
1202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
＜高校・一般の部＞ 6月1日 200人
陸上 １００ｍ 男子 高平慎也（七尾東雲高）
陸上 ２００ｍ 男子 出村友裕（七尾高）
陸上 ４００ｍ 男子 井林竜一（飯田高）
陸上 ８００ｍ 男子 伊賀健一郎（七尾高）
陸上 １５００ｍ 男子 垣内康秀（鹿西高）
陸上 ５０００ｍ 男子 行谷健太郎（鹿西高）
陸上 １１０ｍＨ 男子 山本圭悟（羽咋工高）
陸上 ４００ｍＨ 男子 戸田和鷹（鵬学園高）
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 七尾東雲高Ａ（石垣・大崎・小畑・高野）
陸上 ４×４００ｍＲ 男子 七尾東雲高Ａ（志茂・高野・石垣・平岡）
陸上 走高跳 男子 加茂野健太（羽咋工高）
陸上 走幅跳 男子 釜谷智貴（羽咋高）
陸上 三段跳 男子 倉見滉（飯田高）
陸上 砲丸投 男子 小杉崇峰（飯田高）
陸上 円盤投 男子 小杉崇峰（飯田高）
陸上 ハンマー投 男子 白田覚（七尾東雲高）
陸上 やり投 男子 福田涼太郎（七尾東雲高）
陸上 １００ｍ 女子 秦瑞稀（七尾高）
陸上 ２００ｍ 女子 長谷川詩歩（七尾高）
陸上 ８００ｍ 女子 長谷川詩歩（七尾高）
陸上 １５００ｍ 女子 岩崎陽香（七尾高）
陸上 １００ｍＨ 女子 酒井一美（穴水高）
陸上 ４×１００ｍＲ 女子 七尾高（中島・長谷川・吉本・秦）
陸上 ４×４００ｍＲ 女子 七尾高Ａ（山本・長谷川・浜田・岩崎）
陸上 走高跳 女子 松浦未穂（羽咋工高）
陸上 走幅跳 女子 大森美輪（穴水高）
陸上 砲丸投 女子 武元里菜（七尾東雲高）
陸上 ハンマー投 女子 武元里菜（七尾東雲高）
陸上 円盤投 女子 武元里菜（七尾東雲高）
陸上 やり投 女子 岡島未稀（志賀高）
＜中学生の部＞
陸上 １００ｍ 男子 池岡昴紀（七尾東部中）
陸上 ２００ｍ 男子 池岡昴紀（七尾東部中）
陸上 ４００ｍ 男子 宮川聖仁（七尾東部中）
陸上 ８００ｍ 男子 山本嵐（田鶴浜中）
陸上 １５００ｍ 男子 山本嵐（田鶴浜中）
陸上 ３０００ｍ 男子 道下新太（能登香島中）
陸上 １１０ｍＪＨ 男子 古川雄斗（七尾東部中）
陸上 走高跳 男子 桑原泰我（七尾東部中）
陸上 走幅跳 男子 前山遼（七尾東部中）
陸上 ４×１００ｍＲ 男子 七尾東部中Ａ（高崎・澤野・池岡・宮川）
陸上 砲丸投 男子 平澤悠月（能登香島中）
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陸上 １００ｍ 女子 澤田知里（七尾東部中）
陸上 ８００ｍ 女子 山口早紀（田鶴浜中）
陸上 １５００ｍ 女子 山口早紀（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 和田涼花（七尾東部中）
陸上 走幅跳 女子 前田柚花（七尾東部中）

水泳 ５０ｍ自由形 小学生男子 山崎雅翔（山王小） 6月30日 74人
水泳 １００ｍ自由形 小学生男子 山崎雅翔（山王小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生男子 高野秀太郎（小丸山小）
水泳 １００ｍ背泳ぎ 小学生男子 竹中丈二（山王小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生男子 竹中一太（山王小）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 小学生男子 竹中一太（山王小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生男子 遠藤栄治（山王小）
水泳 １００ｍバタフライ 小学生男子 竹中丈二（山王小）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 小学生男子 山崎雅翔（山王小）
水泳 ２００ｍリレー 小学生男子 竹中一、遠藤、村中、山崎（山王小）
水泳 ２００ｍメドレーリレー 小学生男子 山崎、竹中一、遠藤、村中（山王小
水泳 ５０ｍ自由形 小学生女子 遠藤千砂（山王小）
水泳 １００ｍ自由形 小学生女子 遠藤千砂（山王小）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 小学生女子 遠藤千砂（山王小）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 小学生女子 村中智咲（山王小）
水泳 ５０ｍバタフライ 小学生女子 村中智咲（山王小）
水泳 ２００ｍリレー 小学生女子 遠藤、村中、小西、青木（山王小）
水泳 ２００ｍメドレーリレー 小学生女子 遠藤、小西、村中、青木（山王小）
水泳 ５０ｍ自由形 中学生男子 山本宇輝（朝日中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生男子 山本宇輝（朝日中）
水泳 ５０ｍ背泳ぎ 中学生男子 八崎信弥（七尾東部中）
水泳 １００ｍ背泳ぎ 中学生男子 高村勇輝（七尾東部中）
水泳 ５０ｍ平泳ぎ 中学生男子 吉永亮太（七尾東部中）
水泳 １００ｍ平泳ぎ 中学生男子 吉永亮太（七尾東部中）
水泳 ５０ｍバタフライ 中学生男子 山本宇輝（朝日中）
水泳 １００ｍバタフライ 中学生男子 青木誠也（七尾東部中）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生男子 八崎信弥（七尾東部中）
水泳 ４００ｍリレー 中学生男子 八崎、吉永、松本、青木（七尾東部中）
水泳 ４００ｍメドレーリレー 中学生男子 高村、吉永、青木、八崎（七尾東部中）
水泳 ５０ｍ自由形 中学生女子 守本結衣（七尾東部中）
水泳 １００ｍ自由形 中学生女子 守本結衣（七尾東部中）
水泳 ２００ｍ個人メドレー 中学生女子 守本結衣（七尾東部中）
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 山崎暢也
水泳 ２００ｍ個人メドレー ２９歳以下男子 山崎暢也
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ３９歳以下男子 井筒康介
水泳 ５０ｍ自由形 ５９歳以下男子 野見輝夫
水泳 １００ｍ自由形 ５９歳以下男子 野見輝夫
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ５９歳以下男子 野見輝夫



