
令和３. ４年度 理事
職 氏　名 団体名

会　長 才川　昌一 ビーチボール協会
副会長 舘　　英二 福光地域体育協会
副会長 西　賢一郎 福野地域体育協会
副会長 山田　清志 城端地域体育協会
理　事 中島　洋三 平地域体育協会
理　事 中井　　昇 上平地域体育協会
理　事 米倉　清重 利賀地域体育協会
理　事 北村　修一 井口地域体育協会
理　事 永山　　惠 スポーツ少年団
理　事 稲塚　昌樹 陸上競技協会
理　事 西能　伸夫 水泳協会
理　事 原　　雄二 サッカー協会
理　事 南　　眞司 テニス協会
理　事 吉尾　孝司 バレーボール協会
理　事 山﨑　恵次 バスケットボール協会
理　事 近川　利行 ソフトテニス協会
理　事 河合　彦光 卓球協会
理　事 大塚　照雄 野球協会
理　事 伊東　　宏 柔道会
理　事 川原　昌彦 バドミントン協会
理　事 久恵　龍三 ゴルフ協会
理　事 塚本　昭雄 スキー協会
理　事 三浦　秀雄 ゲートボール協会
理　事 宮塚　　功 綱引協会
理　事 松井　精一 マレットゴルフ協会
理　事 久保　賢次 ペタンク協会
理　事 松﨑　光雄 パークゴルフ協会
理　事 嶋田　健治 バイアスロン協会
監　事 水口　秀治 ライフル射撃協会
監　事 鵜野　幸男 南砺市生涯学習スポーツ課



野球 一般 城星クラブ コマツＮＴＣ
マスターズ 井波オールエース 福野マスターズ
中学の部 福野中学校 井波中学校

ソフトボール 市民スポーツ部門 南友会 井波大風
壮年 井波大風 福光ソフトボールクラブ

マレットゴルフ 一般男子 牧　　　孝（井波） 高戸　収次（井波） 鈴木登記雄（福野）
一般女子 高戸きみ子（井波） 中嶋　　静（井波） 松井貴代美（井波）

ゲートボール 男子の部 福野Ａ 福野B 井波
女子の部 福野Ｅ 福光 井波

ソフトテニス 小学生４年生以下男女の部 藤本・鈴木（福野） 木津・樋口（城端） 柏川・西村（福野）
小学生高学年男子の部 島・根羽（福野） 木下・柏川（福野） 勇崎・竹山（城端）
小学生高学年女子の部 牧・林（城端） 樋口・山本（城端） 梅木・西村（福野）
中学男子団体 福野中学校 福光中学校
中学男子個人 鈴木　和・清島一颯（福野中）島　健斗・大島真心（福野中）石黒晴琉・本島遥叶（福野中）

池田光佑・村山簾征（福野中）
中学女子団体 城端中学校 福光中学校
中学女子個人 林咲花・竹内彩優菜（城端中）山本優佳・天野柚葉（城端中）大西陽菜子・片山鈴苗（城端中）

和泉陽菜・澤井樹菜（福光中）
一般男子の部 石崎・舘（福光） 徳川・水元（福野） 梅木・酒井（福野）

前田・安村（城端）
一般女子の部 上田・前田（城端・福光）片山・前崎（福野）
80歳以上男女の部 齋藤・湯浅（福光） 福島・片山（福野）
100歳以上男女の部 中川・高田（福光） 松本・細木（城端・南砺）

陸上競技 小学3.４年男子100ｍ 丸山　太陽（ふくのジュニア）小林　篤生（ふくのジュニア）中西　　寛（福光陸上）
小学５年男子100ｍ 本田　歩夢（福光中部小）森田　悠介（福光陸上）大西　永馬（ふくのジュニア）
小学６年男子100ｍ 横山　空奏（城端小）竹中　蒼太（福光陸上）瀧川　泰生（井波小）
小学男子1000ｍ 高田大靖（五箇山スキースポ少） 長澤　泰斗（ふくのジュニア）戸田　悠希（井波小）
小学男子コンバインドＡ 川平　大希（城端小）田辺　雄都（城端小）
小学男子コンバインドＢ 長澤　泰斗（ふくのジュニア）水本　大夢（城端小）竹中　蒼太（福光陸上）
小学3.４年女子100ｍ 吉江　　史（福光中部小）河内　来優（城端AXC）藤田　玲美（福光陸上）
小学５年女子100ｍ 得永利未依（ふくのジュニア）錦戸　心環（福光南部小）山下ほたる（福光陸上）
小学６年女子100ｍ 池田　優花（ふくのジュニア）片岸　希衣（福光陸上）細川芽吹（五箇山スキースポ少）
小学女子1000ｍ 三島　楓叶（城端AXC）柏崎　遥花（井波小）柏崎　彩花（井波小）
小学女子コンバインドＡ 片岸　希衣（福光陸上）錦戸　心環（福光南部小）
小学女子コンバインドＢ 黒瀧萌々可（ふくのジュニア）清利　糀乃（城端小）堀　　乃和（福光南部小）
小学男女混合
　４×100ｍリレー

