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第 57 回 西尾市市民大会 成績表 

団体 部 種 目 第 １ 位 第 ２ 位 第 ３ 位 第 ３ 位 

陸 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上 

小
学
校
サ
タ
デ
ー
プ
ラ
ン 

50m 小 1 年 栗津翔（矢田）10”1 平家佑（西尾）10”1 蛭川健（福南）10”2 大会記録 9”8 

50m 小 2 年 伊藤雄（福南）9”6 井野靖（花ノ木）10”0 板倉愛（西尾）10”0 大会記録 8”5 

50m 小 3 年 中村太（西尾）9”0 吉見大（鶴城）9”2 小境眞（花ノ木）9”5 大会記録 8”1 

50m 小 4 年 永谷光（福南）8”8 榊原健（西尾）9”1 小林駿（西野町）9”1 大会記録 7”8 

50m 小 5 年 杉山隆（矢田）7”9 犬塚涼（三和）8”5 蛭川大（福南）8”7 大会記録 7”8 

50m 小 6 年 手島天（三和）7”9 東輝（矢田）8”3 近藤亮（西野町）8”4 大会記録 7”5 

小 

学 

校 

男 

子 

100m 低 杉浦隆（矢田）15”5 黒野蒼（鶴城）15”9 神谷友（米津）16”1 大会記録 14”0 

100m 高 柵木友（鶴城）14”5 城殿翔（中畑）14”8 上大迫（八ツ面）15”2 大会記録 12”9 

1000m 低 外山雅（中畑）3‘31”2 原耕（八ツ面）3‘31”4 堀大（鶴城）3‘31”7 大会記録 3‘09”4 

1000m 高 諸橋駿（鶴城）3‘24”7 鈴木涼（花ﾉ木）3‘26”9 小林葵（矢田）3‘27”5 大会記録 3‘03”6 

80mH 低 安藤響(三和) 15”4 松田光(矢田) 16”2 佐藤俊(三和) 16”4 大会記録 14”9 

80mH 高 小笠原（平坂）14”2 手島天（三和）14”7 羽柴佳（寺津）14”8 大会記録 13”2 

400mR 低 矢田小 61”5 寺津小 62”0 米津小 62”4 大会記録 58”9 

400mR 高 鶴城小 56”3 八ツ面小 60”1 中畑小 60”3 大会記録 55”4 

走高跳低 河東礼（三和）1m20 田中啓（福南）1m15 杉崎智（米津）１m10 大会記録 1m38 

走高跳高 木下聡（鶴城）1m35 内藤優（米津）1m25 浅岡聖(平坂)1m25 大会記録 1m48 

走幅跳低 新家友(室場)3m82 竹内空(鶴城)3m59 建部貫(中畑)3m48 大会記録 4m35 

走幅跳高 松下龍(八ツ面)4m05 岡田皓（福北）4m03 杉浦太（八ツ面）4m02 大会記録 4m43 

ﾎﾞｰﾙ投低 岩瀬浩（寺津）54m90 高島純（米津）54m26 井野瑛（矢田）52m48 大会記録 61m60 

ﾎﾞｰﾙ投高 稲垣絢(西野町)64m38 岡田昌(寺津)63m13 長崎龍(米津)62m03 大会記録 69m58 

西尾体協だより 
2012年 9月 30日発行No.3 

発行元 西尾市体育協会 

問合せ先 同協会事務局 

  TEL．0563-54-0002 

FAX．0563-54-7762 

第 58 回 西尾市市民大会 開催 

 この夏ロンドンオリンピック・パラリンピックが開催

され、多くの感動と希望を与えてくれました。特にメダ

リストたちが異口同音に「このメダルは周りの人に支え

られてのものです」と感謝の気持ちを表していた点、さ

すがトップアスリートと感心しました。 

 さて、今回の体協だよりには昨年の市民大会成績一覧

表を掲載しました。大会は結果も大切ですが、目標を達

成するために、腕を磨いてきた努力の過程こそがより大

