
1235人
競技名 区分 男女 優勝者・優勝チーム 開催日 参加人数 備考
陸上 １００ｍ 男子 本谷好啓 6月2日 200人
陸上 ２００ｍ 男子 本谷好啓
陸上 ４００ｍ 男子 出村友裕
陸上 ８００ｍ 男子 橋孝典
陸上 １５００ｍ 男子 林恵太
陸上 ５０００ｍ 男子 池島拓郎
陸上 １１０ｍＨ 男子 加納尽
陸上 ４００ｍＨ 男子 川辺貴
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 飯田高校Ａ（濱本・松下・本谷・田中）
陸上 ４×４００ｍＲ 男子 七尾高校Ｃ（出村・林・峪・伊賀）
陸上 走高跳 男子 百海郁弥
陸上 走幅跳 男子 山口良太
陸上 三段跳 男子 山本智大
陸上 砲丸投 男子 小杉崇峰
陸上 円盤投 男子 小杉崇峰
陸上 ハンマー投 男子 石井嘉仁
陸上 やり投 男子 福田涼太郎
陸上 １００ｍ 女子 柴田夕貴
陸上 ２００ｍ 女子 中嶋咲也子
陸上 ４００ｍ 女子 長谷川詩歩
陸上 ８００ｍ 女子 長谷川詩歩
陸上 １５００ｍ 女子 脇坂雅絵
陸上 ３０００ｍＷ 女子 石崎彩
陸上 １００ｍＨ 女子 北口耀子
陸上 走高跳 女子 南美久理
陸上 走幅跳 女子 鍛冶裕子
陸上 砲丸投 女子 山崎礼華
陸上 ハンマー投 女子 武元里菜
陸上 円盤投 女子 山崎礼華
陸上 やり投 女子 岡島未稀

水泳 ５０ｍ自由形 小学生男子 溝口歩夢 7月8日 65人
水泳 １００ｍ自由形 小学生男子 溝口歩夢
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生男子 小林嵩門
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生男子 竹中一太
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生男子 竹中一太
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生男子 竹中丈二
水泳 ２００ｍ個人メドレー 小学生男子 竹中丈二
水泳 ２００ｍリレー 小学生男子 山王小（竹中一、竹中丈、山崎、溝口）
水泳 ２００ｍメドレーリレー 小学生男子 山王小（石田、竹中一、竹中丈、小西）
水泳 ５０ｍ自由形 小学生女子 池﨑桃子
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水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生女子 池﨑桃子
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生女子 竹田愛優
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生女子 竹田愛優
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生女子 池﨑桃子
水泳 ２００ｍリレー 小学生女子 石崎小（細川、中西、竹田、池﨑）
水泳 ２００ｍメドレーリレー 小学生女子 石崎小（中西、竹田、池﨑、細川）
水泳 ５０ｍ自由形 中学生男子 山本宇輝
水泳 １００ｍ自由形 中学生男子 山本宇輝
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生男子 高村勇輝
水泳 １００ｍ背泳ぎ 中学生男子 八崎信弥
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生男子 吉永亮太
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生男子 吉永亮太
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生男子 岡本航昇
水泳 １００ｍバタフライ 中学生男子 吉永亮太
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生男子 片岡秀仁
水泳 ４００ｍリレー 中学生男子 七尾東部中（八崎、松本、高村、吉永）
水泳 ５０ｍ自由形 中学生女子 竹田梨嵯
水泳 １００ｍ自由形 中学生女子 中川美晴
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生女子 坂田美稀
水泳 １００ｍ背泳ぎ 中学生女子 坂田美稀
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生女子 田中玲香
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生女子 田中玲香
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生女子 竹田梨嵯
水泳 １００ｍバタフライ 中学生女子 竹田梨嵯
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生女子 中川美晴
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下男子 山崎暢也
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 山崎暢也
水泳 １００ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 菱谷聡一郎
水泳 １００ｍ背泳ぎ ２９歳以下男子 菱谷聡一郎
水泳 ２００ｍ個人メドレー ２９歳以下男子 菱谷聡一郎
水泳 ５０ｍ自由形 ３９歳以下男子 井筒康介
水泳 ５０ｍバタフライ ３９歳以下男子 井筒康介
水泳 ５０ｍ自由形 ５９歳以下男子 鎌田徹
水泳 １００ｍ自由形 ５９歳以下男子 野見輝夫
水泳 １００ｍ背泳ぎ ５９歳以下男子 野見輝夫
水泳 ５０ｍバタフライ ５９歳以下男子 野見輝夫
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ５９歳以下男子 姥浦淳一
水泳 １００ｍ平泳ぎ ５９歳以下男子 姥浦淳一
水泳 ５０ｍ自由形 ６０歳以上男子 加藤広一
水泳 １００ｍ自由形 ６０歳以上男子 加藤広一
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳以上男子 加藤広一
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ２９歳以下女子 中田祥恵
水泳 １００ｍ背泳ぎ ２９歳以下女子 中田祥恵
水泳 ５０ｍ自由形 ３９歳以下女子 出口美樹