城小ランナーズ ふくのガッツ 福光A
　水本　大夢 　小林　篤生 　森田　悠介
　松本　珠希 　得永利未依 　竹中　蒼太
　三島　楓叶 　長澤　泰斗 　高田　愛子
　野村　亮太 　池田　優花 　藤田　玲美

中学1年男子100ｍ 長橋　孝英（吉江中）岡本　瑛汰（ふくのジュニア）大浦　千空（城端中）
中学２年男子100ｍ 渡辺　佑希（福光中）黒瀧　達也（ふくのジュニア）中井　雄己（ふくのジュニア）
中学３年男子100ｍ 松　隼太郎（ふくのジュニア）佐竹　智英（井波中）岡本　悠汰（ふくのジュニア）
中学男子3000ｍ 森田　陽斗（ふくのジュニア）高桑　壮汰（城端中）石橋　功基（城端中）
中学男子
　４×100ｍリレー

福光中Ａ 井波Ａ ふくのＢ
　笠田　泰生 　嶋　　涼介 　石川　　諒
　渡辺　佑希 　林　　一心 　永田　郁人
　但田　朋樹 　坂　　隼翔 　岡本　悠汰
　石﨑　悠真 　佐竹　智英 　松　隼太郎

中学男子走幅跳 黒瀧　達也（ふくのジュニア）渡辺　佑希（福光中）錦戸　颯亨（吉江中）
中学男子砲丸投（5.00㎏）山本　真輝（平中） 但田　朋樹（福光中）山田　一颯（福光中）
中学生男子シャベリックスロー 前田　隆晴（吉江中）辻　　唯人（平中） 樋口　直人（城端中）
中学１年女子100ｍ 鶴見　空良（城端中）池田　　絢（井波中）浦田かなん（平中）
中学２年女子100ｍ 山下ひばり（福光中）細川　叶夢（城端中）吉川ひより（ふくのジュニア）
中学３年女子100ｍ 湯浅　咲渚（福光中）木田　夏稀（井波中）村上　梨乃（城端中）
中学女子1500ｍ 中島　喜愛（城端中）山﨑　彩羽（城端中）牧野　三娘（城端中）

中学女子
　４×100ｍリレー

城端中Ａ 福光中 井波中Ａ
　細川　叶夢 　中川　結杏 　三角　仁美
　中島　喜愛 　湯浅　咲渚 　木田　夏稀
　村上　梨乃 　山下ひばり 　谷田穂乃香
　河内　杏優 　齊藤　柚葉 　上野　莉子

中学女子走幅跳 山下ひばり（福光中）三角　仁美（井波中）山田　妃織（城端中）
中学女子砲丸投（2.721㎏）村上　梨乃（城端中）中川　紗来（城端中）湯浅　咲渚（福光中）
中学生女子シャベリックスロー 二野井未來（福光中）釡本　奈菜（福光中）山田　妃織（城端中）
男子30歳未満100ｍ 藤野　励志（福光） 北山　慎也（城端） 吉江　　司（福光）
男子30歳台100ｍ 本折　亮太（福光） 山田　智生（井波） 定村康太郎（福光）
男子40歳台100ｍ 岡本　英樹（福野） 利　　直樹（井波） 丸山　　仁（福野）
男子50歳以上100ｍ 髙野　　次（福光）
男子40歳未満3000ｍ 竹原　義之（城端） 島田　正叡（城端） 藤田　紘基（城端）
男子40歳以上3000ｍ 道海　政裕（福光） 田中　正康（井波） 丸山　　仁（福野）
一般男子
　４×100ｍリレー

福光 城端
　本折　亮太 　竹原　義之
　吉江　　司 　北山　慎也
　定村康太郎 　島田　正叡
　藤野　励志 　山下　孝之

一般男子走幅跳 本折　亮太（福光） 定村康太郎（福光） 高土居克博（福光）
一般男子砲丸投（5.00㎏）大西　正晃（福光） 梅原　恵太（福光） 永生　真樹（福野）
女子30歳未満100ｍ 前山　智世（福光）
女子30歳以上100ｍ 島田美紀子（城端） 岡本　英惠（福野） 五嶋真優美（福野）
女子一般1500ｍ 岡本千恵乃（福野） 上田　未樹（福野）
一般女子砲丸投（2.721㎏）吉江　寿子（福光） 中島　真衣（福光） 五嶋真優美（福野）

