吉克 ６/１６（水）
パークゴルフ 女子 田中　美代子

ペタンク 北免田チーム（中島） ５/２８（金）