切だと思います。明確な自分の目標を定め、「よく頑張

ったなあ！」といえるように皆様のご活躍・ご健闘をお

祈りします。 （西尾市体育協会 理事長 木村 昌保） 

にしお駅伝フェスティバル 2012 

 日時 平成 24 年 12 月 16 日(日) 8 時 30 分より 

 場所 愛知こどもの国園内、周回コース 

 距離 A コース 17.90km B コース 8.65km 

 申込 ①インターネット「スポーツエントリー」 

    ②郵便局 払込取扱票にて 

    ③西尾市総合体育館 窓口 

 詳細は西尾市体育館へお問合せください 

（電話 0563－54－0002） 

 豚汁の無料サービス有り 

是非ご参加ください 
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小 

学 

校 

女 

子 

100m 低 宮崎菜(矢田) 16”7 中嶋栞(福南) 16”8 内田美(西尾) 17”2 大会記録 14”4 

100m 高 加藤亜（花ノ木）15”4 松田香(八ツ面) 15”9 堀辺知(鶴城) 16”0 大会記録 14”0 

1000m 低 名倉万（鶴城）3‘48”9 秋元葵（八ツ面）3‘49”2 田口穂（花ノ木）3‘51”7 大会記録 3‘26”0 

1000m 高 佐合里（八ツ面）3‘40”7 桑木野（鶴城）3‘40”8 西尾佳（室場）3‘42”8 大会記録 3‘15”4 

80mH 低 古居佑（平坂）16”9 神取空（八ツ面）17”3 神谷愛（矢田）17”5 大会記録 14”8 

80mH 高 小島未（平坂）15”4 内藤奈（三和）16”0 稲垣沙（花ノ木）16”5 大会記録 14”2 

400mR 低 八ツ面小 65”0 三和小 65”4 寺津小 66”5 大会記録 61”3 

400mR 高 鶴城小 61”0 花ノ木小 61”4 寺津小 62”6 大会記録 58”8 

走高跳低 小松愛（三和）1m10 稲垣京(西野町)1m10 鷹野ち(寺津)1m05 大会記録 1m28 

走高跳高 岩瀬菜(寺津)1m25 高須愛(花ノ木)1m15 山上紫(花ノ木)1m15 大会記録 1m35 

走幅跳低 中村楓(八ツ面)3m34 都築莉(西尾)3m22 梶川千(中畑)3m13 大会記録 3m89 

走幅跳高 西尾杏(花ノ木)3m60 金原樹(寺津)3m60 近藤彩(室場)3m54 大会記録 4m80 

ﾎﾞｰﾙ投低 近藤真(室場)40m96 加藤彩(寺津)39m88 松川美(矢田)34m80 大会記録 51m45 

ﾎﾞｰﾙ投高 磯貝千(寺津)48m08 宇野翔(八ツ面)46m90 淀川陽(矢田)45m00 大会記録 55m84 

中 

学 

校 

男 

子 

100m 牧幹（一中）12”4 長谷成（鶴中）12”9 岡田渓（西中）13”0 大会記録 11”3 

200m 浅井賢（吉中）25”4 鈴木翔（一中）26”5 原茂（吉中）26”8 大会記録 24”2 

400m 鈴木貴（一中）60”5 杉田真（鶴中）64”2 佐合優（鶴中）68”0 大会記録 55”8 

800m 糟谷亮（東中）2‘21”8 藤原琢（吉中）2‘41”1 伊藤騎（鶴中）2‘44”9 大会記録 2‘14”6 

1500m 本多晃(東中) 4‘57”1 甲斐健（西中）5‘00”0 井本一（吉中）5‘01”4 大会記録 4‘22”9 

3000m 平山亮（吉中）9‘36”2 三矢俊（一中）10‘01”9 服部雅（一中）10‘15”5 大会記録 9‘29”9 

100mH 新實智（平中）17”8 高須幹（吉中）18”5 牧野聖（西中）18”9 大会記録 16”2 

4×100mR 吉良中 A 49”8 西尾中 A 50”5 東部中 A 50”6 大会記録 47”9 