パークゴルフ 男子の部 中嶋　清志（井波） 岸　　　修（城端） 南　与志和（福光）
女子の部 上田　邦子（城端） 櫻井　節美（城端） 岩村　鈴子（福光）

ペタンク 男女混合 ※雨天中止
ゴルフ 団体の部 福野 福光 井波・井口・利賀

グロスの部 角谷　匡隆 朴木　真一 高城　　忍
ネットの部 伍香　修道 尾山　裕和 中村　義則

卓球 小学４年生以下男子の部 苗加　結也（福野スポ少）荒井　奏人（STライトニング） 安川　愛真（福野スポ少）
沢井　　湊（STライトニング）

小学５・６年男子の部 有元　一期（STライトニング） 城宝　大翔（福光スポ少）湯浅　泰志（STライトニング）
佐波　漣太（福光スポ少）

中学男子団体 吉江中学校 福野中学校
中学生男子の部 中嶋　俠真（吉江中）南部　一騎（福野中）東　　快飛（吉江中）

有元　一護（STライトニング）
一般・30歳・40歳男子 南部　正道（我楽卓クラブ）石村　直人（福光） 加藤　翔太（福光）

得能　将平（福光）
50歳以上男子の部 村田　朋一（福光） 得永　　明（我楽卓クラブ）
60歳以上男子の部 石村　幸夫（福光） 河合　彦光（福光）
小学４年生以下女子の部 林　　裕悠（福光スポ少）溝口　壱香（福光スポ少）本多　千桜（福光スポ少）

井口　愛梨（福光スポ少）
小学５・６年女子の部 浅野　桃子（STライトニング） 南部　　心（福野スポ少）林　　裕春（福光スポ少）
中学女子団体 吉江中学校 福光中学校
中学生女子の部 東　　倫愛（吉江中）湯浅由里子（吉江中）杉本　結衣（吉江中）

溝口　怜奈（吉江中）
ラージボール男子 横田　大輔（井波） 斉田　耕進（福光卓愛会）河合富士夫（福野）

越井　義勝（福光卓愛会）
ラージボール女子 木戸　香織（福光卓愛会）松井　幸子（福光卓愛会）

山岳 一般 城端、福野、福光
ターゲットバードゴルフ 一般男子 中島　　翼 石村　一夫 山本　一信

一般女子 山本　章美 橋本眞知子 前田いくえ
バドミントン 中学男子団体 南砺つばき学舎 福野中学校

中学男子個人 川田祥次郎（福野中）金道　和哉（南砺つばき学舎） 梅基　煌生（福野中）
森田　暉司（福野中）

中学男子ダブルス 吉田智哉・長田勝幸（南砺つばき学舎） 舘　陽輝・柳田赳澄（南砺つばき学舎） 架田　昊・久保力也（福野中）
金道琉真・山田晟生（南砺つばき学舎）

中学女子団体 福野中学校 南砺つばき学舎

競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位 競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位
中学女子個人 今井　和奏（福野中）齊藤　紀久（井波中）今井　梨緒（南砺つばき学舎）

窪城さくら（福野中）
中学女子ダブルス 金道ゆり・東瑛里香（南砺つばき学舎） 中川恵那・木村咲希（福野中）東　心咲・鷹西美羽（福野中）

丹羽悠月・斉藤悠月（福野中）
一般男子団体 福野 井口 福光
一般男子ダブルス 水口錦次・藤田洋一 丹羽勇斗・松山善昭
一般女子団体 福野 福光
一般女子ダブルス 高田彩那・横川あかり