水泳 ５０ｍ自由形 ５０歳以上女子 寺野友子
水泳 １００ｍ自由形 ５０歳以上女子 寺野友子
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ５０歳以上女子 井上広美

ソフトテニス 競技の部 男子 三島・橋元 5月26日 86人
ソフトテニス 競技の部 女子 平山・瀬成
ソフトテニス 交流の部 一般 崎田・奥原
ソフトテニス 交流の部 中学男子 松下・竹内（朝日中）
ソフトテニス 交流の部 中学女子 鳥毛（御祓中）・伊藤（東部中）

テニス 男子 藤元喜久男・三味吉宏 5月27日 30人
テニス 女子 高木優子・岡崎真美

バレーボール 七尾クラブ 6月3日 15人

バスケットボール 一般の部男子 七尾籠球 5月27日 45人

卓球 男子シングルス（６４歳以下） 橋本一幸（七尾スターズ） 5月13日 60人
卓球 男子シングルス（６４歳以下） 第２部 道田満（ななおクラブ）
卓球 男子シングルス（６５歳以上） 上島藤男（金ヶ崎公民館）
卓球 男子シングルス（６５歳以上） 第２部 中田修（七尾スターズ）
卓球 男子ダブルス 柏屋勉・羽佐間伸一（中島クラブ）
卓球 男子ダブルス 第２部 吉田相福・山本良一（七尾スターズ）
卓球 女子シングルス（６４歳以下） 飯田洋子（七尾スターズ）
卓球 女子シングルス（６４歳以下） 第２部 野村幸子（ほのぼの会）
卓球 女子シングルス（６５歳以上） 野見ワカ（七尾スターズ）
卓球 女子シングルス（６５歳以上） 第２部 岩井幸栄（ほのぼの会）
卓球 女子ダブルス（１２９歳以下の部） 田口美喜子・道田久美子（ななおクラブ）
卓球 女子ダブルス（１２９歳以下の部） 第２部 池田かをる・辻野紀美絵（金ヶ崎公民館）
卓球 女子ダブルス（１３０歳以上の部） 大河可久子・石田照子（七尾スターズ）
卓球 女子ダブルス（１３０歳以上の部） 第２部 大月千恵子（中島クラブ）・山岸よし子（ラージボール西湊）

剣道 塚本邦二郎 6月24日 17人

相撲 団体 能登島 6月10日 15人
個人戦 中山尚範

弓道 男子 木津英吉 6月3日 26人
女子 山下友美

バドミントン 男子一般シングルス 山口一也 5月27日 80人
バドミントン 男子一般ダブルス 山口一也・高見佑介
バドミントン 女子一般シングルス 高松美保



バドミントン 女子一般ダブルス 高松美保・二宮由貴子

ソフトボール 前田一寸法師 6月3日 100人

ラグビーフットボール 七尾市Ａ・七尾市Ｂ 5月20日 11人

サッカー レッドバーズ七尾 6月17日 60人

ボウリング 男子 松井龍雄 5月20日 32人
ボウリング 女子 木村厚子

少林寺拳法 自由組演武 低学年の部 平山遥稀・渡辺大将 6月10日 12人
少林寺拳法 自由組演武 高学年の部 山村龍海・浅窪翼

ゲートボール 高村チーム 5月27日 55人

ゴルフ 一般の部 坂井正弘 5月20日 57人
ゴルフ 壮年の部 久安龍雄
ゴルフ 女子 松尾道子

グラウンドゴルフ 男子 坂本正昭 5月27日 135人
グラウンドゴルフ 女子 田中美代子

パークゴルフ 男子 岩本忠七 5月16日 38人
パークゴルフ 女子 田中美代子

マレットゴルフ 男子 大林吉正 6月8日 14人
マレットゴルフ 女子 和田啓子

ペタンク 萩原チーム 5月30日 42人

なぎなた 5月26日 40人 研修会として開催