走高跳 宇野耕（西中）1m60 鈴木雅（西中）1m55 杉本康（鶴中）1m50 大会記録 1m75 

棒高跳 内藤諒（鶴中）3m20 道之後（鶴中）2m40  大会記録 3m30 

走幅跳 鈴木翔（吉中）4m87 山本航（東中）4m70 稲垣聡（平中）4m50 大会記録 6m08 

砲丸投 大竹拓（西中）8m53 石山健（西中）8m40 颯田隆（平中）7m70 大会記録 9m17 

中 

学 

校 

女 

子 
100m 藤原実（鶴中）13”7 柘植流（一中）14”2 高須茉（平中）14”2 大会記録 13”3 

200m 斉藤寧（吉中）29”4 宇野未（西中）30”6 伊藤恵（鶴中）30”7 大会記録 26”9 

800m 颯田友（一中）2‘42”1 杉山わ（東中）2‘43”1 田中里（一中）2‘46”1 大会記録 2‘21”6 

1500m 岩崎美（鶴中）5‘10”3 岡本奈（鶴中）5‘17”6 小妻優（鶴中）5‘19”8 大会記録 4‘44”1 

100mH 田代夏（平中）16”9 伊奈小（鶴中）17”8 中川彩（一中）18”3 大会記録 16”3 

4×100mR 鶴城中 A 54”4 吉良中 A 55”4 平坂中 A 55”5 大会記録 52”7 

走高跳 金城柚（鶴中）1m40 石倉光（平中）1m35 鈴木雅（西中）1m30 大会記録 1m50 

走幅跳 佐野綾（吉中）4m52 牧杏（吉中）4m24 石川一（平中）4m22 大会記録 4m82 

砲丸投 桂山李（平中）11m17 榊原梨（吉中）10m44 城殿有（平中）8m17 大会記録 10m71 

一 

般 

男 

子 

100m 藤原禎（鶴中）12”1 坂部弘（岡崎）12”2 高須祐 17”9 大会記録 11”1 

400m 黒野俊（KAKERU）58”0 石田正（鶴中）60”0 齋藤裕 79”1 大会記録 51”9 

1500m 山崎泰 4‘31”3 中根恭（平中）4‘46”7  大会記録 4‘19”4 

3000m 前澤航（吉中）9‘52”7 伴紘（一中）9‘56”2 石川雄（吉中）9‘59”1 大会記録 9‘21”5 

5000m 40 未満 倉内誠 16‘08”5 高須康 18‘50”3 高須裕 19‘04”1 大会記録 16‘03”5 

5000m 40 代 榎本豊 22‘54”9   大会記録 17‘08”0 
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5000m 50 代 永井弘 17‘48”0 齋藤祐 22‘38”7  大会記録 18‘17”5 

4×100mR でこピタ 47”2 さろんぱす 48”9 西尾 AC 49”8 大会記録 45”7 

棒高跳 一ノ瀬（愛教大）3m60 磯貝剛（西尾 AC）3m30  大会記録 4m20 

走幅跳 稲垣良（平中）5m93 藤原禎（鶴中）5m83 遠山智（KAKERU）5m75 大会記録 6m45 

砲丸投 星野友（市役所）7m76 中村啓（市役所）7m23 上代佳（市役所）6m32 大会記録 13m19 
一
般
女
子 

3000m 榊原海（一中）10‘48”8 永谷兆（平中）11‘47”2 平野春 11‘57”3 大会記録 10‘43”8 

砲丸投 平岩あ（一中）6m21   大会記録 11m10 

野 
 

 

球 

学童の部 A 福地ファイターズ 吉良ジュニア   

学童の部 B 吉良ジュニア 矢田スターズ   

学童の部 C 福地ファイターズ 一色龍ＢＢＣ   

中学の部 一色中 幡豆中 寺津中  

一般 １部 畔柳工業 三河ゴームズ ｾﾝﾄﾗﾙｱｸｼﾃﾞﾝﾂ 西尾信用金庫 

一般 ２部 中央クラブ ドミノキャッツ ハッスルズ ＳＧマックス 

剣 
 

 
 

 
 

 
 