剣道 小学4年生以下個人 小西　夢翔（井波） 淺田　快生（福野） 守山　貴大（福野）
髙橋　佑心（井波）

小学5.6年個人 松井　佑晟（福光） 中山　皓斗（井波） 中田　結菜（福光）
中川　颯人（福光）

中学男子団体 井波中学校 城端中学校 福野中学校
中学男子個人 遠藤　庚伸（井波中）辻村　陽音（井波中）荒井　颯仁（福野中）

細川　翔生（城端中）
中学女子団体 井波中学校 福野中学校
中学女子個人 髙橋　奏乃（井波中）大谷日葉里（井波中）大窪　小晴（福野中）

久惠　琴葉（井波中）
一般団体 井波 福野 城端

水泳 小学4年以下男子自由形50ｍ 井幡　祐仁（福光東部）清水　裕心（福野） 中西　章夫（福野）
小学5.6年男子自由形50ｍ 浅野　千聖（城端） 三宅　俊飛（城端） 澤田　隼弥（井波）
小学4年以下男子背泳ぎ50ｍ 竹内　悠人（城端） 中村　悠夢（南砺つばき学舎） 荒木　遥人（城端）
小学5.6年男子背泳ぎ50ｍ 石黒　是真（城端） 浅野　千聖（城端） 金島英之介（城端）
小学4年以下男子バタフライ50ｍ 竹内　悠人（城端） 稲場　智成（城端） 井幡　祐仁（福光東部）
小学4年以下男子平泳ぎ50ｍ 稲場　智成（城端） 清水　裕心（福野） 中西　章夫（福野）
小学5.6年男子バタフライ50ｍ 石黒　是真（城端） 三宅　俊飛（城端）
小学5.6年男子平泳ぎ5０ｍ 伊藤　礼賀（福野）
小学5.6年女子個人メドレー200ｍ 大鋸屋紗未（福光中部）荒木　美佳（城端） 北川　栞名（福野）
小学4年以下女子自由形50ｍ 吉居　月莉（福光中部）竹本　奈未（福野） 大鋸屋香乃（福光中部）
小学5.6年女子自由形50ｍ 大橋　真央（福光東部）加藤　星姫（福光東部）荒木　美佳（城端）
小学4年以下女子背泳ぎ50ｍ 竹本　奈未（福野） 石井ひより（福光中部）平田　凛世（城端）
小学5.6年女子背泳ぎ50ｍ 大鋸屋紗未（福光中部）大橋　真央（福光東部）
小学4年以下女子バタフライ50ｍ 石井ひより（福光中部）大西　明梨（城端） 高地　心咲（福野）
小学5.6年女子バタフライ50ｍ 加藤　星姫（福光東部）吉田　彩恵（福光東部）
小学4年以下女子平泳ぎ50ｍ 吉居　月莉（福光中部）大鋸屋香乃（福光中部）安居　凛乃（城端）
小学5.6年女子平泳ぎ50ｍ 北川　栞名（福野）
中学男子個人メドレー200ｍ 竹田　航輝（吉江中）二川　遥真（吉江中）松原　快斗（福野中）
中学男子自由形50ｍ 松居　颯真（福光中）吉田　有慧（吉江中）溝口　善太（吉江中）
中学男子自由形100ｍ 松居　颯真（福光中）吉田　有慧（吉江中）溝口　善太（吉江中）
中学男子平泳ぎ100ｍ 戸田　紘希（井波中）寺田　悠人（福野中）原澤　　巧（福野中）
中学男子平泳ぎ200ｍ 戸田　紘希（井波中）
中学男子背泳ぎ100ｍ 野嶋　巧汰（福光中）竹田　航輝（吉江中）
中学男子背泳ぎ200ｍ 野嶋　巧汰（福光中）
中学男子バタフライ100ｍ 泉谷　駿輔（福野中）二川　遥真（吉江中）松長　歩夢（井波中）

中学男子バタフライ200ｍ 泉谷　駿輔（福野中）
中学女子個人メドレー200ｍ 大西　琴葉（城端中）平田　想奈（城端中）山田　悠未（吉江中）
中学女子個人メドレー400ｍ 大西　琴葉（城端中）
中学女子自由形50ｍ 岩城こころ（福光中）山田　悠未（吉江中）廣瀬　彩音（城端中）
中学女子自由形100ｍ 岩城こころ（福光中）廣瀬　彩音（城端中）今村　紗雪（吉江中）
中学女子自由形400ｍ 中嶋　　碧（城端中）中嶋　　優（城端中）
中学女子背泳ぎ100ｍ 安達　桜子（城端中）
中学女子背泳ぎ200ｍ 安達　桜子（城端中）
中学女子バタフライ100ｍ 中嶋　　優（城端中）平田　想奈（城端中）
中学女子バタフライ200ｍ 中嶋　　碧（城端中）
一般男子自由形50ｍ 川北　大祐（福光） 高橋　悠貴（福光） 中田　優也（福光）
一般男子（30才以上）個人メドレー100ｍ 山田　智生（福野）
一般男子（30才以上）バタフライ50ｍ 山田　智生（福野）
一般男子（4０才以上）バタフライ50ｍ 下田　新一（福野）
一般男子（40才以上）個人メドレー100ｍ 下田　新一（福野）
一般男子（50才以上）バタフライ50ｍ 中村　彰宏（井波）
一般男子（60才以上）自由形50ｍ 森田　　猛（福光）
一般男子（60才以上）平泳ぎ50ｍ 森田　　猛（福光）
一般男子（60才以上）個人メドレー100ｍ 中村　彰宏（井波）
一般女子個人メドレー100ｍ 湯浅　未羽（福光）
一般女子（4０才以上）自由形50ｍ 水木利志惠（福野）
一般女子（60才以上）自由形50ｍ 中川　優子（福野） 細川　文子（福光）
一般女子（60才以上）個人メドレー100ｍ 南　成子（井波）

クレー射撃 地域対抗戦 福光 福野 井口・城端
個人戦・スキート 常本　春男 姫川　米作 中川　敬介
個人戦・トラップ 大西　正師 瀬川　敏雄 高田　聖司

テニス 一般男子ダブルス 松村・窪田 南・中谷
一般女子ダブルス 得地・宮北 西村・大浦

バレーボール 中学男子 吉江中学校 平中学校 福野中学校
中学女子 城端中学校 福野中学校 井波中学校
一般男子 吉江バレーボール教室 五箇山排球会
一般女子 福光女子 城端
ママさん 福野ママさん 福光クラブ

