
別表１

【男子の部】

優  勝　者　名 所属

1 一般 大谷内　陸 金沢村田

2 高校 横山　礼旺 翠星高校

3 中学 橋本　航樹 北星中

4 高校 横山　礼旺 翠星高校

5 中学 柿崎　優斗 美川中

6 一般Ａ 菅本　悦也 金沢学院大

7 一般Ｂ 木下　吉伸 石川ラン

8 高校 多々見　友也 翠星高校

9 中学 石崎　仁一朗 北辰中

10 3,000ｍ 一般・高校 多々見　友也 翠星高校

11 一般Ａ 髙　　浩司 石川陸協

12 高校 東海　理央 翠星高校

13 中学 稲手　理玖 美川中

14 高校 松田　拓也 翠星高校

15 中学 橋本　悠叶 北星中

16 高校 金剛　梓吹 鶴来高校

17 中学 加藤　亮太 美川中

18 一般・高校

19 中学

【女子の部】

優  勝　者　名 所属

1 高校 表田　遥菜 鶴来高校

2 中学 山元　はるか 光野中

3 高校 表田　遥菜 鶴来高校

4 中学 池田　妃那 美川中

5 高校 藤井　侑季 鶴来高校

6 中学 中川　朋夏 松任中

7 走高跳 中学 清水　琴美 美川中

8 高校 堀畑　彩花 松任高校

9 中学 山田　里華子 北辰中

10 高校 小林　真矢香 松任高校

11 中学 近藤　海里 北星中

12 一般・高校

13 中学
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松任高校（中谷，堀畑，森，竹山）
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別表２