道 

小学 1・2・3 年男女 山内孝祐（玄武） 中根愛賀（中畑小） 中村朱里（玄武） 長尾荘司郎（玄武） 

小学 4 年 男子 亀島 巧（尚武館） 太田幹人（米津小） 後藤元哉（玄武） 浅井俊亮（鶴城小） 

小学 4 年 女子 榊原小春（玄武） 井本天希愛（玄武） 大澤範花（三和小） 竹島実優（中畑小） 

小学 5 年 男子 岩坂亮（中畑小） 田代拓未（玄武） 中根竜太（中畑小） 浅岡俊介（玄武） 

小学 5 年 女子 中村桃奈（矢田小） 長野佑実（鶴城小） 榎本梨杏（室場小） 桂山知子（玄武） 

小学 6 年 男子 犬塚雅貴（平坂小） 鈴木涼也（玄武） 竹島康平（中畑小） 石川恭平（矢田小） 

小学 6 年 女子 松田香菜子（八ツ面小） 山尾芙左（鶴城小） 菊山知里（福北小） 味岡桃子（西尾小） 

中学 1 年 男子 鈴木雄弥（平中） 味岡俊嘉（西中） 奥野海渡（平中） 福岡優樹（平中） 

中学 1 年 女子 稲垣如乃（鶴中） 青山望美（鶴中） 黒部愛里咲（西中） 本田侑子（東中） 

中学 2 年 男子 永吉力弥（東中） 乗田慎平（平中） 中根良基（平中） 永島直稀（平中） 

中学 2 年 女子 岩瀬奈津貴（福中） 杉浦可苗（鶴中） 長野紗代（鶴中） 吉田 栞（鶴中） 

高校 男子 岸田直人（尚武館） 榊原涼太（西尾高） 小林桂好季（西尾東） 鈴木啓志（鶴城丘） 

高校 女子 近藤真弥（西尾東） 山崎鈴乃（西尾東） 杉浦万寿美（西尾東） 杉浦由麻（西尾東） 

一般 団体戦 DOKKA（A） DOKKA（B） 電友会 西中サタプラ 

ソ 

フ 

ト 

テ 

ニ 

ス 
小学 １部 筏場・鳥居俊（Jr） 角谷泰・福田（Jr） 黒柳・野口（Jr） 伊藤・稲垣（Jr） 

小学 ２部 外山・大嶽（Jr） 角谷英・犬塚（Jr） 太田・杉浦穂（Jr） 手嶋・新原（Jr） 

中学 男子 一色中 吉良中 西尾中 幡豆中 

中学 女子 西尾中 鶴城中 平坂中 一色中 

高校 男子 小笠原・鳥居（西高） 前澤・柴田（西尾東） 鈴木・安藤（西高） 沓名亮・大嶽（西高） 

高校 女子 粟田・黒部（西高） 鈴木・小黒（西高） 近藤・畔柳真（西尾東） 畔柳佑・杉本（西尾東） 

一般 男子 鈴木・山崎（一般） 荒木・藤枝（にしお） 鈴木・田中（一般） 片山・片山（にしお） 

一般 女子 足立・石川（OJC） 倉本・黒部（OJC） 鈴木・杉浦（NHG） 黒部・平形（OJC） 

シニア 60 岩瀬善・山崎 安藤・岩瀬文   

卓 
 

 

球 

小学生 男子 黒田大樹（キララ EC） 市川翔也（キララ EC） 山本貴也（幡豆町） 内藤葵（あか馬クラブ） 

小学生 女子 黒野葵衣（はやぶさｸﾗﾌﾞ） 西原彗夏（一色 EC） 木村佳怜（キララ EC） 近藤真帆（はやぶさｸﾗﾌﾞ） 

中学１年 男子 伊藤翔（吉中） 石川竜馬（吉中） 神谷沙太（一中） 黒田直樹（吉中） 

中学１年 女子 佐藤優帆（一中） 中山桜（一中） 岡部朝葵（一中） 星野結南（吉中） 

中学２年 男子 犬塚成哉（西中） 鈴木俊貴（寺中） 天野浩輔（吉中） 稲垣和人（平中） 
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中学２年 女子 岸莉穂（一中） 杉崎美由紀（一中） 糟谷ななみ（一中） 安藤志帆（鶴中） 

一般ダブルス男子 榊原・福間（ﾃﾞﾝｿｰ） 杉浦春・杉浦圭（西尾東） 山田・伊藤（ITD） 都築・中山（西尾 Jr） 

一般ダブルス女子 川井・古市（西尾高） 佐野・糟谷（つくしクラブ） 杉浦・天野（西尾東） 東海・栃尾（あすなろｸﾗﾌﾞ） 

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙﾀﾞﾌﾞﾙｽ 男子 村田・鈴木（西尾 LTT・室場 C） 小幡・日比野（西尾 LTT）   

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙﾀﾞﾌﾞﾙｽ 女子 鈴木・北村（吉良 LTT） 古澤・萬浪（新在家町） 藤井・村松（吉良 LTT）  

弓 
 

 
 

道 

中学 団体 男子 東部中 A 平坂中 A 平坂中 C  

中学 団体 女子 平坂中 B 東部中 A 東部中 B  

中学 個人 男子 田野島尚孝（東中） 池田浩輔（平中） 犬塚敦也（平中）  

中学 個人 女子 今池瑞希（平中） 山本桜（平中） 三浦詩織（東中）  

高学 団体 男子 鶴城丘高 A 西尾高 D 西尾東高 E  

高学 団体 女子 西尾東高 B 鶴城丘高 B 西尾東高 A  

高学 個人 男子 牧山泰徳（鶴城丘） 宇佐美尚生（鶴城丘） 鈴木亮太（鶴城丘）  

高学 個人 女子 三浦佳歩（西尾高） 山下千賀子（碧南高） 杉浦かなえ（西尾東）  

一般 団体 男子 C チーム E チーム A チーム  

一般 団体 女子 B チーム C チーム A チーム  

一般 個人 男子 黒野昭三 谷 広将 齋藤元彦  

一般 個人 女子 岡田恵美子 鈴木真由美 米津 薫  

バ 

レ 

ー 

ボ 

ー 

ル 

バ
レ
ー
ボ
ー
ル 

小学 女子 鶴城小 A 平坂小 A 寺津小 A 八ツ面小 A 

中学 男子 一色中 吉良中   

中学 女子 西尾中 東部中 鶴城中 平坂中 

家庭婦人 矢田クラブ 一色 A 西尾 A 西尾 B 

一般 男子 ラジカル ジオン軍 サンライズ  

一般 女子 西尾東高 A 西尾東高 B ASTROGALS  

高校 男子 鶴城丘高 西尾高 一色高  

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル 

ﾄﾘﾑ30未満 BOZE B    

ﾄﾘﾑ30以上 JA 蒲郡市    

ﾄﾘﾑ50以上 SVB 楽友会    

ﾚﾃﾞｨｰｽ 40 未満 西尾フレンズ    

ﾚﾃﾞｨｰｽ 40 以上 西尾フレンズ    

柔 
 

 
 

