
第１４回南砺市民体育大会競技結果
中心会期： ６月１７日(日)～２４日(日)

期日 競技種目 競技種別 会場 人数 １位 記録 ２位 記録 ３位 記録 ３位

５/13～6/3 一般 190 福光バッファローズ 亜舞参

5/20 成年男子 75 井波オールエース 城端Rookies

６/２4、30 中学男子 65 井波中学校 福光中学校

男子の部 83 東太美（福光） 福野A 福野C 南山見（井波）

女子の部 37 福光 福野E 南山見（井波）

市民スポーツ部門 164 彗星クラブ 南友会 福光SBC 南砺市民病院

一般男子 旭工業クラブ

壮年男子 43 井波大風 福光SBC

地域対抗戦 福光地区 福野地区 井口・城端地区

個人戦・トラップ 松本　誠一 瀬川　敏雄 山田　雅人

個人戦・スキート 柄崎　政春 姫川　米作 本田　貴裕

学童の部（2年生) 山﨑　恭佑（井波小） 松本　敬豪（福光南部小） 木戸　　尚（福光南部小）

学童の部（３年生以下男子） 斎藤　翔太（福野小） 清都　雅貴（井波小） 大野想太郎（井波小）

学童の部（４年男子軽量級40㎏未満） 石﨑　晴道（福光中部小）

学童の部（4年男子重量級40㎏以上） 村上　樟悟（福光中部小）

学童の部（5年男子軽量級50㎏未満）） 高野　虎徹（福光南部小）

学童の部（5年男子重量級50㎏以上） 岩倉　拓希（井波小）

学童の部（5年女子軽量級45㎏未満） 齋藤　美咲(福野小)

