
※チラシの選手名は、各単位協会から提出された参加申込書を基に記載したものです。
   ( 役員・選手団　38 競技　829 名 )
　万一誤字記載漏れなどがありましたら、何卒ご容赦くださいます様お願い申し上げます。　

( 一社 )津幡町体育協会　石川県河北郡津幡町字加賀爪ル５番地　TEL 076-289-3161
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団　　　長　　矢田　富郎
副　団　長　　坂本　　守　  吉田　克也
総　監　督　　塩谷　　優
総　　　務　　角井外喜雄　  宮嶋　　茂　  八十嶋孝司　  稲田留美子　  抔本　和正　  井田　　徹　  酒勾　良夫　  河原　直樹　  吉本　律子
　　　　　　　岩本　治夫　  米田　義久　  木越　　登　  荒井　　克　  太田　和夫　  
顧　　　問　　焼田　宏明　  多賀　𠮷一　  山本　祝男　  鳥越　千春　  正元　喜博　  大西寿雅子
事　務　局　　本多　延吉　  西島　武夫　  長井　恒輝　  村上　智佳　  生地　洋子　  本　千加子　  吉岡　　光
　　　　　　※ ◎は総監督、○は監督、選手団にコーチ・マネージャーを含む (名簿は７月21日作成 )
陸上競技
　一般の部　 ◎村中　正人　○天野　伸一　  徳山　　慧　  加茂川郁弥　  市谷龍太郎　  大田　和宏　  瀬戸　拓実　  沖野　良星　  永江　与弥
　　　　　　　中村　祐之　  塩谷　尚之 　  
　　　　　　 ◎松本　隆博　○山本　恭子　  森澤　菜月　  東谷　佳奈　  山下　巴月　  
　壮年の部　 ○田井　義博　  池野　正満　  橋村　則彦　  岩竹　　淳　  吉田　弘幸
　　　　　　 ○松本万紀子　  生地　洋子　  中山真理子
水泳 (競泳 )
　一般の部　 ○坪坂　　博　  網江　恭汰　  冨永　篤志　  網江　睦巳　  三口　大和　  蜷川　和輝　  松本　大樹　  鶴田　和也　  岡田　明浩
　　　　　　　冨永　睦美　  吉田今日子　  越野　　遥　  森　　恭子　  武蔵　陽香　  山本　彩乃　  藤井友梨恵　  荒尾ふみ花
　壮年の部　　松下　　博　  瀬波　博昭　  中村　拓也　  中嶋　徹郎　  瀬古　嘉範　  三口　竜生　  奥山　崇仁　  岡本　　忍　  刈本　竜一
　　　　　　　冨永　浩司　  中川　俊介　  東　　鉄男　  中川　敏哲
　　　　　　　西村　晶子　  久司　千春　  佐藤はるな　  大窪由紀子　  小林富士子　  吉本　弥生
軟式野球
　一般の部　 ◎倉知　清志　○庄田　大輔　  堀　　太平　  戸田　功介　  正元　貴大　  大家　正明　  丸山　大輔　  辻井　貴之　  西谷　和真
　　　　　　　谷口　竜太　  北崎　宏明　  川本　　亮　  新木　裕弥　  長谷川貴也　  鷹田　敬次　  角花　涼輔　  細川　健太　  服部　忠良
　　　　　　　吉本　　史　  辻口　亮太　  大村　一貴
ソフトテニス
　一般の部　 ○南　　信広　  山本　裕平　  酒井　敦史　  津田　　暁　  高浦　　靖　  奥村　知也　  高嶋　正徳　  北村　信也　  高橋　実義
　壮年の部　 ○山田　哲也　  辻本　勝之　  森原　　崇　  藤山　正史　  松本　正幸　  中嶋　寛樹　  津田　　求
　　　　　　　竹中知恵美　  山下美由紀　  山田　純代　  岩下　由美　  洞口美代子　  津田喜久子
テニス
　一般の部　 ○富田三津雄　  野々山宗成　  坂八　　晃　  西尾　将宏　  荒木　虎志　  斉藤　裕史　  本多　翔輝　  舟橋　　大　  藤田　裕一
　　　　　　 ○前田　幸子　  中村　晴美　  村田　優里　  中川　愛菜　  玄田　夏楠　  中川　茉優　  亀田智絵子　  玄田紗也果　  北村　梨乃