道 
 

 
 

会 

教室対抗団体戦 鶴城教室 平坂教室 一色教室 
 

 

 

小
学
生 

個
人 

１年生 男 横沢鋭志(吉良) 谷口真基(鶴城)   

２年生 男 加藤陸人(鶴城) 中村祐太(鶴城) 川村凌平(鶴城) 石原健汰（平坂） 

３年生 男 伴秀太（一色） 犬塚淳宏（一色） 足立啓太（吉良） 酒井雄基（鶴城） 

４年生 男 竹下義忠（平坂） 井上 渉（鶴城） 永谷駿太（一色） 細江豪大（鶴城） 

５年生 男 高須健斗（一色） 村松大誓（鶴城） 竹口佳吾（平坂） 戸村 亨（鶴城） 

６年生 男 稲垣圭一郎（一色） 永谷恵太（一色） 岡田彪真（一色） 長井勇磨（一色） 

１年生 女 鈴木愛梨（鶴城） 榊原共笑（一色） 中嶋梨琴(吉良) 足立 結(吉良) 

２年生 女 井上 柔（鶴城） 戸村春花（鶴城） 須崎加奈（鶴城）  

３年生 女 村松志保（平坂） 永田結愛（平坂） 戸村茉央（鶴城）  

４年生 女 岡野彩香（鶴城） 黒木遥香（鶴城） 寺川 琴（幡豆）  
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５年生 女 高須円香（一色） 五十嵐くるみ（鶴城） 青木千夏（平坂）  

６年生 女 大田芽依（鶴城） 原田歩美（幡豆） 今野晴香（鶴城）  

中
学
生 

個

人 

１年生 男 鈴木幹也（西中） 戸村剛太（鶴中） 鈴木大雅（一中） 秋田英吾（東中） 

２年生 男 本多充来（吉中） 山崎正晴（吉中） 太田義幸(吉中) 高須一希（西中） 

１年生 女 鈴木伽奈（一中） 奥村なな子（一中） 篠瀬千波(吉中) 山田彩乃（鶴中） 

２年生 女 星原瑠香(吉中) 松川瑞歩（平中） 前田彩花（平中） 水鳥杏南(吉中) 

高
校
生 

個

人 

１年生 男 榊原郁弥（一色） 松川達也（西尾） 宮木勇介（一色） 尾関龍馬（一色） 

２年生 男 山本隆太郎（鶴城丘） 永谷将晃（一色） 黒野紘光（一色）  

３年生 男 山下洋輔（鶴城丘） 関岡龍之介（一色） 畑田啓太（一色） 井上正也（鶴城丘） 

１年生 女 鈴木萌璃（鶴城丘） 内田真優（鶴城丘）   

一
般 

個人 男 高須信也（一色） 嶽本智文（鶴城） 宮口茂雄（平坂） 岩田拓也（鶴城） 

個人 女 出口ゆかり（平坂）    

ス 
 

キ 
 

ー 

団
体
戦 

一般 男 ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A デンソー ｱｲｼﾝｴｰｱｲ B  

一般 女 ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A     

小学生 スノーキッズ B    

個 

人 

戦 

青 年 岡田 徹（中瀬組） 水野有喜（ﾊﾟｳﾀﾞｰｽﾉｰ）   

成年 A 冨居昇平（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 南茂耕太（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ B） 高橋佑太郎（ﾃﾞﾝｿｰ）  

成年 B 早坂昌也（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 九野木崇雄（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ C）   

壮年 A 中本雄也（デンソー） 岡野太郎（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ B）   

壮年 B 鬼頭直也（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ B） 北野泰介(ﾁｰﾑ絆) 河野秀一(ﾃﾞﾝｿｰ)  

壮年 C 丹羽康昌（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 高橋智美（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ C） 吉田繁伸(ｵﾃｨｯｸｽ)  

壮年 D 奥田ﾄﾓﾙ（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 曽我部誠次郎（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 中根克則(ﾁｰﾑ絆)  

女 子 田中智美（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 田畑香織（ｱｲｼﾝｴｰｱｲ A） 白川聡子（中瀬組）  