サッカー 中学の部 福野中学校 井波中学校
バスケットボール 中学男子 城端中学校 福野中学校

中学女子 福野中学校 井波中学校
柔道 中学男子55kg級 梧桐　詩生（福野中）堀　　雄樹（福野中）清原莉希哉（福野中）

小椙　博貴（福野中）
中学男子55kg級超級 丹羽　幾海（福野中）川平　遥仁（城端中）坂上　元啓（吉江中）

中筋　普紀（福野中）
中学女子 齋藤　美咲（福野中）古田　恋音（福野中）
小学生３年以下の部 新井　結絢（福野） 梧桐歌音奏（福野） 酒井　凛花（上平）
小学生６年の部 宮内　　健（福野） 斉藤　大靖（福光） 酒井　陽介（上平）

競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位 競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位



野球 一般 城星クラブ コマツＮＴＣ
マスターズ 井波オールエース 福野マスターズ
中学の部 福野中学校 井波中学校

ソフトボール 市民スポーツ部門 南友会 井波大風
壮年 井波大風 福光ソフトボールクラブ

マレットゴルフ 一般男子 牧　　　孝（井波） 高戸　収次（井波） 鈴木登記雄（福野）
一般女子 高戸きみ子（井波） 中嶋　　静（井波） 松井貴代美（井波）

ゲートボール 男子の部 福野Ａ 福野B 井波
女子の部 福野Ｅ 福光 井波

ソフトテニス 小学生４年生以下男女の部 藤本・鈴木（福野） 木津・樋口（城端） 柏川・西村（福野）
小学生高学年男子の部 島・根羽（福野） 木下・柏川（福野） 勇崎・竹山（城端）
小学生高学年女子の部 牧・林（城端） 樋口・山本（城端） 梅木・西村（福野）
中学男子団体 福野中学校 福光中学校
中学男子個人 鈴木　和・清島一颯（福野中）島　健斗・大島真心（福野中）石黒晴琉・本島遥叶（福野中）

池田光佑・村山簾征（福野中）
中学女子団体 城端中学校 福光中学校
中学女子個人 林咲花・竹内彩優菜（城端中）山本優佳・天野柚葉（城端中）大西陽菜子・片山鈴苗（城端中）

和泉陽菜・澤井樹菜（福光中）
一般男子の部 石崎・舘（福光） 徳川・水元（福野） 梅木・酒井（福野）

前田・安村（城端）
一般女子の部 上田・前田（城端・福光）片山・前崎（福野）
80歳以上男女の部 齋藤・湯浅（福光） 福島・片山（福野）
100歳以上男女の部 中川・高田（福光） 松本・細木（城端・南砺）

陸上競技 小学3.４年男子100ｍ 丸山　太陽（ふくのジュニア）小林　篤生（ふくのジュニア）中西　　寛（福光陸上）
小学５年男子100ｍ 本田　歩夢（福光中部小）森田　悠介（福光陸上）大西　永馬（ふくのジュニア）
小学６年男子100ｍ 横山　空奏（城端小）竹中　蒼太（福光陸上）瀧川　泰生（井波小）
小学男子1000ｍ 高田大靖（五箇山スキースポ少） 長澤　泰斗（ふくのジュニア）戸田　悠希（井波小）
小学男子コンバインドＡ 川平　大希（城端小）田辺　雄都（城端小）
小学男子コンバインドＢ 長澤　泰斗（ふくのジュニア）水本　大夢（城端小）竹中　蒼太（福光陸上）
小学3.４年女子100ｍ 吉江　　史（福光中部小）河内　来優（城端AXC）藤田　玲美（福光陸上）
小学５年女子100ｍ 得永利未依（ふくのジュニア）錦戸　心環（福光南部小）山下ほたる（福光陸上）
小学６年女子100ｍ 池田　優花（ふくのジュニア）片岸　希衣（福光陸上）細川芽吹（五箇山スキースポ少）
小学女子1000ｍ 三島　楓叶（城端AXC）柏崎　遥花（井波小）柏崎　彩花（井波小）
小学女子コンバインドＡ 片岸　希衣（福光陸上）錦戸　心環（福光南部小）
小学女子コンバインドＢ 黒瀧萌々可（ふくのジュニア）清利　糀乃（城端小）堀　　乃和（福光南部小）
小学男女混合
　４×100ｍリレー

城小ランナーズ ふくのガッツ 福光A
　水本　大夢 　小林　篤生 　森田　悠介
　松本　珠希 　得永利未依 　竹中　蒼太
　三島　楓叶 　長澤　泰斗 　高田　愛子
　野村　亮太 　池田　優花 　藤田　玲美