　壮年の部　 ○西　　久雄　  舟橋　正人　  橋場　　博　  中田　雅明　  中農　　学　  田中　邦近　  杉本　昌彌　  中山　博文　  前田　猛夫
　　　　　　 ○富田小夜子　  田中　涼子　  吉本　律子　  福田　清美　  早川香世子　  江尻はるみ　  藤井　美香　  田辺　雅美　  山川　美樹
バレーボール
　一般の部　 ◎磯賀　　豊　○板坂　兼裕　  松本　圭司　  吉本　竜也　  古谷　佳大　  山田　康介　  山本　　聡　  舟橋　育也　  板坂　和哉
　　　　　　　山村　光平　  領家　洋介　  松村　健吾　  岩本　浩佑　  吉田　晋也　  長谷川直人　  松村　信吾　  舟橋　諒太　  山本　昌平
　　　　　　　本川　洋介　  米澤　倖亮　  岩本　泰伸　  井ノ山裕司
　　　　　　 ◎八十嶋孝司　○冨田　精児　  大久保祐希　  前島ひかる　  大久保亜希　  佐藤　麻衣　  岩本　伶菜　  村本　愛奈　  成田　早織
　　　　　　　洲崎ひかり　  山﨑　夏希　  若林　瞳美　  森川　菜恵　  北　奈津実　  朝本悠里亜　  谷内由紀子　  西田　友美　  山崎　　茜
　　　　　　　栂木　　恋　  西川　菜摘　  島崎　安奈　  河上　　彩　  
　壮年の部　 ◎岩本　治夫　○東　　英明　  井上　和洋　  河合　浩二　 笹本　久信　  島　　　護　  稲荷　　淳　  谷口　智康　  山崎　孝司

川本　晃史　  木下　　学 
　　　　　　 ◎中川妃佐子　○宮川　真一　  神保　千夏　  小林　良樹　  齋藤　陽一　  松岡　彰子　  江上　将美　  中村　真理　  荒山　紀子
　　　　　　　重田　洋美　  三野真由美　  清水　志津
バスケットボール
　一般の部　 ○前田　　一　  松田淳太郎　  松下　弘明　  久保　晶永　  宮崎　　悠　  坪坂　祐輝　  岡田　大道　  越崎　弘朗　  宮下　照史
　　　　　　　沖見　雄大　  山本　康平　  南　　裕史　  竹森恵一郎　  洞庭　亨平　  中川　智大　  中村　貴裕　  谷内　祐太　  瀬戸　拓也
　　　　　　　前田　　亮
　　　　　　 ○向　　正則　  宮崎　　守　  一花　　愛　  若菜　知帆　  横山　　遥　  吉田　翔子　  林　　千華　  杉田　　葵　  若菜美沙稀
　　　　　　　中川　夏月　  内尾　紗良　  林　　　萌　  中川由香里　  坂本　美佳　  熊谷　早紀　  橋本　祐紀　  小林　千春　  遠藤　あゆ
　壮年の部　 ○沖見　好秀　  渡辺　正人　  松下　弘治　  苗代　　忠　  堀内　泰信　  浜崎　哲也　  西村　勝行　  古谷　博史　  玄田　浩之
　　　　　　　有田　健二　  近岡　宏邦　  本江　雅信　  真田　幸夫　  竹中　　洋　  板坂　重和　  尾山　睦実　  
　　　　　　 ○西田　秀雄　  高橋　悦子　  畑　真理子　  若菜　弘美　  向　まこと　  大倉香奈子　  松井恵美子　  坂井　奈々　  金子かおり
　　　　　　　尾山　敦子　  前田　寿美　  四辻委紀子　  中島紗緒里　  前田　　綾　  有馬由香里　  松本　美晴　  宮西　美保　  前田　珠希
卓　球
　一般の部　 ○山本　直亮　  笹崎　利亨　  中村　謙太　  由雄　健太　  細川　凌太　  山村　広希　  西永　明人　  福田　裕隆　  山本　享於
　　　　　　 ○笹崎　沙織　  山崎　絵里　  森田　篤子　  川辺　典子　  西尾　裕香　  田中ひかり　  松元　美希　  中村恵里佳
　壮年の部　 ○櫻井　正浩　  辻屋　範和　  小森　隆幸　  小泉　孝宏　  高山　由孝　  五十嵐浩之
　　　　　　 ○石黒由美子　  島崎　康代　  漁　　陽子　  川口　外美　  櫻井美紀子　  高島百合子