中学生 なし（関門不通過）    

小学生 河野太一（スノーキッズ A） 遠山 旭（スノーキッズ B） 板頭歌音（スノーキッズ A）  

射
撃 

校区対抗 幡豆中校区 吉良中校区 鶴城中校区   

個人の部 天野 忍 鈴木正俊 岡田 剛  

バ 

ス 

ケ 

ッ 

ト 
小学生 男子 A 鶴城小 平坂小 三和小 花ノ木小 

小学生 男子 B 鶴城小 西尾小 花ノ木小 平坂小 

小学生 女子 A 三和小 矢田小 西野町小 寺津小 

小学生 女子 B 福北小 室場小 八ツ面小 西尾小 

中学生 男子 吉良中 鶴城中 東部中 平坂中 

中学生 女子 鶴城中 吉良中 平坂中 寺津中 

高校 男子 西尾高 鶴城丘 西尾東  

高校 女子 西尾東 吉良高 鶴城丘  

一般 男子 西尾ｸﾗﾌﾞ AWER’S 西三河 ROYALZ REVOLT ｽﾊﾟｲﾗﾙ ｽﾌﾟｰﾝｽﾞ 

一般 女子 あんず VSOG   

ア
ー
チ
ェ
リ
ー 

ﾘｶｰﾌﾞ部門 男 川口哲司 市川伊三雄 高原 誠  

ﾍﾞｱﾎﾞｳ 男 杉浦秀和 山田敏久 服部友康  

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ部門 男 大坪和孝 長田幹夫 松崎正治  

新人部門 原 貴恵 新海るみ子 石山陽子  
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ソ
フ
ト
ボ
ー
ル 

小学生 男子 鶴城クラブ 東部小 南部セレクト 錦トライズ 

中学生 女子 幡豆中 一色中 鶴城中 吉良中 

一般 男子１部 Bucchigiri Butterfly スクラッチ ウイン 

一般 男子２部 西三河漁協 A パッカーズ ＫＦＣ Dragon Arrow 

水 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

泳 

中学女 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 西尾中 一色中 吉良中  

中学男 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 一色中 福地中 西尾中  

高校男 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 西尾高 一色高 吉良高  

高校女 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 西尾東高 西尾高 鶴城丘  

一般女 200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 79 歳以下 第１位 パル西尾Ａ 159 歳以下 第１位 パル西尾Ｃ 

一般男 200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 
79 歳以下 第１位 西尾 DSC 159 歳以下 第１位 パル西尾Ａ 

160 歳以下 第１位 パルめだか  

中学女 400m 自由形 石原夏帆（西中） 石川亜美（一中） 鈴木彩水（一中）  

中学男 400m 自由形 東 秀行（平中） 山下陽介（西中） 田中友晃（一中）  

高校女 400m 自由形 鈴木恵里加（西高）    

高校男 400m 自由形 鈴木涼矢（西高） 石上 誠（一高） 田中利樹（一高）  

一般女 200m 自由形 
19 歳以下の部 第１位 村松穂乃香(ﾊﾟﾙ西尾) 40 歳以下の部 第１位 加藤しのぶ（パルめだか） 

50 歳以下の部 第１位 小笠原美和（パルめだか）  

一般男 200m 自由形 

山下晃一（西尾 DSC） 駒宮芳明（ﾊﾟﾙ西尾） 糟 臣輝（西尾DSC） 19 歳以下 

市古彰紀（西尾 DSC） 花井直基（津平小） 高木成郎（吉高ＯＢ） 20 歳台 

長谷健治（パルめだか） 木下成司（パル西尾） 田代宏明（パル西尾） 40 歳台 

30 歳台 第１位 酒井直之 50 歳台 第１位 星野利満（ダイセンＳＣ） 

中学女 100m 平泳ぎ 後藤芳妃(西中) 清水梨香（西中） 川合萌絵（一中）  

中学男 100m 平泳ぎ 鈴木浩平（平中） 榊原奨馬（福中） 服部裕磨（一中）  

高校女 100m 平泳ぎ 柘植玲水花（鶴城丘） 中山 栞（鶴城丘） 加藤いづみ（西高）  

高校男 100m 平泳ぎ 榊原健太（一高） 鳥山貴生（西尾東） 嶋崎弘晃（吉高）  

一般女 50m 平泳ぎ 

駒宮瑞恵(ﾊﾟﾙ西尾) 加古美沙希（西尾 DSC） 清水美花（パル西尾） 19 歳以下 

二村久美子(ﾊﾟﾙ西尾) 柴田さやか(ﾊﾟﾙ西尾) 山崎彩（パル西尾） 20 歳台 

30 歳台 第１位 長谷川弘子(パル西尾) 40 歳台 第１位 三矢清美(ダイセンＳＣ) 