中学1年男子100ｍ 長橋　孝英（吉江中）岡本　瑛汰（ふくのジュニア）大浦　千空（城端中）
中学２年男子100ｍ 渡辺　佑希（福光中）黒瀧　達也（ふくのジュニア）中井　雄己（ふくのジュニア）
中学３年男子100ｍ 松　隼太郎（ふくのジュニア）佐竹　智英（井波中）岡本　悠汰（ふくのジュニア）
中学男子3000ｍ 森田　陽斗（ふくのジュニア）高桑　壮汰（城端中）石橋　功基（城端中）
中学男子
　４×100ｍリレー

福光中Ａ 井波Ａ ふくのＢ
　笠田　泰生 　嶋　　涼介 　石川　　諒
　渡辺　佑希 　林　　一心 　永田　郁人
　但田　朋樹 　坂　　隼翔 　岡本　悠汰
　石﨑　悠真 　佐竹　智英 　松　隼太郎

中学男子走幅跳 黒瀧　達也（ふくのジュニア）渡辺　佑希（福光中）錦戸　颯亨（吉江中）
中学男子砲丸投（5.00㎏）山本　真輝（平中） 但田　朋樹（福光中）山田　一颯（福光中）
中学生男子シャベリックスロー 前田　隆晴（吉江中）辻　　唯人（平中） 樋口　直人（城端中）
中学１年女子100ｍ 鶴見　空良（城端中）池田　　絢（井波中）浦田かなん（平中）
中学２年女子100ｍ 山下ひばり（福光中）細川　叶夢（城端中）吉川ひより（ふくのジュニア）
中学３年女子100ｍ 湯浅　咲渚（福光中）木田　夏稀（井波中）村上　梨乃（城端中）
中学女子1500ｍ 中島　喜愛（城端中）山﨑　彩羽（城端中）牧野　三娘（城端中）

中学女子
　４×100ｍリレー

城端中Ａ 福光中 井波中Ａ
　細川　叶夢 　中川　結杏 　三角　仁美
　中島　喜愛 　湯浅　咲渚 　木田　夏稀
　村上　梨乃 　山下ひばり 　谷田穂乃香
　河内　杏優 　齊藤　柚葉 　上野　莉子

中学女子走幅跳 山下ひばり（福光中）三角　仁美（井波中）山田　妃織（城端中）
中学女子砲丸投（2.721㎏）村上　梨乃（城端中）中川　紗来（城端中）湯浅　咲渚（福光中）
中学生女子シャベリックスロー 二野井未來（福光中）釡本　奈菜（福光中）山田　妃織（城端中）
男子30歳未満100ｍ 藤野　励志（福光） 北山　慎也（城端） 吉江　　司（福光）
男子30歳台100ｍ 本折　亮太（福光） 山田　智生（井波） 定村康太郎（福光）
男子40歳台100ｍ 岡本　英樹（福野） 利　　直樹（井波） 丸山　　仁（福野）
男子50歳以上100ｍ 髙野　　次（福光）
男子40歳未満3000ｍ 竹原　義之（城端） 島田　正叡（城端） 藤田　紘基（城端）
男子40歳以上3000ｍ 道海　政裕（福光） 田中　正康（井波） 丸山　　仁（福野）
一般男子
　４×100ｍリレー

福光 城端
　本折　亮太 　竹原　義之
　吉江　　司 　北山　慎也
　定村康太郎 　島田　正叡
　藤野　励志 　山下　孝之

一般男子走幅跳 本折　亮太（福光） 定村康太郎（福光） 高土居克博（福光）
一般男子砲丸投（5.00㎏）大西　正晃（福光） 梅原　恵太（福光） 永生　真樹（福野）
女子30歳未満100ｍ 前山　智世（福光）
女子30歳以上100ｍ 島田美紀子（城端） 岡本　英惠（福野） 五嶋真優美（福野）
女子一般1500ｍ 岡本千恵乃（福野） 上田　未樹（福野）
一般女子砲丸投（2.721㎏）吉江　寿子（福光） 中島　真衣（福光） 五嶋真優美（福野）

パークゴルフ 男子の部 中嶋　清志（井波） 岸　　　修（城端） 南　与志和（福光）
女子の部 上田　邦子（城端） 櫻井　節美（城端） 岩村　鈴子（福光）

ペタンク 男女混合 ※雨天中止
ゴルフ 団体の部 福野 福光 井波・井口・利賀

グロスの部 角谷　匡隆 朴木　真一 高城　　忍
ネットの部 伍香　修道 尾山　裕和 中村　義則

卓球 小学４年生以下男子の部 苗加　結也（福野スポ少）荒井　奏人（STライトニング） 安川　愛真（福野スポ少）
沢井　　湊（STライトニング）

小学５・６年男子の部 有元　一期（STライトニング） 城宝　大翔（福光スポ少）湯浅　泰志（STライトニング）
佐波　漣太（福光スポ少）

中学男子団体 吉江中学校 福野中学校
中学生男子の部 中嶋　俠真（吉江中）南部　一騎（福野中）東　　快飛（吉江中）

有元　一護（STライトニング）
一般・30歳・40歳男子 南部　正道（我楽卓クラブ）石村　直人（福光） 加藤　翔太（福光）

得能　将平（福光）
50歳以上男子の部 村田　朋一（福光） 得永　　明（我楽卓クラブ）
60歳以上男子の部 石村　幸夫（福光） 河合　彦光（福光）
小学４年生以下女子の部 林　　裕悠（福光スポ少）溝口　壱香（福光スポ少）本多　千桜（福光スポ少）