剣　道
　一般の部　 ○浅井　斉朋　  上端　克尚　  宮本　拓実　  浅井　淳宏　  　  
　　　　　　 ○藤岡　さや　  鷹尾　亜海　  鷹尾　亜夢　  竹中　瑞希　  高田　　愛
　壮年の部　 ○羽塚　誠一　  笹山　明夫　  加藤　裕介　  霜　　明晃　  嶋　　　弘
　　　　　　 ○山越亜由美　  中農　　緑
柔　道
　一般の部　 ○坂井　幸一　  細山　　真　  高田　聖人　  橋本　大希　  舟見　諒太　  山本　和佳　  山本　裕介　  西尾　佳祐　  和田森裕也
　　　　　　　才木朝亥寿　  本多　文夫
　壮年の部　 ○川村　晃正　  宮崎　　寿　  田地　　豊　  松永　日和　  川村　健一　  竹田　憲隆　  林　　直樹　  広瀬　一道　  英　　直喜
相　撲
　一般の部　 ○西村　幸祐　  長井　恒輝　  喜綿　大也　  徳田　航介　  今　　樹生　  西本成太郎　  今村　健作　  山本　哲也　  森山　博明
弓　道
　一般の部　 ○沖谷なほ子　  川端　将季　  吉本　直正　  在長　和廣　  沖谷　知明　  高瀬　佐一　  瀬村　義弘　  大沢大二郎　  上端　義暢
　　　　　　 ○高瀬　佐一　  沖谷なほ子　  藤本真弓美　  西谷　宥美　  川崎味智子
　壮年の部　 ○川端　将季　  高島　長治　  飯室　哲夫　  森澤　由雄　  清水　昌寿
　　　　　　 ○西谷　宥美　  濱中亜希子　  村上　智佳　  木村　洋子　  上端　依子　  
バドミントン
　一般の部　 ◎酒勾　良夫　○葭田　正彦　  橋田　恭輔　  吉岡　和利　  宮村　順也　  堂川　昂志　  米谷　拓稔　  米谷　勝重　  松井　優也

米谷　稔勝　  川渕　恭兵　  　  
　　　　　　 ○原田　直子　  宮村美沙都　  西村恵里夏　  瀬川　彩加　  酒井　理帆　  酒勾　美穂　  徳本　莉穂　  柳島　愛奈　  猪村　那奈
　　　　　　　長田英莉沙
　壮年の部　 ○西村　牧世　  加納　　渉　  高倉　功吉　  武田　　修　  本多　延吉　  廣村　　繁　  藤橋　正弘　  高本　　洋　  高田　秀一
　　　　　　　原田　英治
　　　　　　 ○片山　一美　  濱　　まつ　  奥本　敏美　  酒下　和恵　  森田　真紀　  前田美和子　  小村　絹代　  水上　陽子　  橋本　志帆
　　　　　　　長田　美紀
ソフトボール
　一般の部　 ◎松村　　満　○沢本　律人　  寺西　拓也　  中宮　喬之　  山本　　宗　  福岡　大樹　  大山　直人　  村中　良彰　  川幡　伸吾
　　　　　　　横山　　亮　  栗原　一輝　  大橋滉太朗　  高田　拓海　  高田　恒平　  中谷　洋輔　  
　　　　　　 ○岩上　正一　  中村　裕二　  玉川　愛梨　  山本　由紀　  江上　莉紗　  大嶋　桜子　  溝口愛里菜　  泉　　瑠奈　  谷口　順子
　　　　　　　大野　京香　  上坂　綾弓　  浅木　理恵　  川越　好美　  平田　夏生　  浅木　美里　  坂本　　梓　  向出　涼子
　壮年の部　 ○高沢　正人　  北　　康宏　  飯田　　毅　  西谷　延浩　  麦谷　敏文　  中山　和成　  多田　　実　  市川　　浩　  西川　芳寿

　　　　　　　小泉　　淳　  酒井　英志　  飯田　光浩　  高柳　公一　  小林　義明　  紺谷　　敦　  山下　哲也　  川幡　憲一　　
　　　　　　 ◎宮嶋　　茂　○桶本　真之　  畠中　　豊　  西田　香織　  河原かおり　  大畠ひろみ　  坂本　沙織　  坂井　斗美　  北　久美子
　　　　　　　山本　実佳　  高畠　美香　  蔵　真由美　  多賀久美子　  中村恵美子　  高倉　喜美　  西盛さよ子　  田中　沙吏　  山田　　梢
ラグビーフットボール
