
559人
競技名 区分 男女 優勝者・優勝チーム 開催日 参加人数 参加チーム備考
＜中学生の部＞ 6月3日 200人
陸上 １００ｍ 男子 岡田　拓海（七尾東部中）
陸上 ２００ｍ 男子 蔦谷　宥汰（七尾東部中）
陸上 ８００ｍ 男子 佐竹　　翔（田鶴浜中）
陸上 １５００ｍ 男子 佐竹　　翔（田鶴浜中）
陸上 ３０００ｍ 男子 赤坂　優人（田鶴浜中）
陸上 １１０ｍＨ 男子 岩永　唯人（七尾東部中）
陸上 ３０００ｍｗ 男子
陸上 走幅跳 男子 浅窪　　翼（能登香島中）
陸上 走高跳 男子 浅窪　　翼（能登香島中）
陸上 ４×１００ｍＲ 男子

陸上 １００ｍ 女子 原田くれは（七尾東部中）
陸上 ２００ｍ 女子
陸上 １５００ｍ 女子 町　　優花（田鶴浜中）
陸上 １００ｍＨ 女子
陸上 走高跳 女子
陸上 走幅跳 女子

＜高校・一般の部＞
陸上 １００ｍ 男子 野田　大河（七尾高）
陸上 ２００ｍ 男子 野田　大河（七尾高）
陸上 ４００ｍ 男子 前山　　遼（七尾高）
陸上 ８００ｍ 男子 田幡裕太郎（鹿西高）
陸上 １５００ｍ 男子 二俣　　真（七尾高）
陸上 ５０００ｍ 男子
陸上 １１０ｍＨ 男子 高﨑　尭幸（鵬学園高）
陸上 ４００ｍＨ 男子 宮本　健佑（七尾高）
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 飯田高
陸上 棒高跳 男子
陸上 走高跳 男子 濱崎　　巧（輪島高）
陸上 走幅跳 男子 宮田　慎士（七尾高）
陸上 三段跳 男子 上坂　成生（七尾高）
陸上 砲丸投 男子 廣島　　涼（鵬学園高）
陸上 円盤投 男子 清水　祐希（七尾高）
陸上 やり投 男子 宮田　慎士（七尾高）
陸上 ハンマー投 男子 堀岡　諒（七尾東雲高）

陸上 １００ｍ 女子 塩多　未幸（輪島高）
陸上 ２００ｍ 女子 前畑夏弥乃（七尾高）
陸上 ４００ｍ 女子 前畑夏弥乃（七尾高）
陸上 ８００ｍ 女子 坂井　結花（七尾高）
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陸上 １５００ｍ 女子 石田　夏那（七尾高）
陸上 ３０００ｍ 女子 井下　和泉（七尾高）
陸上 １００ｍＨ 女子
陸上 ４００ｍＨ 女子 大丸藍（飯田高）
陸上 ４×１００ｍＲ 女子 飯田高
陸上 走高跳 女子 山口　莉奈（七尾高）
陸上 走幅跳 女子 柳川　裕美（七尾高）
陸上 三段跳 女子 柳川　裕美（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 前田　柚花（七尾高）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生男子 遠藤栄治（山王小） 7月3日 77人
水泳 １００ｍ自由形 小学生男子 堂後輝能（小丸山小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生男子 夛田直正（小丸山小）
水泳 １００ｍ背泳ぎ 小学生男子 堂後輝能（小丸山小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生男子 夛田直正（小丸山小）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生男子 紺瑛哉良（小丸山小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生男子 遠藤栄治（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 夛田、堂後、竹田、北谷（小丸山小）
水泳 ２００ｍメドレーリレー 小学生男子 堂後、夛田、竹田、北谷（小丸山小）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生女子 高橋花那（小丸山小）
水泳 １００ｍ自由形 小学生女子 上島奈桜（天神山小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生女子 高間千颯（田鶴浜小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生女子 堂ヶ平咲紀（徳田小）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生女子 瀧　まこと（天神山小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生女子 堂ヶ平咲紀（徳田小）
水泳 ２００ｍリレー 小学生女子 野見、坂下、佐渡、堂ヶ平（徳田小）