井口　愛梨（福光スポ少）
小学５・６年女子の部 浅野　桃子（STライトニング） 南部　　心（福野スポ少）林　　裕春（福光スポ少）
中学女子団体 吉江中学校 福光中学校
中学生女子の部 東　　倫愛（吉江中）湯浅由里子（吉江中）杉本　結衣（吉江中）

溝口　怜奈（吉江中）
ラージボール男子 横田　大輔（井波） 斉田　耕進（福光卓愛会）河合富士夫（福野）

越井　義勝（福光卓愛会）
ラージボール女子 木戸　香織（福光卓愛会）松井　幸子（福光卓愛会）

山岳 一般 城端、福野、福光
ターゲットバードゴルフ 一般男子 中島　　翼 石村　一夫 山本　一信

一般女子 山本　章美 橋本眞知子 前田いくえ
バドミントン 中学男子団体 南砺つばき学舎 福野中学校

中学男子個人 川田祥次郎（福野中）金道　和哉（南砺つばき学舎） 梅基　煌生（福野中）
森田　暉司（福野中）

中学男子ダブルス 吉田智哉・長田勝幸（南砺つばき学舎） 舘　陽輝・柳田赳澄（南砺つばき学舎） 架田　昊・久保力也（福野中）
金道琉真・山田晟生（南砺つばき学舎）

中学女子団体 福野中学校 南砺つばき学舎

競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位 競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位
中学女子個人 今井　和奏（福野中）齊藤　紀久（井波中）今井　梨緒（南砺つばき学舎）

窪城さくら（福野中）
中学女子ダブルス 金道ゆり・東瑛里香（南砺つばき学舎） 中川恵那・木村咲希（福野中）東　心咲・鷹西美羽（福野中）

丹羽悠月・斉藤悠月（福野中）
一般男子団体 福野 井口 福光
一般男子ダブルス 水口錦次・藤田洋一 丹羽勇斗・松山善昭
一般女子団体 福野 福光
一般女子ダブルス 高田彩那・横川あかり

剣道 小学4年生以下個人 小西　夢翔（井波） 淺田　快生（福野） 守山　貴大（福野）
髙橋　佑心（井波）

小学5.6年個人 松井　佑晟（福光） 中山　皓斗（井波） 中田　結菜（福光）
中川　颯人（福光）

中学男子団体 井波中学校 城端中学校 福野中学校
中学男子個人 遠藤　庚伸（井波中）辻村　陽音（井波中）荒井　颯仁（福野中）

細川　翔生（城端中）
中学女子団体 井波中学校 福野中学校
中学女子個人 髙橋　奏乃（井波中）大谷日葉里（井波中）大窪　小晴（福野中）

久惠　琴葉（井波中）
一般団体 井波 福野 城端

水泳 小学4年以下男子自由形50ｍ 井幡　祐仁（福光東部）清水　裕心（福野） 中西　章夫（福野）
小学5.6年男子自由形50ｍ 浅野　千聖（城端） 三宅　俊飛（城端） 澤田　隼弥（井波）
小学4年以下男子背泳ぎ50ｍ 竹内　悠人（城端） 中村　悠夢（南砺つばき学舎） 荒木　遥人（城端）
小学5.6年男子背泳ぎ50ｍ 石黒　是真（城端） 浅野　千聖（城端） 金島英之介（城端）
小学4年以下男子バタフライ50ｍ 竹内　悠人（城端） 稲場　智成（城端） 井幡　祐仁（福光東部）
小学4年以下男子平泳ぎ50ｍ 稲場　智成（城端） 清水　裕心（福野） 中西　章夫（福野）
小学5.6年男子バタフライ50ｍ 石黒　是真（城端） 三宅　俊飛（城端）
小学5.6年男子平泳ぎ5０ｍ 伊藤　礼賀（福野）
小学5.6年女子個人メドレー200ｍ 大鋸屋紗未（福光中部）荒木　美佳（城端） 北川　栞名（福野）
小学4年以下女子自由形50ｍ 吉居　月莉（福光中部）竹本　奈未（福野） 大鋸屋香乃（福光中部）
小学5.6年女子自由形50ｍ 大橋　真央（福光東部）加藤　星姫（福光東部）荒木　美佳（城端）
小学4年以下女子背泳ぎ50ｍ 竹本　奈未（福野） 石井ひより（福光中部）平田　凛世（城端）
小学5.6年女子背泳ぎ50ｍ 大鋸屋紗未（福光中部）大橋　真央（福光東部）
小学4年以下女子バタフライ50ｍ 石井ひより（福光中部）大西　明梨（城端） 高地　心咲（福野）
小学5.6年女子バタフライ50ｍ 加藤　星姫（福光東部）吉田　彩恵（福光東部）
小学4年以下女子平泳ぎ50ｍ 吉居　月莉（福光中部）大鋸屋香乃（福光中部）安居　凛乃（城端）
小学5.6年女子平泳ぎ50ｍ 北川　栞名（福野）
中学男子個人メドレー200ｍ 竹田　航輝（吉江中）二川　遥真（吉江中）松原　快斗（福野中）
中学男子自由形50ｍ 松居　颯真（福光中）吉田　有慧（吉江中）溝口　善太（吉江中）
中学男子自由形100ｍ 松居　颯真（福光中）吉田　有慧（吉江中）溝口　善太（吉江中）
中学男子平泳ぎ100ｍ 戸田　紘希（井波中）寺田　悠人（福野中）原澤　　巧（福野中）
中学男子平泳ぎ200ｍ 戸田　紘希（井波中）
中学男子背泳ぎ100ｍ 野嶋　巧汰（福光中）竹田　航輝（吉江中）
中学男子背泳ぎ200ｍ 野嶋　巧汰（福光中）
中学男子バタフライ100ｍ 泉谷　駿輔（福野中）二川　遥真（吉江中）松長　歩夢（井波中）