水泳 ５０ｍ平泳ぎ ５９歳以下男子 姥浦淳一
水泳 １００ｍ平泳ぎ ５９歳以下男子 姥浦淳一
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ６０歳以上男子 山下昭次
水泳 ５０ｍ自由形 ２９歳以下女子 竹田梨嵯
水泳 １００ｍ自由形 ２９歳以下女子 坂田美稀
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ２９歳以下女子 田中玲香
水泳 １００ｍ平泳ぎ ２９歳以下女子 田中玲香
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ２９歳以下女子 坂田美稀
水泳 １００ｍ背泳ぎ ２９歳以下女子 坂田美稀
水泳 ５０ｍバタフライ ２９歳以下女子 竹田梨嵯
水泳 ２００ｍ個人メドレー ２９歳以下女子 竹田梨嵯
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ４９歳以下女子 藤田香緒里
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ４９歳以下女子 藤田香緒里
水泳 ５０ｍ自由形 ５０歳以上女子 寺野友子
水泳 １００ｍ自由形 ５０歳以上女子 寺野友子
水泳 ５０ｍ背泳ぎ ５０歳以上女子 井上広美
水泳 ５０ｍ平泳ぎ ５０歳以上女子 山田順子
水泳 ５０ｍバタフライ ５０歳以上女子 井上広美

ソフトテニス 競技の部 男子 田中・松田 5月25日 118人
ソフトテニス 交流の部 一般・中学女子 浦辺・浦辺
ソフトテニス 交流の部 中学男子 鍛冶畠・小林（朝日中）
ソフトテニス 交流の部 高校女子 北澤・宮本（鹿西高）

テニス 男子 藤元喜久男・一花卓 5月26日 26人
テニス 女子 山内孝子・高木優子

バレーボール 一般の部 七尾クラブ 5月26日 19人

バスケットボール 一般の部男子 七尾籠球クラブ 6月16日 50人

卓球 混合ダブルス 羽佐間伸一・飯田洋子 5月12日 50人
卓球 男子シングルス（５９歳以下） 小橋吉広
卓球 男子シングルス（５９歳以下） 第２部 橋本一幸
卓球 男子シングルス（６０歳以上） 上島藤男
卓球 男子シングルス（７０歳以上） 横谷哲夫
卓球 女子シングルス（５９歳以下） 飯田洋子
卓球 女子シングルス（６０歳以上） 福島章子
卓球 女子シングルス（６０歳以上） 第２部 斉藤幸子
卓球 女子シングルス（７０歳以上） 野見ワカ

相撲 中山尚範 6月9日 9人

弓道 男子 主山健一郎 6月15日 27人
女子 大久保栄子



バドミントン 男子一般シングルス 下浦康雅 5月26日 30人
バドミントン 男子一般ダブルス 宮村直弥・小林創史
バドミントン 女子一般シングルス 高松美保
バドミントン 女子一般ダブルス 高橋沙耶花・二宮由貴子

ソフトボール ビバーチェ 6月2日 100人

ラグビーフットボール 七尾市Ｂ 5月19日 10人

サッカー 七尾高校 6月16日 120人

ボウリング 男子 大橋久博 5月25日 25人
ボウリング 女子 渡辺外志子

少林寺拳法 自由組演武 小学生の部 平山遥稀・山村龍海 4月27日 14人

ゲートボール 河畔 6月10日 45人

ゴルフ 一般 室木俊美 5月19日 39人
ゴルフ シニア 大岡外雄
ゴルフ 女子 主山ゆかり

グラウンドゴルフ 男子 中西敏昭 5月26日 120人
グラウンドゴルフ 女子 筆安欣子

パークゴルフ 男子 守　恵三男 5月15日 37人
パークゴルフ 女子 森山美知子

マレットゴルフ 男子 大林吉正 6月13日 17人
マレットゴルフ 女子 和田啓子

ペタンク 藤の瀬チーム（水橋定一・水橋ときえ・宮下芳子） 5月30日 42人

なぎなた 会員、七尾東部中学校、鵬学園高等学校 5月25日 30人 研修会として開催


