
1057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
＜小学生の部＞ 6月3日 158人
陸上 100m 男子 野崎健太朗（城山ＡＣ）
陸上 800m 男子 新野琉壱（城山ＡＣ）
陸上 走高跳 男子 袋井海羽（城山ＡＣ）
陸上 走幅跳 男子 野崎健太朗（城山ＡＣ）

陸上 4×100mR 男子
川口侑栞・桶本一希・川上宇宙・白井新大
（城山ＡＣ）

陸上 100m 女子 川上優香（城山ＡＣ）
陸上 800m 女子 西住 萌（城山ＡＣ）
陸上 走高跳 女子 竹田ほたる（城山ＡＣ）
陸上 走幅跳 女子 田中楽來（Team.I）

＜中学生の部＞
陸上 100ｍ 男子 福田樹星（志賀中）
陸上 200ｍ 男子 山﨑悠馬（羽咋中）
陸上 400ｍ 男子 山﨑悠馬（羽咋中）
陸上 800ｍ 男子 東海諒也（中能登中）
陸上 1500ｍ 男子 若狭凜太郎（中能登中）
陸上 3000ｍ 男子 山本謙利（七尾中）
陸上 110ｍＨ 男子 山形純海（羽咋中）
陸上 3000ｍＷ 男子 中谷考耶（柳田中）
陸上 走幅跳 男子 高野友輔（穴水中）
陸上 走高跳 男子 向永武琉（志賀中）
陸上 砲丸投（４ｋｇ） 男子 堀内鼓太（柳田中）
陸上 砲丸投（５ｋｇ） 男子 園泰成（輪島中）
陸上 円盤投 男子 園泰成（輪島中）
陸上 ジャベリックスロー 男子 苗代凜（穴水中）

陸上 4×100mR 男子
濱田悠平・宮下勇成・石田松馬・中野駿良
（緑丘中Ａ）

陸上 100ｍ 女子 藏谷未空（宝達中）
陸上 200ｍ 女子 藏谷未空（宝達中）
陸上 800ｍ 女子 吉田七渚（七尾中）
陸上 1500ｍ 女子 町優花（七尾中）
陸上 3000ｍ 女子 山本小町（宝達中）
陸上 100ｍＨ 女子 星場麗羽（志賀中）
陸上 走幅跳 女子 南和希（羽咋中）
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陸上 走高跳 女子 松下杏奈（宝達中）
陸上 砲丸投 女子 橋本帆乃花（志賀中）

陸上 4×100mR 女子
南和希・浜辺ひかり・吉田眞子・徳和奈菜
（羽咋中Ａ）

＜高校・一般の部＞
陸上 100ｍ 男子 水内大祐（ツエーゲンＲＣ）
陸上 200ｍ 男子 野田大河（七尾高）
陸上 400ｍ 男子 多々見悠人（金沢錦丘高）
陸上 800ｍ 男子 田幡裕太郎（鹿西高）
陸上 1500ｍ 男子 六角優希（金沢錦丘高）
陸上 3000ｍ 男子 西村彰範（中能登ＡＣ）
陸上 5000ｍ 男子 六角優希（金沢錦丘高）
陸上 高校110ｍＨ 男子 赤尾郁弥（金沢錦丘高）
陸上 一般110ｍＨ 男子 岡寛二郎（富山大学）
陸上 400ｍＨ 男子 安井祥瑛（鶴来高）
陸上 3000ｍＷ 男子 上原大空（羽咋高）
陸上 走幅跳 男子 小畠康成（飯田高）
陸上 走高跳 男子 川辺真（TOYAMA FOKUS）
陸上 棒高跳 男子 定村康太郎（CLUB福光）
陸上 三段跳 男子 徳山慧（ツエーゲンＲＣ）
陸上 高校砲丸投 男子 林栄真（七尾東雲高）
陸上 高校円盤投 男子 居村一歩（金沢錦丘高）

一般円盤投 男子 小杉崇峰（国士館大学）
陸上 高校ハンマー投 男子 山本純平（志賀高）
陸上 一般ハンマー投 男子 遠藤克弥（Team綺羅星）
陸上 高校やり投 男子 定見捷冶（輪島高）
陸上 一般やり投 男子 朝倉祥太（金沢学院大）

陸上 4×100mR 男子
前山遼・野田大河・上坂成生・笹谷廉（七尾
高校Ａ）

陸上 100ｍ 女子 宮脇愛果（鵬学園高）
陸上 200ｍ 女子 清水瑠華（富山商業高）
陸上 400ｍ 女子 谷口綾加（輪島高）
陸上 800ｍ 女子 前濱明日香（七尾高）
陸上 1500ｍ 女子 石田夏那（七尾高）
陸上 3000ｍ 女子 長谷川真歩（七尾高）
陸上 100ｍＨ 女子 塩多未幸（輪島高）
陸上 走幅跳 女子 新村愛里（小松商業高）



