
1083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
＜中学生の部＞ 6月6日 215人 参加14チーム
陸上 １００ｍ 男子 片山昌謙（七尾東部中）
陸上 ２００ｍ 男子 片山昌謙（七尾東部中）
陸上 ８００ｍ 男子 森諒人（田鶴浜中）
陸上 １５００ｍ 男子 二俣真（七尾東部中）
陸上 ３０００ｍ 男子 三味風吹（七尾東部中）
陸上 １１０ｍＨ 男子 川口真矢（七尾東部中）
陸上 ３０００ｍｗ 男子 西本光佑（田鶴浜中）
陸上 走幅跳 男子 竹中雅士（能登香島中）
陸上 走高跳 男子 伊藤新（七尾東部中）
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 七尾東部中

陸上 １００ｍ 女子 宮脇愛果（七尾東部中）
陸上 ２００ｍ 女子 宮脇愛果（七尾東部中）
陸上 １５００ｍ 女子 町優花（田鶴浜中）
陸上 １００ｍＨ 女子 佐古田宇音（田鶴浜中）
陸上 走高跳 女子 松本清か（七尾東部中）
陸上 走幅跳 女子 宮脇愛果（七尾東部中）

＜高校・一般の部＞
陸上 １００ｍ 男子 長谷川大空（七尾高）
陸上 ２００ｍ 男子 長谷川大空（七尾高）
陸上 ４００ｍ 男子 能山大吾（七尾高）
陸上 ８００ｍ 男子 逢坂慶（輪島高）
陸上 １５００ｍ 男子 逢坂慶（輪島高）
陸上 ５０００ｍ 男子 秦慶一郎（七尾高）
陸上 １１０ｍＨ 男子 高野克哉（七尾東雲高）
陸上 ４００ｍＨ 男子 宮本健佑（七尾高）
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 七尾東雲高
陸上 棒高跳 男子 大山翔（七尾東雲高）
陸上 走高跳 男子 高僧竜世（鹿西高）
陸上 走幅跳 男子 梅林公紀（七尾東雲高）
陸上 三段跳 男子 高畑猛（七尾高）
陸上 砲丸投 男子 前田有貴也（鵬学園高）
陸上 円盤投 男子 前田有貴也（鵬学園高）
陸上 やり投 男子 野田祐貴（七尾高）
陸上 ハンマー投 男子 堀岡諒（七尾東雲高）
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陸上 １００ｍ 女子 松本志菜（鹿西高）
陸上 ２００ｍ 女子 高野智美（飯田高）
陸上 ４００ｍ 女子 前畑夏弥乃（七尾高）
陸上 ８００ｍ 女子 森玲奈（鹿西高）
陸上 １５００ｍ 女子 森玲奈（鹿西高）
陸上 ３０００ｍ 女子 浦野加奈子（鹿西高）
陸上 １００ｍＨ 女子 濱辺莉沙（鹿西高）
陸上 ４００ｍＨ 女子 大丸藍（飯田高）
陸上 ４×１００ｍＲ 女子 飯田高校
陸上 走高跳 女子 道下真由香（七尾高）
陸上 走幅跳 女子 野沢沙良（七尾高）
陸上 三段跳 女子 野沢沙良（七尾高）
陸上 砲丸投 女子 大家彩弥（七尾高）
陸上 円盤投 女子 大家彩弥（七尾高）
陸上 やり投 女子 西川奈々子（飯田高）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生男子 遠藤栄治（山王小） 6月28日 72人
水泳 １００ｍ自由形 小学生男子 中村直（山王小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生男子 横山莉己（山王小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生男子 山崎陽大（山王小）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生男子 遠藤栄治（山王小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生男子 横山莉己（山王小）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 小学生男子 遠藤栄治（山王小）
水泳 ２００ｍリレー 小学生男子 中村、山崎、横山、遠藤（山王小）
水泳 ２００ｍメドレーリレー 小学生男子 横山、遠藤、中村、山崎（山王小）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生女子 村中智咲（山王小）
水泳 １００ｍ自由形 小学生女子 村中智咲（山王小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生女子 関森望丘（能登島小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生女子 竹田優菜（石崎小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生女子 村中智咲（山王小）