学童の部（6生女子軽量級50㎏未満） 田居　夢乃（福光東部小）

小学４年男子１００ｍ 17 岡本　瑛汰（ふくのジュニア） １５秒９７ 岡田　　仁（福光陸上） １６秒６６ 河合　亮怜（福光陸上） １６秒７8

小学５年男子１００ｍ 14 黒瀬　達也（ふくのジュニア） １４秒6５ 長澤　陽己（ふくのジュニア） １５秒１０ 橋本　　陸（福光陸上） １５秒３８

小学６年男子１００ｍ 12 松　隼太郎（ふくのジュニア） 1３秒７６ 岡本　悠汰（ふくのジュニア） １４秒５８ 石川　　諒（ふくのジュニア） １５秒０９

小学男子１０００ｍ 26 岡本　悠汰（ふくのジュニア） ３分34秒39 浦田　佳矢（上平） ３分３４秒６９ 三島　大橙（城端AXC） ３分３８秒０１

清島　一颯（ふくのジュニアA） 津田　大翔（ふくのジュニアB） 石﨑　悠真（福光陸上少年団a）

黒瀧　達也 中井　雄己 浅地純ノ介

岡本　悠汰 長澤　陽己 中田　航揮

松　隼太郎 池田　光祐 中井　大晴

小学男子走幅跳 15 清島　一颯（ふくのジュニア） ３ｍ７４ 坂本　絆斗（上平） ３ｍ６２ 笠田　泰生（福光陸上） ３ｍ５０

小学生男子シャベリックボール投 11 川合紳太郎（福野） ４９ｍ１２ 清島　一颯（ふくのジュニア） ４３ｍ２９ 澤田　理幸（城端） ３８ｍ９０

中学男子１００ｍ 64 笹村　咲斗（福野中学校） １２秒１０ 岡田　涼我（福光中学校） １２秒３４ 長尾　貫太（城端中学校） １２秒４４

中学男子３０００ｍ 20 石田　悠真（城端中学校） ９分３７秒６３ 井口　長洋（吉江中学校） ９分４７秒４３ 石﨑　快軌（城端中学校） ９分４8秒９１

開　　千珠（吉江中A） 森田　彰伍（城端中①） 松本　明也（福光い）

高田　礼恩 西川　康介 岡田　涼我

水口　和紀 長尾　貫太 石﨑　　馳

ｶﾅｼﾛ　ﾘﾝｺﾝ 松川健太郎 池田春太郎

中学男子走幅跳 18 川縁　　輝（井波中学校） ５ｍ１７ 梅野　泰樹（井波中学校） ４ｍ８７ 西川　康介（城端中学校） ４ｍ６９

中学男子砲丸投（5.00㎏） 6 開　　千珠（吉江中学校） ９ｍ８０ ｶﾅｼﾛ　ﾘﾝｺﾝ（吉江中学校） ９ｍ７６ 岡田　涼我（福光中学校） ６ｍ１７

中学生男子シャベリックボール投 5 山村　春斗（吉江中学校） ２６ｍ７１ 大瀬　丈翔（平中学校） ２４ｍ４０ 松本　明也（福光中学校） １９ｍ９２

男子３０歳未満１００ｍ 6 北山　慎也（城端） １２秒２８ 定村康太郎（福光） １２秒９１ 長谷川　翔（城端） 13秒29

男子３０歳台１００ｍ 8 池田　千明（城端） １１秒３３ 田畠　雅也（福光） １２秒５８ 本折　亮太（福光） １２秒９２

男子４０歳台１００ｍ 5 利　　直樹（井波） １３秒８５ 高田　哲親（城端） １４秒６４

男子５０歳以上１００ｍ 4 氏家　智伸（福野） １３秒０１ 鵜野　幸男（福光） １５秒８４

４０歳未満３０００ｍ 12 高瀬　裕行（福光） ９分０７秒７７ 山﨑　崇史（城端） ９分１４秒０４ 畑﨑　　准（福野） １０分０５秒１６

４０歳以上３０００ｍ 8 大村　貴則（福野） ９分５６秒８２ 高田　哲親（城端） １０分２１秒６６ 稲塚　昌樹（城端） １０分３９秒５９

嶋田　裕樹（城端）

北山　慎也

山﨑　崇史

池田　千明

一般男子　走幅跳 11 蓮野　　巧（福光） ５ｍ７７ 定村康太郎（福光） ５ｍ6２ 本折　亮太（福光） ５ｍ５９

一般男子　砲丸投（5.00㎏） 12 永生　真樹（福野） 大会新１２ｍ５８ 大西　正典（福光） １１ｍ５９ 大西　正倫（福光） １０ｍ５４

小学４年女子１００ｍ 15 川合　優那(福光陸上） １６秒６５ 岡本　虹空（ふくのジュニア） １６秒７6 森田　輝咲（福光陸上） １７秒１２

小学５年女子１００ｍ 8 越仲りのあ(福光陸上） １４秒８３ 山下ひばり（福光陸上） １６秒３４ 堀　　心乃（福光陸上） １６秒３９

小学６年女子１００ｍ 19 片山　星夢（井波） １４秒９５ 臼井佐優花（井波） １５秒０３ 湯浅　咲渚（福光陸上） １５秒２２