【男子の部】

優  勝　者　名 所属 優  勝　者　名 所属

1 22 18歳以上 白井　　香 鰹競泳会

2 18歳以上 小暮　友都 鰹競泳会 23 30歳以上 伊藤　　智 千代野水泳

3 30歳以上 日景　亮一 千代野水泳 24 40歳以上 湯川　恒平 鰹競泳会

4 40歳以上 中原　壮一 くじらぐみ 25 50歳以上 下　　卓実 白峰水泳クラブ

5 50歳以上 下　　卓実 白峰水泳クラブ 26 60歳以上 小田　　慎 白峰水泳クラブ

6 60歳以上 岩本　明彦 クレインB&G 27 70歳以上 南　外喜男 美川スイム

7 70歳以上 丹保　利雄 石川公民館 28 40歳以上 中原　壮一 くじらぐみ

8 18歳以上 白井　　香 鰹競泳会 29 60歳以上 左屏　勝敏 クレインB&G

9 30歳以上 本野　洋至 鰹競泳会 30 70歳以上 丹保　利雄 石川公民館

10 40歳以上 勝尾　浩志 鰹競泳会 31 30歳以上 伊藤　　富 千代野水泳

11 50歳以上 深田　辰男 クレインB&G 32 40歳以上 尾崎　　晃 ＳＡ松任

12 70歳以上 西川　義正 美川スイム 33 50歳以上 山田　茂一 美川スイム

13 18歳以上 前田　侑哉 クレインB&G 34 70歳以上 西田　一良 中奥公民館

14 30歳以上 本野　洋至 鰹競泳会 35 30歳以上 柏野　哲大 クレインB&G

15 40歳以上 湯川　恒平 鰹競泳会 36 60歳以上 岩本　明彦 クレインB&G

16 50歳以上 南　　祐治 松任公民館 37 70歳以上 北川　憲明 出城公民館

17 70歳以上 北川　憲明 出城公民館 38 30歳以上 伊藤　　智 千代野水泳

18 18歳以上 小暮　友都 鰹競泳会 39 50歳以上 木田　　慎 白峰水泳クラブ

19 30歳以上 日景　亮一 千代野水泳 40 70歳以上 南　外喜男 美川スイム

20 40歳以上 窪川　弘一 旭公民館 41

21 50歳以上 坂上　裕宣 ＳＡ松任

【女子の部】

優  勝　者　名 所属 優  勝　者　名 所属

1 12 30歳以上 竹本　八重 千代野水泳

2 ５０ｍ自由形 18歳以上 宮本　あやな 鰹競泳会 13 40歳以上 髙畠　政美 ＳＡ松任

3 30歳以上 伊藤　優希子 千代野水泳 14 50歳以上 山下　明子 クレインB&G

4 60歳以上 大西　恵子 ＳＡ松任 15 60歳以上 免坂　智恵子 鰹競泳会

5 ５０ｍ平泳ぎ 50歳以上 新保　邦子 鰹競泳会 16 70歳以上 白井　博子 ＳＡ松任

6 60歳以上 伊藤　ひとみ 千代野水泳 17 40歳以上 髙畠　政美 ＳＡ松任

7 １００ｍ個人メドレー 50歳以上 本江　美穂 ＳＡ松任 18 60歳以上 伊藤　ひとみ 千代野水泳

8 ５０ｍバタフライ 60歳以上 免坂　智恵子 鰹競泳会 19 70歳以上 白井　博子 ＳＡ松任

9 18歳以上 宮本　あやな 鰹競泳会 20 ２５ｍバタフライ 50歳以上 山下　明子 クレインB&G

10 50歳以上 定者　寿子 鰹競泳会 21 40歳以上 河合　紀子 ラッコスイミング

11 60歳以上 大内　恵子 ＳＡ松任 22 50歳以上 小西　幸子 ＳＡ松任

23 60歳以上 平野　ひろ子 千代野水泳

24 鰹競泳会（宮本、定者、新保、西）

５０ｍ背泳ぎ

２５ｍ自由形

２５ｍ平泳ぎ

２５ｍバタフライ

２５ｍ背泳ぎ

２５ｍ背泳ぎ

1００ｍフリーリレー

部門（種目）

鰹競泳会（小暮、向、髙松、湯川）

５０ｍ自由形
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５０ｍバタフライ
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５０ｍ平泳ぎ

１００ｍ個人メドレー

５０ｍ背泳ぎ

鰹競泳会（本野、高松、小暮、白井）
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部門（種目）

鰹競泳会（定者、新保、西、宮本）1００ｍメドレーリレー

２５ｍ自由形

２００ｍメドレーリレー



別表３

第14回白山市民体育大会　空手道競技　成績

優　　　勝 ２位 ３位
形競技 幼児の部 川崎　美央 金子　隼士 三谷　琉輝

男子 中田　侑吾 荒地　一蕗 浅村　夢和
女子 村松　美晴 須崎　歩渚 川崎　　紬
男子 ２年生の部 渡辺　睦斗 狭間　春樹 石井　湊介
男子 本島　千翔 向田匠季朗 金子　哲士
女子 村松　美桜 川崎　陽向 三谷　星来
男子 黒川　斗暖 宮井　　奏 藏谷　悠生
女子 須崎　夏渚 西田　愛莉 宮木　裟羅
男子 ５年生の部 岩本　緋向 向田晟二朗 石井　惺太
男子 ６年生の部 茶谷　柊哉 川端　壮馬 坂木　大智
女子 ５・６年生の部 木ノ本愛結 原田　莉子 宮森　璃音
男子 水田　凌央 須崎　陽大 向田晴汰朗
女子 黒川　心愛 木ノ本愛祈 坂野　鈴奈

組手競技 幼児の部 金子　隼士 宮井　朱里
男子 浅村　夢和 中田　侑吾 片田　千晴
女子 須崎　歩渚 村松　美晴
男子 ２年生の部 渡辺　睦斗 石井　湊介 狭間　春樹
男子 ３年生の部 越沢　勇稀 向田匠季朗 本島　千翔
男子 ４年生の部 黒川　斗暖 宮井　　奏 藏谷　悠生
女子 ３・４年生の部 須崎　夏渚 西田　愛莉 村松　美桜

５年生の部 木ノ本愛結 岩本　緋向 石井　惺太
男子 ６年生の部 茶谷　柊哉 坂木　大智 川端　壮馬
男子 水田　凌央 須崎　陽大
女子 黒川　心愛 坂野　鈴奈 木ノ本愛祈

優秀選手 女子 ５年生の部 木ノ本愛結

中学生の部

４年生の部

部        門 

３年生の部

中学生の部

１年生の部

１年生の部