水泳 ５０ｍ自由形 中学生男子 鰀目萌人（御祓中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生男子 鰀目萌人（御祓中）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生男子 小林嵩門（朝日中）
水泳 １００ｍ背泳ぎ 中学生男子 山崎雅翔（七尾東部中）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生男子 鰀目萌人（御祓中）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生男子 山崎雅翔（七尾東部中）
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生男子 溝口歩夢（七尾東部中）
水泳 １００ｍバタフライ 中学生男子 山崎雅翔（七尾東部中）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生男子 村中亮太（七尾東部中）



水泳 ４００ｍリレー 中学生男子 竹中、山崎、溝口、村中（七尾東部中）
水泳 ４００ｍメドレーリレー 中学生男子 山崎、竹中、村中、溝口（七尾東部中）

水泳 ５０ｍ自由形 中学生女子 遠藤千砂（七尾東部中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生女子 遠藤千砂（七尾東部中）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生女子 木下詠水（御祓中）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生女子 木下詠水（御祓中）
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生女子 遠藤千砂（七尾東部中）

水泳 ５０ｍ自由形 ４０歳代男子 藤澤剛
水泳 ５０ｍバタフライ ３０歳代男子 井筒康介
水泳 ５０ｍ自由形 ５０歳代男子 鎌田徹
水泳 ５０ｍ自由形 ６０歳代男子 野見輝夫
水泳 １００ｍ自由形 ６０歳代男子 加藤広一
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳代男子 野見輝夫
水泳 １００ｍ背泳ぎ ６０歳代男子 野見輝夫
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ６０歳代男子 姥浦淳一
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ６０歳代男子 姥浦淳一
水泳 １００ｍ平泳ぎ ６０歳代男子 姥浦淳一

水泳 ５０ｍ自由形 ２９歳以下女子 加藤あゆみ
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下女子 加藤あゆみ

ソフトテニス 競技の部 男子 田中・西 5月31日 90人 45ペア
ソフトテニス 交流の部 一般 杉枝・丸山
ソフトテニス 交流の部 学生 濱・西田（能登香島中）

宮本・佐野（七尾ｊｒ・御祓中）
木村・高田（御祓中）
白井・楠（田鶴浜高）
桜井・青木（田鶴浜高）
上井・田嶋（御祓中）

テニス 男子 三味吉宏・藤元喜久男 5月24日 28人 男子７チーム
テニス 女子 市川桐江・山内孝子 女子７チーム

バレーボール 一般の部 七尾Ａ 5月24日 20人 ４チーム



バスケットボール 中島クラブ 5月24日 50人 ４チーム

卓球 混合ダブルス 橋本一幸・倉田尚子 5月10日 48人
卓球 男子シングルス（Ａクラス） 橋本一幸
卓球 男子シングルス（Ｂクラス） 滝本義明
卓球 女子シングルス（Ａクラス） 道田久美子
卓球 女子シングルス（Ｂクラス） 大河可久子

弓道 男子 吉川達則 6月6日 25人
女子 岡本須賀子

バドミントン 一般シングルス 男子 下浦康雅 5月24日 56人
バドミントン 一般ダブルス 男子 下浦康雅・見神雅之

バドミントン 一般ダブルス 女子 松田広美・大塚仁美

ソフトボール ＪＡ能登わかば 5月24日 100人 ６チーム

ラグビーフットボール 七尾Ａ 5月24日 10人 ２チーム

サッカー レッドバーズ七尾 5月24日 60人

ボウリング 男子 松井龍雄 5月17日 28人
ボウリング 女子 宇田博美

少林寺拳法 自由組演武 小学生 平山遥稀・森田嵐都 6月14日 10人

ゲートボール 東湊チーム（松元チーム） 5月24日 35人 ６チーム



ゴルフ 総合 室木俊美 5月31日 42人
ゴルフ シニア 松田一郎
ゴルフ 女子 宮内始子

グラウンドゴルフ 男子 大野木雄司 4月5日 109人
グラウンドゴルフ 女子 河内君代

パークゴルフ 男子 5月20日 40人
パークゴルフ 女子

マレットゴルフ 男子 守恵三男 6月18日 15人
マレットゴルフ 女子 工藤百合子

ペタンク 中島Ａチーム 6月17日 30人 ９チーム