小学女子１０００ｍ 23 湯浅　咲渚（福光陸上） ３分２５秒６６ 中島　喜愛（城端AXC） ３分３３秒３４ 上野　香晴（井波） ３分３８秒９９

中川　紗来（城端AXC・A） 加藤　あい（井波小） 宮塚　紫苑(城端小）

石田　尚佳 金田　奈樹 古瀬　碧月

山田　妃織 高橋　　結 村上　梨乃

河内　杏優 臼井佐優花 河合　芽衣

小学女子　走幅跳 28 中川　紗来（城端AXC） ３ｍ５９ 浅地優利佳（福光中部） ３ｍ３９ 天池　加恋（福光南部） ３ｍ３１

小学生女子シャベリックボール投 10 二野井未來（福光中部） ３３ｍ６７ 長谷英里子（利賀） ２６ｍ２１ 長谷川絵実（福光南部） ２４ｍ０７

中学女子１００ｍ 50 上野　茉子（井波中学校） １３秒５５ 吉尾　　彩（福光中学校） １３秒７４ 宇野　百花（吉江中学校） １３秒８２

中学女子１５００ｍ 20 宮﨑　美樹（平中学校） ５分０７秒０１ 湯浅　彩夢（福光中学校） ５分０７秒６０ 三島　柚乃（城端中学校） ５分０８秒４５

野嶋　加奈（福光中い） 藤井　桃子（井波中） 細川千咲喜(平中）

湯浅　彩夢 上野　茉子 宮﨑　美樹

宮本　莉子 山田瑚々菜 久保　音乃

吉尾　　彩 楠　　麻佳 中田さくら

中学女子　走幅跳 19 吉尾　　彩（福光中学校） ４ｍ３３ 本田　明莉（福光中学校） ４ｍ３３ 有川　千絢（城端中学校） ３ｍ９５

中学女子　砲丸投（2.721㎏） 11 山下　彩寿（福光中学校） ８ｍ０９ 吉田　瑞希（福光中学校) ７ｍ７８ 置田　愛実（吉江中学校) ７ｍ５８

中学生女子シャベリックボール投 7 宮本　莉子（福光中学校） ２６ｍ７１ 山下　彩寿（福光中学校） ２２ｍ７４ 岡田　心音（吉江中学校） １８ｍ９５

女子３０歳未満１００ｍ 3 岡村　陽乃（城端） １４秒０７ 影近　三絵（福光） １４秒６６

女子３０歳以上１００ｍ 6 島田美紀子（城端） １５秒８７ 細川　千春（城端） １６秒０７ 岡本　英恵（福野） １６秒２８

女子一般１５００ｍ 4 岡本千恵乃（福野） ５分４７秒５５

細川　千春（城端）

岡村　陽乃

山下　百枝

島田美紀子

一般女子　走幅跳 3 岡村　陽乃（城端） ４ｍ７２ 影近　三絵（福光） ３ｍ８１

一般女子　砲丸投（2.721㎏） 5 吉江　寿子（福光） ９ｍ９２ 五嶋真優美（福野） ８ｍ１４ 山下　百枝（城端） ７ｍ９１

一般男女　総合 城端・平・上平地域 90 福光地域 62 福野地域 42

一般男子 牧　　　孝（井波） 117 中嶋　清志（井波） 123 名倉　　洋（井波） 123

一般女子 高戸きみ子（井波） 114 三島　秋子（井波） 131 直江喜美子（城端） 136

小学生４年生以下男女 21 鈴木喜・島大凪（福野） 西川葵星・西川和奏（城端） 荒井理紗・松本みさき（城端）

小学生高学年男子 18 島健斗・黒瀧達也（福野） 石黒晴琉・大島真心（福野） 道海爽実・中村光冶（福光）

小学生高学年女子 16 竹中彩優菜・林咲花（城端） 菊川菜織子・矢嶋穂乃香（城端） 梅木美來・梅嶋真琴（福野）

中学男子団体 福野中学校 城端中学校

中学男子個人 14 片山吏稀・川合亮斗（福野中） 嶋田光太郎・宮本大樹（城端中） 西川陽都・大村遙隼（城端中） 梅木聡太・本島圭悟（福野中）

中学女子団体 城端中学校 吉江中学校

中学女子個人 28 幅田更紗・牧和花（城端中） 林音羽・長谷川琴音（城端中） 保院愛深・山本莉音（城端中） 長澤愛奈・吉江七海（吉江中）

成年男女 6 石崎篤・湯浅稔（福光） 海木恒人・細木誠（福野・福光） 梅木・菊川（福野・城端）

一般男子 14 中川高史・舘佑太朗（福光） 石田光・石井涼太（福光） 徳川遵・酒井佑貴人（福野）

一般男子団体 福野 福光 城端

一般女子 6 湯浅香織・市川美友（福光） 徳川雅代・北川千佳（福野） 福島・片山絢生（福野）

一般女子団体 福野 福光

9 ６/１６ ペタンク 男女混合 旅川グラウンド 264 城端野田A 福光北山田C 石黒桑寿会A（福光）

一般男子 9 高桑　良治 78 石村　一夫 81 米澤　清志 82

一般女子 3 橋本眞知子 87 山本　章美 95 前田いくえ 134

