
競技名 区分 男女 優勝者・優勝チーム

陸上 １００ｍ 男子 時長　紫苑
陸上 ２００ｍ 男子 池岡　直哉
陸上 ４００ｍ 男子 小野瀬　翼
陸上 ８００ｍ 男子 藤田　健太郎
陸上 １５００ｍ 男子 林　　恵太
陸上 ３０００ｍ 男子 林　　恵太
陸上 ５０００ｍ 男子 橋　　孝典
陸上 １１０ｍＨ 男子 橋本　洋輔
陸上 ４００ｍＨ 男子 中田　祐詞
陸上 ３０００ｍ競歩 男子 福田　剛生
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 七尾高校Ａ
陸上 ４×４００ｍＲ 男子 七尾東雲高校Ａ
陸上 棒高跳 男子 村山　涼太
陸上 走高跳 男子 高野　裕輝
陸上 走幅跳 男子 千歳　祥人
陸上 三段跳 男子 山本　智大
陸上 砲丸投 男子 福岡　裕也
陸上 円盤投 男子 稲岡　裕也
陸上 ハンマー投 男子 深井　龍星
陸上 やり投 男子 福田　涼太朗
陸上 １００ｍ 女子 柴田　夕貴
陸上 ２００ｍ 女子 柴田　夕貴
陸上 ４００ｍ 女子 久保　眞ゐ美
陸上 ８００ｍ 女子 山口　千夏
陸上 １５００ｍ 女子 前田　杏優美
陸上 １００ｍＨ 女子 北口　耀子
陸上 ４００ｍＨ 女子 古木　槙
陸上 ４×１００ｍＲ 女子 七尾高校
陸上 走高跳 女子 小島　史歩
陸上 走幅跳 女子 秦　　瑞稀
陸上 砲丸投 女子 武元　里菜
陸上 円盤投 女子 武元　里菜
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陸上 やり投 女子 中川　瑞希

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 山崎　暢也
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 菱谷　総一郎
水泳 １００ｍ平泳ぎ ２９歳以下男子 古木　明典
水泳 ５０ｍバタフライ ２９歳以下男子 山崎　暢也
水泳 ２００ｍ個人メドレー ２９歳以下男子 菱谷　総一郎
水泳 ５０ｍ自由形 ５０歳以上男子 野見　輝夫
水泳 １００ｍ自由形 ５０歳以上男子 長門　明広
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ５０歳以上男子 野見　輝夫
水泳 １００ｍ背泳ぎ ５０歳以上男子 野見　輝夫
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ５０歳以上男子 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自由形 ２９歳以下女子 中村　祥代
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下女子 中村　祥代
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 ５０歳以上女子 井上　広美
水泳 １００ｍ自由形 ５０歳以上女子 井上　広美
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 村本・平田
ソフトテニス 交流の部 奥原・奥原
ソフトテニス ジュニアの部 出口・久保田

テニス 男子 山内・三味
テニス 女子 石垣・山内

バレーボール 七尾クラブ

バスケットボール 中島クラブ



卓球 男子ダブルス（１１９歳以下） 羽左間・柏屋（中島クラブ）
卓球 男子ダブルス（１２０歳以上） 筆安・大石（中島クラブ）
卓球 女子ダブルス（Ａブロック） 福島・野見（七尾スターズ）
卓球 女子ダブルス（Ｂブロック） 石田・椎名（七尾スターズ）
卓球 男子シングルス（６４歳以下） 大石　重一（中島クラブ）
卓球 男子シングルス（６５歳以上） 上島　藤男（ななおクラブ）
卓球 女子シングルス（６４歳以下） 田口　美喜子（ななおクラブ）
卓球 女子シングルス（６５歳以上） 野見　ワカ（七尾スターズ）

剣道 男子団体 七尾Ａチーム
女子個人 小谷　美幸

相撲 石坂　健

弓道 男子 主山　健一郎
女子 山田　久美

バドミントン 一般男子シングルス 鳥毛　秀俊
バドミントン 一般男子ダブルス 宮村・下浦
バドミントン 壮年男子ダブルス 堂脇・長崎
バドミントン 一般女子ダブルス 高松・二宮

ソフトボール ビバーチェ

ラグビーフットボール 七尾Ａ

サッカー 七尾ＦＣ

ボウリング 男子 松井　龍雄
ボウリング 女子 宇田　博美

少林寺拳法 自由組演武 平山・渡辺
少林寺拳法 自由組演武 山村・織平

ゲートボール 東湊



ゴルフ 一般の部
ゴルフ 壮年の部

グラウンドゴルフ 男子 堀岡　征太郎
グラウンドゴルフ 女子 松本　博美

パークゴルフ 男子 高位　吉克
パークゴルフ 女子 岩本　千代子

マレットゴルフ 男子 鳥木　進
マレットゴルフ 女子 酒井　浩子

ペタンク 萩原チーム