50 歳台 第１位 岡部千波(ダイセンＳＣ) 60 歳台 第１位 樅山千鶴子(西尾ＤＳＣ) 

炭竃信子(パル西尾) 永田道子（西尾ＤＳＣ）  70 歳台 

一般男 50m 平泳ぎ 

井土和紀（吉中 OB） 本多俊貴(ﾊﾟﾙ西尾) 岡田英賢（西尾ＤＳＣ） 19 歳以下 

亀嶋建太朗（西尾 DSC） 久米田英一(ﾊﾟﾙ西尾) 古橋一也(パルめだか) 20 歳台 

後藤武司(パル西尾) 小早川謙(パル西尾)  30 歳台 

羽佐田由之(西尾ＤＳＣ) 森 栄嗣 小倉俊介（ぱるめだか） 40 歳台 

星野利満(ダイセンＳＣ) 江本省次（西水協） 鳥居高彦(ダイセンＳＣ) 50 歳台 

竹本広(パルめだか) 石原正恒（西水協） 都築光司(パル西尾) 60 歳台 

70 歳台 第１位 野村信一郎(パル西尾)   

中学女 100m 背泳ぎ 深川智香（一中） 宮地里歩（西中） 鈴木季果（幡中）  

中学男 100m 背泳ぎ 豊原大貴（西中） 村瀬直希（一中） 福田賀優（幡中）  

高校女 100m 背泳ぎ 大橋 舞（西尾東）    

高校男 100m 背泳ぎ 古居達弥（西高） 高須淑之（一高） 高須基暢（西尾東）  
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一般女 50m 背泳ぎ 

加藤綾乃（西尾 DSC） 中村亜沙子（西尾 DSC） 鈴木智沙斗（パル西尾） 19 歳以下 

20 歳台 第 1 位 大丸亜希(パル西尾) 30 歳台 第 1 位 池田範子(パル西尾) 

三坂千景(パル西尾) 矢藤美雪（西尾 DSC） 西川恭子（西尾 DSC） 40 歳台 

50 歳台 第 1 位 岡部千波(ダイセンＳＣ) 70 歳台 第 1 位 大杉耀子(西尾ＤＳＣ) 

一般男 50m 背泳ぎ 

中村優太（パルめだか） 糟 臣輝（西尾 DSC） 矢野徹哉(西尾ＤＳＣ) 19 歳台以下 

20 歳台 第 1 位 冨田大史(パル西尾) 60 歳台 第 1 位 竹本 広(パルめだか) 