一般 福光総合グラウンド 81 福野地域 井波地域 城端地域

中学生 福光中学校グラウンド 60 井波中学校 福光中学校

小学4年生以下男子の部 13 南部　一騎（福野） 山田　颯太（ＳＴライトニング） 重原　謙吾（福野） 苗加　大輝（福野）

5・6年男子の部 21 中嶋　俠真（福光） 柴田　蒼馬（ＳＴライトニング） 東　　快飛（ＳＴライトニング） 柴田　　洸（ＳＴライトニング）

中学男子個人 71 大谷　　颯（吉江中学校） 成川　　彰（吉江中学校） 米田　圭亜（福光中学校） 西井　快成（吉江中学校）

一般男子 8 石村　直人（城端） 三津　友靖（北陸電力㈱） 常本　陽介（福光卓友会） 加藤　翔太（福光卓友会）

３０代男子 6 城森　拓也（我楽卓クラブ） 林　　裕一（福光卓友会） 松坂　祐二（福光卓友会） 上坂　修二（福光卓友会）

４０代男子 3 石﨑　裕久（福光） 村田　朋一（福光卓友会）

５０代男子 3 堀池　誠治（我楽卓クラブ） 得永　　明（北陸電力㈱）

６０代男子 2 石村　幸夫（城端）

小学4年生以下女子の部 9 杉本　結衣（福光） 浅野　桃子（ＳＴライトニング） 工藤　和奏（ＳＴライトニング） 長谷川凛奈（福野）

小学5・6年女子の部 11 東　　倫愛（ＳＴライトニング） 湯浅由理子（ＳＴライトニング） 中嶋乃々葉（ＳＴライトニング） 高原　柚帆（福光）

中学女子個人 42 石川ひなの（福光中学校） 森田　真央（吉江中学校） 水上　瑚子（吉江中学校） 吉井　　維（吉江中学校）

一般女子 4 本多　智絵（福光卓友会） 河合　美咲（福光卓友会）

40歳・50歳以上女子 4 村田美由紀（福光卓友会） 渡辺美由岐（福光卓友会）

ラージボール男子 7 山田　正孝（福光卓愛会） 越井　義勝（福光卓愛会）

ラージボール女子 5 中山　佳美（城端） 荒井百合子（福光卓愛会）

中学男子 42 吉江中学校 平中学校 福野中学校

中学女子 44 福野中学校 城端中学校 井波中学校

一般男子 47 福光 五箇山排球会 モグラーズ 福野クラブ
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小学男子４００R 42 ５８秒０６ １分０４秒３７ １分０４秒７３

58 ４８秒６５ ４９秒００ ４９秒９２

4

49 ５４秒５８ ５６秒４０

4

４７秒８３

小矢部陸上競技場

１分０４秒３８
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48 １分０２秒０６ １分０２秒１７ １分０２秒６８

５７秒２７



一般女子 31 福光 城端 福野クラブ

ママさん 24 福光クラブ オール南砺

一般男子 30 小西　宗悦（城端） 75 竹下　信秋（城端） 77 松永　　烈（城端） 78

一般女子 31 山下　昭子（城端） 80 有川　敏江（城端） 80 長沢みち代（福光） 80

15 ６/２４ 山岳 一般 福地山 32

中学男子 98 吉江中学校 福光中学校 井波中学校 福野中学校

中学女子 58 福野中学校 井波中学校 福光中学校

一般男子の部 40 ＮＡＮＴＯ 川田工業 福光クラブ

一般女子の部 20 らいなぁ’ｓ　B らいなぁ’ｓ　C

男子Aクラス（１８才以上） 4 くじら

男子Bクラス（３０才以上） 4 びーわん

男子Cクラス（４０才以上） 4 天馬

男子Dクラス（５０才以上） 5 ゼロスリー

女子Aクラス（１８才以上） 6 Quintet(ｸｲﾝﾃｯﾄ）

女子Cクラス（４０才以上） 16 しゃば～に すくえあ ワープス 広瀬スポーツクラブ

女子Dクラス（５０才以上） 10 スーパーミラクル

女子Eクラス（６０才以上） 4 サウスウエーブ

一般男子ダブルス 松村雄一(福光)・長田賢昭(井波) 大浦孝之・野村将史(井波)

一般男子シングルス 岡本　拓也(井波) 伊藤　　翔(福光)

一般男子シングルス（ベテラン） 松村　雄一(福光) 中谷昇一(井波)

一般女子ダブルス 14 得地美津子・澤田美紀(福光) 西村千佳子・大浦梨香(井波)