水泳 ５０ｍ自由形 中学生男子 須原涼大（朝日中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生男子 須原涼大（朝日中）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生男子 山崎雅翔（七尾東部中）
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 竹中一太（七尾東部中）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生男子 竹中一太（七尾東部中）
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生男子 須原涼大（朝日中）
水泳 １００ｍバタフライ 中学生男子 竹中丈二（七尾東部中）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生男子 山崎雅翔（七尾東部中）
水泳 ４００ｍリレー 中学生男子 山崎、村中、山崎、竹中（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、山崎（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 遠藤千砂（七尾東部中）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生女子 山崎愛永（七尾東部中）
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生女子 山崎愛永（七尾東部中）

水泳 ５０ｍ自由形 ３０歳代男子 井筒康介
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背泳ぎ ５０歳代男子 金子良成
水泳 ５０ｍバタフライ ５０歳代男子 金子良成
水泳 ５０ｍ自由形 ６０歳代男子 加藤広一
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳代男子 加藤広一
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 谷口真広

水泳 ５０ｍ自由形 ２９歳以下男子 山崎暢也
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下男子 青木誠也
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 松村慎
水泳 １００ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 鰀目萌人
水泳 ５０ｍバタフライ ２９歳以下男子 山崎暢也

水泳 ５０ｍ自由形 ３０歳代女子 加藤あゆみ
水泳 ５０ｍバタフライ ３０歳代女子 加藤あゆみ
水泳 ５０ｍ自由形 ６０歳代女子 寺野友子
水泳 １００ｍ自由形 ６０歳代女子 寺野友子
水泳 １００ｍ平泳ぎ ６０歳代女子 山田順子
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳代女子 瀬成香代子

ソフトテニス 競技の部 男子 高橋・西 6月5日 119人
ソフトテニス 交流の部 一般 崎田・山口
ソフトテニス 交流の部 学生 未決定

テニス 男子 池田博紀・藤元喜久男 5月22日 28人
テニス 女子 市川桐江・中村美智代

バレーボール あず～り～ 5月22日 40人 4チーム



バスケットボール 中島クラブ 6月12日 54人 4チーム

卓球 混合ダブルス 上島藤男・道田久美子 5月8日 45人 7チーム
卓球 男子シングルス（Ａクラス） 山本和浩
卓球 男子シングルス（Ｂクラス） 小川俊夫
卓球 女子シングルス（Ａクラス） 能見ワカ
卓球 女子シングルス（Ｂクラス） 永井和美

弓道 男子 加富信行 6月4日 21人
女子 池田範子

バドミントン 一般シングルス 男子 見神雅之 5月22日 28人 6チーム
バドミントン 一般ダブルス 男子 山本幸平・下浦康雅

バドミントン 一般ダブルス 女子 松田空莉・円道美穂

ソフトボール ＮＳ前田一寸法師 6月5日 70人 ５チーム

ラグビーフットボール 七尾Ａ 5月12日 10人 2チーム

サッカー 七尾高校Ａ 5月29日 90人 4チーム

ボウリング 男子 渡辺正広 5月21日 20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 寺田拓実・竹田暁人 6月12日 18人
一般の部 山村龍海・平山遥稀

単独演武 一般の部 多田拓哉

ゲートボール 松元チーム 5月15日 32人 6チーム

ゴルフ 男子 川中　勲 7月18日 35人
ゴルフ 女子 松尾　道子
ゴルフ シニア 中田　静夫



グラウンドゴルフ 男子 河合昭一 4月3日 106人
グラウンドゴルフ 女子 筆安欣子

パークゴルフ 男子 垣内　勉 5月20日 35人
パークゴルフ 女子 大年　幸子

マレットゴルフ 男子 大林　吉正 6月17日 17人
マレットゴルフ 女子 和田　啓子

ペタンク 萩原チーム 6月20日 24人 8チーム