中学男子バタフライ200ｍ 泉谷　駿輔（福野中）
中学女子個人メドレー200ｍ 大西　琴葉（城端中）平田　想奈（城端中）山田　悠未（吉江中）
中学女子個人メドレー400ｍ 大西　琴葉（城端中）
中学女子自由形50ｍ 岩城こころ（福光中）山田　悠未（吉江中）廣瀬　彩音（城端中）
中学女子自由形100ｍ 岩城こころ（福光中）廣瀬　彩音（城端中）今村　紗雪（吉江中）
中学女子自由形400ｍ 中嶋　　碧（城端中）中嶋　　優（城端中）
中学女子背泳ぎ100ｍ 安達　桜子（城端中）
中学女子背泳ぎ200ｍ 安達　桜子（城端中）
中学女子バタフライ100ｍ 中嶋　　優（城端中）平田　想奈（城端中）
中学女子バタフライ200ｍ 中嶋　　碧（城端中）
一般男子自由形50ｍ 川北　大祐（福光） 高橋　悠貴（福光） 中田　優也（福光）
一般男子（30才以上）個人メドレー100ｍ 山田　智生（福野）
一般男子（30才以上）バタフライ50ｍ 山田　智生（福野）
一般男子（4０才以上）バタフライ50ｍ 下田　新一（福野）
一般男子（40才以上）個人メドレー100ｍ 下田　新一（福野）
一般男子（50才以上）バタフライ50ｍ 中村　彰宏（井波）
一般男子（60才以上）自由形50ｍ 森田　　猛（福光）
一般男子（60才以上）平泳ぎ50ｍ 森田　　猛（福光）
一般男子（60才以上）個人メドレー100ｍ 中村　彰宏（井波）
一般女子個人メドレー100ｍ 湯浅　未羽（福光）
一般女子（4０才以上）自由形50ｍ 水木利志惠（福野）
一般女子（60才以上）自由形50ｍ 中川　優子（福野） 細川　文子（福光）
一般女子（60才以上）個人メドレー100ｍ 南　成子（井波）

クレー射撃 地域対抗戦 福光 福野 井口・城端
個人戦・スキート 常本　春男 姫川　米作 中川　敬介
個人戦・トラップ 大西　正師 瀬川　敏雄 高田　聖司

テニス 一般男子ダブルス 松村・窪田 南・中谷
一般女子ダブルス 得地・宮北 西村・大浦

バレーボール 中学男子 吉江中学校 平中学校 福野中学校
中学女子 城端中学校 福野中学校 井波中学校
一般男子 吉江バレーボール教室 五箇山排球会
一般女子 福光女子 城端
ママさん 福野ママさん 福光クラブ

サッカー 中学の部 福野中学校 井波中学校
バスケットボール 中学男子 城端中学校 福野中学校

中学女子 福野中学校 井波中学校
柔道 中学男子55kg級 梧桐　詩生（福野中）堀　　雄樹（福野中）清原莉希哉（福野中）

小椙　博貴（福野中）
中学男子55kg級超級 丹羽　幾海（福野中）川平　遥仁（城端中）坂上　元啓（吉江中）

中筋　普紀（福野中）
中学女子 齋藤　美咲（福野中）古田　恋音（福野中）
小学生３年以下の部 新井　結絢（福野） 梧桐歌音奏（福野） 酒井　凛花（上平）
小学生６年の部 宮内　　健（福野） 斉藤　大靖（福光） 酒井　陽介（上平）

競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位 競技種目 競技種別 １位 ２位 ３位