小学生４年以下の部 4 宮内　　健(福野) 笹部　大和(上平) 酒井　陽介(上平)

小学生５、６年の部 7 宮崎　友輔(福光) 清原莉希哉(福野) 山本　真輝(上平) 梧桐　詩生(福野)

中学男子55kg級 5 水野　神（福野中学校） 長谷川貴士（城端中学校）

中学男子60kg級 4 山口京太郎（福野中学校） 丹羽　高規（福野中学校） 中村　光希（吉江中学校）

中学男子60kg級超 4 成瀬　翔（福野中学校） 春日　快（城端中学校） 鵜野　隼人（吉江中学校）

中学女子 3 庄田沙理奈（城端中学校） 中西永実奈（城端中学校）

一般男子Aクラス24歳未満 5 竹田　健悟(福野) 北條　清矢（福野）

一般男子Cクラス31歳以上 5 細川　浩志(城端) 川北　昭憲(福光) 金岩　康史(福光)

団体の部 福光 城端・平・上平 井波・井口・利賀

グロスの部 12 塚原　邦夫 76 岩崎　浩一 77 荒井　義則 79

ネットの部 48 清都　邦夫 70.8 山根　秀元 71 二永　卓也 72.4

小学生4年生以下個人 20 髙橋　凛成（井波） 上田　颯磨（井波） 澤田　昴弥（井波） 野村　晴花（井波）

小学生5.6年個人 11 野村　立心（井波） 遠藤　庚紳（井波） 辻村　陽音（井波） 髙橋　奏乃（井波）

中学生男子団体 井波中学校 城端中学校 福野中学校

中学男子個人 24 篠原　一星（井波中学校） 寺脇　　輝（井波中学校） 辻村　侑音（井波中学校） 中井　将馬（城端中学校）

中学生女子団体 井波中学校 福野中学校

中学女子個人 16 石川　絢菜（井波中学校） 嶋田美志乃（井波中学校） 木田　愛梨(井波中学校) 齊藤　咲良(井波中学校)