　一般の部　 ◎坪坂　紀明　○遠田　紀夫　  新川　　勝　  岡田　彰彦　  宮島　武人　  東　　光司　  谷口　佑大　  谷口　直也　  洲崎　大祐
　　　　　　　福原　善一　  扇子　成剛　  桜井　隆生　  奥村　啓太　  琴坂　俊之　  中川　　凌　  北野　真悟　  杉田健太郎
　壮年の部　　高橋　陽一　  池上　和広　  伊藤　徹治　  関谷登最宏　  遠田　　滋　  北野　晴幸　  松原　𠮷一　  中村潤一郎　  平野　勝之

番田　　宏　  洲崎　哲久　  左尾浩太郎　  樫本　信二　  平能　一男　  久保　昌一
自転車
　一般の部　 ○組村　　隆　  中川　真也　  中村　勝彦　  高田　　潔　  池野　　宏　  北嶋　孝幸　  網江　孝雄　  松本　聖史　  木嶋　　保 
サッカー
　一般の部　 ○奥村　　保　  端野　翔平　  神戸　勇輔　  伊藤　　直　  濱上　晋輔　  天満　匡祐　  伊藤　真宏　  石川　智則　  小田　拓実
　　　　　　　松本　拓真　  石塚　理翔　  杉本　隆樹　  福井　将貴　  辰巳　昂平　  細山　翔平　  近江　靖弘　  高瀬　雄大　  高　　克成
　　　　　　　甲谷　純兵　  金森　将史　  畑　　昇吾　  米沢　　颯
　壮年の部　 ○瀧尻　弘之　  池田　修一　  本田　正樹　  山本　　巌　  西尾　　隆　  田中　健一　  松本　　豊　  米沢　　丈　  細山　吉広
　　　　　　　長田　光仙　  中村　文太　  丹羽　一登　  中野　護人　  山崎　英夫　  米光　　功　  林　　賢勇　  崎山　貴生　  池田　克洋
　　　　　　　西尾　靖幸　  平田　　司　  四ツ井　純
ボート
　一般の部　 ○浜上　真嘉　  ⻆　　拓弥　  金津　聖也　  黒森　　充　  中川　侑也　  中村　勇貴　  福田　竜宏　  北浦　　翔　  田中　慎也
　　　　　　 ○山下　雅裕　  中川　直子　  安川紀美栄　  服部　美雪　  上谷　由喜　  西嶋　美紀　  安川美紗樹
山岳競技
　壮年の部　 ○寺口　恭介　  井村　誠治
クレー射撃
　一般の部　 ○米光　大樹　  加藤　竹美　  川畑　　博　  木本　克也
　壮年の部　　木越　　登　  武田　杉雄　  
ウエイトリフティング
　一般の部　 ○池本　　茂　  倉知　　駿　  井波　達雄　  山﨑宗一郎　  水牧　真也　  深田　陽平　  柴田　隼佑
空手道
　一般の部　 ○山森　義之　  木本　克也　  山森　祥史　  坂田　凌輔　  山田　光輝　  船見　侑生　  倉知　志門　  小山　　厚
　壮年の部　 ○谷口　良弘　  山森　義之　  
ボウリング
　一般の部　 ○池田　雅樹　  西永　　忍　  金沢　卓哉　  大城　康弘　  井波　達雄
　　　　　　 ○山本　和宏　  中村　邦子　  平林　幸子　  金沢左登美　  橋本　律子 
　壮年の部　　斉藤　外広

西田冨美子
トランポリン
　一般の部　 ○田崎美穂子　  稲田　陵一　  源田　智聖　  中村　隆誠　  小畑　陽平　  田崎　　匠　  本山　亮一
　　　　　　 ○松村　　恵　  中田　華加　  太村　成見　  高山　智美　  田中　結子　  鈴木　杏菜　  宮本　　栞
アーチェリー
　一般の部　 ○村田　隆幸　  深谷　拓斗
　　　　　　　松本亜希子
なぎなた
　一般の部　 ○西川　　昇　  安場　朱李　  久木　祐奈　  二宮　美紀　  松井　　曜
オリエンテーリング
　一般の部　 ○荒木伸太郎　  中川　隆晃　  山本　康弘　  岡田　啓介　  山崎　　進　  舛井　重夫
　　　　　　 ○宮下いちよ　  平瀬有希子　  太田　育美　  山崎明日香　  山崎　弥生　  大澤　英子　  西田　亮子
