
934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2日 188人

走幅跳 女子 中村  莉望（城山ＡＣ）
＜中学・高校・一般の部＞
陸上 １５００ｍ 女子 吉田  七渚（七尾中）
陸上 ３０００ｍ 女子 新野  莉璃（七尾中）
陸上 走幅跳 女子 宮脇  愛果（鵬学園高）
陸上 ３０００ｍＷ 女子 村山    唯（七尾東雲高）
陸上 ４×１００ｍＲ 女子 鵬学園高Ａ
陸上 ハンマー投 男子 林    栄真（七尾東雲高）
陸上 ハンマー投 男子 遠藤  克弥（一般）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生男子 寺西　幸心（朝日小） 7月1日 64人
水泳 １００ｍ自由形 小学生男子 高橋　利空（朝日小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生男子 岩端　洸樹（小丸山小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生男子 小林　真也（山王小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生男子 寺西　幸心（朝日小）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生女子 竹田　ほたる（石崎小）
水泳 １００ｍ自由形 小学生女子 受川　心優（東湊小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生女子 大河　美央（朝日小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生女子 中島　静音（小丸山小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生女子 竹田　ほたる（石崎小）

水泳 ５０ｍ自由形 中学生男子 上村　論太朗（七尾中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生男子 上村　論太朗（七尾中）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生男子 上村　論太朗（七尾中）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生男子 堂後　輝能（七尾中）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生男子 堂後　輝能（七尾中）
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生男子 塚　凛太朗（七尾中）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生男子 堂後　輝能（七尾中）

水泳 ５０ｍ自由形 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 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 竹中　亮太
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 ５０ｍバタフライ ２９歳以下男子 青木　誠也
水泳 １００ｍバタフライ ２９歳以下男子 竹中　亮太
水泳 ２００ｍ個人メドレー ２９歳以下男子 青木　誠也
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 安田　清広
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 出口　良信
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水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳代男子 加藤　広一
水泳 ５０ｍバタフライ ６０歳代男子 谷口　眞廣
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ７０歳代男子 山下　昭次

ソフトテニス 一般競技の部 長澤・出口 6月3日 76人 38ペア
ソフトテニス 一般交流の部 山元・西
ソフトテニス 中学生男子 Aリーグ 小林・築山

Bリーグ 高橋・宮本
Cリーグ 谷口・田中

小中学生女子 Aリーグ 築山・出村
Bリーグ 岩崎・水野

テニス 男子 藤元・三味 6月3日 28人
テニス 女子 山内・田尻

バレーボール ゆにば 6月3日 51人

バスケットボール 中島クラブ 5月27日 52人

卓球 混合ダブルス 小川　俊夫・大河　可久子 5月26日 40人 ６チーム
卓球 男子シングルス（Ａクラス） 小川　俊夫
卓球 男子シングルス（Ｂクラス） 瀧本　義明
卓球 女子シングルス（Ａクラス） 大河　可久子
卓球 女子シングルス（Ｂクラス） 吉田　晃子

剣道 橋場　希輔 6月24日 13人

弓道 男子 濵田　幸栄 6月2日 15人
女子 岡本　須賀子

相撲 団体 八藤　綜一・江倉　慎一郎・中山　樹一郎 6月3日 6人 2チーム
個人 綿谷　匡光

バドミントン Ａクラス単 森　大輔 5月27日 66人
バドミントン Ａクラス複 山本　幸平・下浦　康雅
バドミントン Ｂクラス単 田中　晴海
バドミントン Ｂクラス複 村本　幹夫・見神　雅之
バドミントン Ｃクラス単 岩本　拓海

Ｃクラス複 池島　健広・吉島　光利
Ｄクラス単 守崎　唯
Ｄクラス複 池島　昌治・池島　洋志



６年生の部 江沢　咲桜
５年生の部 堀江　重晟
４年生の部 小林　花音

ソフトボール ＮＳ一寸法師 6月3日 50人 ４チーム

ラグビーフットボール チームＡ 5月10日 8人 2チーム

サッカー レッドバーズ七尾 5月13日 60人 4チーム

ボウリング 男子 高尻　純一 5月24日 16人
ボウリング 女子 松山　久美子 10人

少林寺拳法 自由組演武 小学生 関軒　壮祐・奥谷マティアス 6月10日 25人
一般の部 竹田　知琉・森田　嵐都

単独演武 一般の部 山村　涼夏
有段の部 平山　遥稀

ゲートボール 髙村チーム 5月14日 27人 5チーム

ゴルフ 総合 竹田　幸生 5月13日 15人
ゴルフ シニア 田村　正夫
ゴルフ 女子 芽山　喜子

グラウンドゴルフ 男子 沢野　十四二 5月16日 58人 雨のため日程延期　13日→16日
グラウンドゴルフ 女子 岩本　千代子

パークゴルフ 男子 宮下　靖雄 5月27日 29人
パークゴルフ 女子 大年　幸子

マレットゴルフ 男子 山本　忠雄 6月9日 20人
マレットゴルフ 女子 松尾　道子

ペタンク Aチーム（宮本栄二・干場フデ・水橋ときえ） 6月13日 17人