一般団体 52 井波 福野 福光 城端

中学男子団体 井口中学校 福野中学校

中学男子個人 吉田　敦哉（井口中学校） 藤田　大輝（井口中学校）

中学男子ダブルス 山﨑充眞・今井英介（井口中） 吉川幸輝・村澤航（井口中）

中学女子団体 利賀中学校 福野中学校

中学女子個人 城岸美千花（利賀中学校） 谷中　真桜（利賀中学校）

中学女子ダブルス 城岸栄利花・野原園未（利賀中） 中島乃愛・吉光明理（福野中）

一般男子団体 福野 利賀 井口B

一般男子ダブルス 中嶋祐彰・小林孝臣 石井優佑・高田健太

40歳以上男子ダブルス 水口錦次・藤田洋一 北村修一・杉野和弘

一般女子団体 福野 利賀 福光

ミックスダブルス 米隆夫・米由香利 松村拳志郎・宮下美香

小学4年以下男子　自由形　５０ｍ 三宅　俊飛（城端） 39.31 株田　健心(福光中部) 41.76 浅野　千聖（城端） 43.88

小学5.6年男子　自由形　５０ｍ 松居　颯真（福光中部） 大会新26.82 吉田　有慧(福光東部) 33.22 二川　遥真(福光東部) 33.24

小学4年以下男子　背泳ぎ　５０ｍ 浅野　千聖（城端） 53.57 山瀬虎太郎（城端） 1：12.45

小学5.6年男子　背泳ぎ　５０ｍ 泉谷　駿輔（福野） 39.26 野嶋　巧汰(福光南部) 40.61 竹田　航輝（福光東部） 47.29

小学4年以下男子　バタフライ　５０ｍ 三宅　俊飛（城端） 49.06

小学5.6年男子　バタフライ　５０ｍ 泉谷　優輔（福野） 35.89 二川　遥真(福光東部) 36.94 野嶋　巧汰(福光南部) 38.37

小学4年以下男子　平泳ぎ　５０ｍ 株田　健心(福光中部) 54.51

小学5.6年男子　平泳ぎ　５０ｍ 北島駿乃介(福光中部) 43.33 吉田　有慧(福光東部) 44.26 浅野　栄汰(城端) 45.37

小学5.6年男子　個人メドレー２００ｍ 松居　颯真（福光中部） 大会新2：21.20 北島駿乃介(福光中部) 3：08.06

小学5.6年女子　個人メドレー　２００ｍ 安達　桜子（城端） 2：44.59 玉崎　漣依（福野） 3：00.22 三宅　優衣（城端） 3：07.86

小学4年以下女子　自由形　５０ｍ 岩城こころ（福光中部） 34.99 大西　琴葉（城端） 35.70

小学5.6年女子　自由形　５０ｍ 平田　想奈（城端） 32.57 広瀬　彩音（城端） 35.69 城宝　結衣(福野) 38.79

小学4年以下女子　背泳ぎ　５０ｍ 岩城こころ（福光中部） 42.56 梅本　彩芭（城端） 43.36

小学5.6年女子　背泳ぎ　５０ｍ 安達　桜子（城端） 大会新34.44

小学4年以下女子　バタフライ　５０ｍ 大西　琴葉（城端） 39.00

小学5.6年女子　バタフライ　５０ｍ 中嶋　碧（城端） 大会新31.19 玉崎　漣依（福野） 36.85 城宝　結衣(福野) 42.84

小学5.6年女子　平泳ぎ　５０ｍ 中嶋　　碧（城端） 大会新36.88 平田　想奈（城端） 40.72 三宅　優衣（城端） 43.54

中学男子　個人メドレー　２００ｍ 野原　大輔（吉江中学校） 2：26.55 岩城幸太郎(福光中学校 2：30.05 中村　悠新(福光中学校 2：40.86

中学男子　自由形　１００ｍ 野原　大輔（吉江中学校） 59.78 杉浦　柊哉(福光中学校） 1：00.32 野原　拓也(吉江中学校) 1：02.94

中学男子　自由形　４００ｍ 杉浦　柊哉（福光中学校） 4：41.11 二川　真優（吉江中学校） 5：26.53

中学男子　平泳ぎ　１００ｍ 笠井　太貴（福野中学校） 1：14.22 中村　悠新(福光中学校 1：15.96 二川　真優（吉江中学校） 1：30.74

中学男子　背泳ぎ　１００ｍ 藤本　優生（福光中学校） 1：07.42 岩城幸太郎(福光中学校） 1：08.94 泉谷　優輔（福野中学校） 1：20.79

中学男子　バタフライ　１００ｍ 藤本　優生（福光中学校） 1：06.96 泉谷　優輔（福野中学校） 1：08.83 野原　拓也（吉江中学校） 1：10.65

中学女子　個人メドレー　２００ｍ 宮本　紗寧(城端中学校) 2：46.67 前寺　美郁（吉江中学校） 2：59.46

中学女子　自由形　１００ｍ 宮本　紗寧(城端中学校) 1：06.74 古嶋　彩名(吉江中学校) 1：19.17

中学女子　平泳ぎ　１００ｍ 前寺　美郁（吉江中学校） 1：31.12 古嶋　彩名(吉江中学校) 1：40.71

一般男子　自由形　５０ｍ 松居　海知（福光） 25.59

一般男子　背泳ぎ　１００ｍ 三宅　啓太（城端） 大会新1：06.36

一般男子　自由形　1００ｍ 松居　海知（福光） 大会新54.67

一般男子（３０才以上）個人メドレー１００ｍ 中村　康治（福野） 1：20.86

一般男子（４０才以上）　自由形　５０ｍ 北島　秀人（福光） 28.82 田中　成紀（井波） 30.03 谷村　正拓（福光） 30.77

一般男子（3０才以上）　バタフライ　５０ｍ 中村　康治(福野) 32.59

一般男子（４０才以上）　平泳ぎ　５０ｍ 中西　実（城端） 41.92

一般男子（4０才以上）　バタフライ　５０ｍ 下田　新一(福野) 41.81

一般男子（６０才以上）　自由形　５０ｍ 小泉　浩司（福光） 大会新38.68

一般女子（６０才以上）個人メドレー１００ｍ 南　   成子（井波） 大会新2：06.42

一般女子（６０才以上）　自由形　５０ｍ 三嶋　初枝（城端） 45.32 波多美稚子（福光） 48.03
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