　壮年の部　 ○飯田　一郎　  松村　信博　  河島　　敬　  岡崎　　博　  半井　克典　  中島　　勉
ゲートボール
　壮年の部　 ○長谷川恵子　  高橋登喜江　  蜷川とよ子　  小谷　礼子　  中山千代子　  上田外茂子　  古本千代子
ゴルフ
　一般の部　 ○中村晋太郎　  澤本　恒人　  西井　春樹　  中本　国安　  上野谷　剛
　　　　　　 ○熱野　雅史　  中村　華江　  国本久美子　  島　　涼子
　壮年の部　 ○辻　　正弘　  用村　憲二　  新家　重隆　  篠原　久司
　　　　　　 ○細川　芳隆　  琴坂　好美　  勝家　千草　  山﨑恵津子　  
グラウンドゴルフ
　一般の部　 ○末永　一男　  吉田　　保　  川本　正明　  東　　恒俊　  浅谷　義一　  小山　誠一　  中村　利徳
　　　　　　 ○有沢富美枝　  松能　恵子　  東　　洋子　  山崎美也子　  猪村　英子　  岩脇　一枝　  水野　道代
　壮年の部　 ○東　　道治　  白畑　光秋　  樋本　光男　  山口　建夫　  松本　義輝　  細山　寿明　  坂井　安和
　　　　　　 ○川本　玉重　  高田　文子　  西川　守枝　  高林　カツ　  吉田亜津子　  山本　清美　  沢本　待子
綱　引
　一般の部　 ○抔本　和正　  上林　正彦　  角江　啓造　  横井　幸一　  細山　敦司　  坂倉　俊介　  前谷内裕介　  米田　誠一　  飯田　託郎
　　　　　　　高畑　進矢　  前田　　修
　　　　　　 ○吉岡　　洋　  武田　夏歩　  木田　千枝　  澤本麻里子　  西藤　未紗　  園田　優子　  洞庭　京公　  長田　奈己　  南　美和子

村　　美和　  山﨑まどか
武術太極拳
　一般の部　 ○宮村　幸子　  河上　文子　  大畑　幸子　  
　壮年の部　　吉倉　栄子　  中村　洋子
マレットゴルフ
　一般の部　 ○酒井　　功　  米田　義久　  田中　一二　  酒井　孝雄　  松田　靖博　  髙澤　　充　  西村　　明
　　　　　　 ○瀨波八重子　  清水端普美枝　  橋本美智子　  嶋田　清美　  倉知　静江　  阿野　房子　  高橋美恵子
パークゴルフ
　一般の部　 ○山崎　　進　  角井　幸治　  西尾　久男　  奥　　　章　  山崎　　進　  佐渡　　功　  
　　　　　　 ○中村美千江　  北川三代子　  田口　民子　  木本　純子　  小西ゆり子　  
　壮年の部　　能沢与志忠　  土野　　弘　  関　　　徹　  舛井　敏明　  𠮷田　紀次

加藤　照子　  山本依里子　  黒田トメ子　  堀　久美子　  竹本　靖子　  
バウンドテニス
　一般の部　 ○藤田和喜雄　  東本　栄三　  東本　寛太　  山本　潤一　  山田　昭好　  藤田　亮介　  寺田　嘉明　  穴田　英輔　  
　　　　　　 ○山本弓香子　  村中氷見子　  村中小都美　  山本　治美　  芋塚小百合　  今村　直子　  東本富茂子　  山本奈生子
インディアカ
　一般の部　 ○横川　佳樹　  堺　　圭吾　  川本　　亮　  柏野　清則　  野田　敦司　  酒井　幸輔
　　　　　　 ○斉藤　美佳　  森吉　美恵　  溝口美由紀　  岩瀬　好美　  森沢さゆり　  稲荷　智美
　壮年の部　 ○安達　悦子　  津嶋美保子　  吉岡千栄子　  小泉由美子　  貝原　行美　  田中　洋子
フィールド射撃
　一般の部　 ○柚澤　範昭　  田中　俊勝　  作内　　勇　  
ペタンク
　一般の部　 ○高田　定己　  山名　孝信　  木村　　誠　  石本　和男
　　　　　　 ○高田　篤子　  喜澤喜美子　  宮西佐栄子　  勝泉とき子　　
　壮年の部　 ○世古　正人　  小島　文雄　  勝泉　　完　  荒井　　克
　　　　　　 ○中野栄美子　  竹田美知子　  世古　君子　  涌田　澄子　　
　