陸上 走高跳 女子 岩田栞（金沢星稜大）

陸上 4×100mR 女子
山崎志桜凪・藤田萌・河口美優・清水瑠華
（富山商業高Ａ）

陸上 棒高跳 女子 石田結芽（金沢西高）
陸上 三段跳 女子 新村愛里（小松商業高）
陸上 砲丸投 女子 中村菜々子（金沢星稜大）
陸上 円盤投 女子 中村菜々子（金沢星稜大）
陸上 ハンマー投 女子 中島未歩（長野陸協）
陸上 やり投 女子 石村汐里（金沢錦丘高）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生男子 夛田直正（小丸山小） 7月9日 113人
水泳 １００ｍ自由形 小学生男子 北谷将徳（小丸山小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生男子 北谷将徳（小丸山小）
水泳 １００ｍ背泳ぎ 小学生男子 山本妟伍（東湊小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生男子 出口尚弥（徳田小）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生男子 竹田暁人（小丸山小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生男子 夛田直正（小丸山小）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 小学生男子 夛田直正（小丸山小）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生女子 中島綾音（小丸山小）
水泳 １００ｍ自由形 小学生女子 中島綾音（小丸山小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生女子 竹田ほたる（石崎小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生女子 中島綾音（小丸山小）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生女子 川原紅愛（東湊小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生女子 竹田ほたる（石崎小）
水泳 ２００ｍリレー 小学生女子 野見、塚林、小林、堂ヶ平（徳田小）

水泳 １００ｍ自由形 中学生男子 堂後輝能（七尾中）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生男子 村中亮太（七尾東部中）
水泳 １００ｍ背泳ぎ 中学生男子 村中亮太（七尾東部中）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生男子 堂後輝能（七尾中）
水泳 １００ｍバタフライ 中学生男子 堂後輝能（七尾中）
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 ５０ｍ自由形 中学生女子 山崎愛永（七尾東部中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生女子 山崎愛永（七尾東部中）
水泳 １００ｍ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 ２９歳以下男子 山崎暢也
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下男子 鰀目萌人
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 竹中一太
水泳 １００ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 竹中一太
水泳 １００ｍ背泳ぎ ２９歳以下男子 竹中丈二
水泳 ５０ｍバタフライ ２９歳以下男子 山崎暢也
水泳 １００ｍバタフライ ２９歳以下男子 竹中丈二
水泳 ２００ｍ個人メドレー ２９歳以下男子 竹中丈二
水泳 ５０ｍ自由形 ４０歳代男子 井筒康介
水泳 ５０ｍバタフライ ４０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 加藤広一
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ６０歳代男子 谷口真広
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バタフライ ６０歳代男子 谷口真広
水泳 ５０ｍ自由形 ７０歳代男子 上島藤男
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ７０歳代男子 上島藤男

水泳 ５０ｍ自由形 ２９歳以下女子 遠藤千砂
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下女子 遠藤千砂
水泳 ５０ｍ自由形 ６０歳代女子 瀬成香代子
水泳 ５０ｍ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
水泳 ５０ｍバタフライ ６０歳代女子 寺野友子
水泳 １００ｍ自由形 ６０歳代女子 山田順子
水泳 １００ｍ平泳ぎ ６０歳代女子 山田順子

ソフトテニス 競技の部 男子 長澤・稲垣 6月4日 118人
ソフトテニス 競技の部 女子・ミックス 寺口・稲田
ソフトテニス 交流の部 学生 未決定

テニス 男子 池田博紀・三味吉宏 5月14日 28人
テニス 女子 山内孝子・佐藤亜紀子

バレーボール 七尾Ａ 7月6日 40人 3チーム



バスケットボール 中島クラブ 6月11日 45人 3チーム

卓球 混合ダブルス 橋本一幸・相川初枝 5月7日 46人 8チーム
卓球 男子シングルス（Ａクラス） 羽佐間伸一
卓球 男子シングルス（Ｂクラス） 柳田久
卓球 女子シングルス（Ａクラス） 川二三枝
卓球 女子シングルス（Ｂクラス） 池田かをる

弓道 男子 谷口茂樹 6月3日 15人
女子 大久保栄子

相撲 団体 西陣 6月11日 10人
個人 八藤綜一

バドミントン 一般シングルス 男子 保科三史郎 5月21日 62人
バドミントン 一般ダブルス 男子 村本幹夫・見神雅之
バドミントン 壮年ダブルス 男子 桜井天・浜田秀紀
バドミントン 一般シングルス 女子 川崎奈津希
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 ＮＳ前田一寸法師 5月21日 100人 ５チーム

ラグビーフットボール リームB 5月11日 7人 2チーム

サッカー 七尾東雲高校 5月14日 60人 4チーム

ボウリング 男子 高尻純一 5月20日 26人
ボウリング 女子 多胡仁美

少林寺拳法 自由組演武 小学生 寺井拓実・竹田暁人 6月18日 16人
一般の部 多田拓哉・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14日 31人

ゴルフ 総合 室木俊美
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 髙位吉克 5月7日 103人
グラウンドゴルフ 女子 田中美代子

パークゴルフ 男子 高位吉克 5月27日 31人
パークゴルフ 女子 野田洋子

マレットゴルフ 男子 守恵三男 6月17日 22人
マレットゴルフ 女子 松尾道子

ペタンク 干場甚作 6月21日 26人 8チーム