小嶋正人(西尾ＤＳＣ) 樅山浩伸 杉浦仁（ダイセンＳＣ） 30 歳台 

長谷健治(パルめだか) 松川幸男(西尾ＤＳＣ) 坂井敏(西尾ＤＳＣ) 40 歳台 

江本省次（西水協） 早川秀幸(パル西尾)  50 歳台 

中学女２00m 個人メドﾚｰ 上原 叶（平中） 鈴木明寿美（吉中） 伊藤玲奈（一中）  

中学男２00m 個人メドﾚｰ 油井一甫（幡中） 三矢健喜（一中） 中西 巧（鶴中）  

高校女２00m 個人メドﾚｰ 遠山喜咲（西尾東） 牧野桃子（西高）   

高校男２00m 個人メドﾚｰ 上原康太郎（一高）    

中学女 50m 自由形 榎本茉里（西中） 加藤春香（平中） 中村優衣（平中）  

中学男 50m 自由形 深見大夏（鶴中） 尾崎郁瑠（幡中） 大門龍之介（西中）  

高校女 50m 自由形 野口晴美（鶴城丘） 鶴園尚巳（鶴城丘）   

高校男 50m 自由形 服部祐哉（西高） 山口 仁（西高） 服部昌平（鶴城丘）  

一般女 50m 自由形 

平林奈津希(パル西尾) 中根梨沙(パルめだか) 高橋楓(パル西尾) 19 歳以下 

大西麻衣（パルめだか） 大丸亜希（パル西尾） 近藤有華（パル西尾） 20 歳台 

池田範子(パル西尾) 石倉亜砂子 小早川牧絵(パル西尾) 30 歳台 

三坂千景(パル西尾) 三矢清美(ダイセンＳＣ) 西川恭子(西尾ＤＳＣ) 40 歳台 

小笠原美和(パルめだか)   50 歳台 

一般男 50m 自由形 

山下晃一（西尾 DSC） 江藤茂樹（パル西尾） 湯口達也（パルめだか） 19 歳以下 

冨田大史（パル西尾） 牛田 彰（パル西尾） 岡田卓也（パル西尾） 20 歳台 

河合恒一（パルめだか） 鈴木清吾（西尾 DSC） 鳥居彰則（西尾 DSC） 30 歳台 

東出直哉(ダイセンＳＣ) 平田 忍 板倉幸司 40 歳台 

角谷祥吾（西尾 DSC） 大村文武(ダイセンＳＣ) 早川秀幸(パル西尾) 50 歳台 

金原松夫（西尾 DSC） 中根邦夫(パル西尾) 岡部孝義(パルめだか) 60 歳台 

中学女 100m 自由形 樋江井捺帆（西中） 斉藤 楓(幡中) 鈴木里苗（福中）  

テ 

ニ 

ス 

西
尾 

男子の部 榊原・藤浦 都築・前田 井口・南谷 大竹・杉山 

女子の部 渡辺・牧野 槇原・鈴木 杉山・早川 近藤・牧 

幡
豆 

男子の部 金田・山田 鈴木・吉見   

女子の部 山本・滝 鈴木・森   

吉
良 

男子の部 山舗・大西 大竹・吉崎   

女子の部 早川・杉山 牧・左右田 古澤・矢藤 尾崎・森 

Ｇ
Ｂ ゲートボール ローズＢ 愛 建 荻東すみれ 八ツ面 

バ
ド
ミ
ン
ト
ン 

１ 部 男子 牧・桑野 都築・浜崎 伏屋一・伏屋有  

１ 部 女子 野村・内田 松本・板倉 古川・稲垣 橋本・小久保 

２ 部 男子 渡辺・長尾 杉浦・長嶋 神谷・鈴木  

２ 部 女子 原田・有馬 大橋・門宮 岩本・鳥居 渡辺・加藤 
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３ 部 男子 杉田・田守 小島・藤浦 稲垣・平井  

３ 部 女子 戸井・加藤 稲垣・外山 矢内・田京 沢田・鵜殿 

ベテラン 男子 長尾・池田 峯沢・徳田 合田・藤田 山本・若松 

ベテラン 女子 馬場・大沢 日高・山中 手嶋・水野  

初心者 男子 永田・多田 高須・山口 小笠原・栗田 山下・加藤 

初心者 女子 榊原・里 佐藤・近藤 米津・伊奈 田鳥・小林 

小学生４年生以下 岩野真睦（日進小） 吉田翔太（鶴城小） 吉田涼太（鶴城小）  

小学生５・６年生 岸本ひなた（西端小） 江瑞亜美（矢田小） 菅沼しおり（西野町小）  

少
林
寺
拳
法 

小学生組演武緑の部 大屋・渡邉（愛知吉良） 本郷・本田（愛知吉良）   

小学生組演武黒茶の部 斎藤・伊藤（愛知吉良） 加藤・神尾（西尾東） 名倉千・名倉唯（愛知吉良）  

中学生組演武 浅田・則光（西尾東） 浅田・婦木（西尾東） 榊原・糟谷（愛知吉良）  

高校生組演武 糟谷・斎藤（鶴城丘） 稲垣・大倉（鶴城丘） 今村・大岩（鶴城丘）  

一般組演武 花木・加藤（愛知吉良） 津田・加藤（愛知吉良） 加藤・芹田（愛知吉良）  

小学生団体の部 中嶋こころ他 5 名（愛知吉良） 加藤奈々他 5 名（西尾東） 西川大雅他 7 名（愛知吉良）  

一般団体の部 細川貢樹他 5 名 加藤瞳他 5 名 中嶋草太他 5 名  

サ
ッ
カ
ー 

小学生の部 八ツ面小 A 中畑小 西尾小 A  

中学生の部 西尾中 A 平坂中 鶴城中 A  

一般の部 ＮＳＳＯＢ ＴＡＫＩ ＦＣ西尾  

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

緑-A 男子の部 服部徳光（下羽角町） 都築五郎（花蔵寺町） 中村巳好（中畑町）  

緑-A 女子の部 鈴木政子（斉藤町） 鶴田美千代（米津町） 高須はる枝（吉良町）  

緑-B 男子の部 水鳥賢治（吉良町） 味岡延昌（米野町） 大西善雄（菱池町）  

緑-B 女子の部 牧 江子（須脇町） 尾崎トヨミ（花蔵寺町） 岩瀬美代子（善明町）  

黄-A 男子の部 永井光治（鎌谷町） 高須悦功（一色町） 真野史郎（戸ヶ崎町）  

黄-A 女子の部 山田信江（須脇町） 飯田すみ江（一色町） 犬塚正子（西浅井町）  

黄-B 男子の部 名倉正博（平原町） 中武 勇（江原町） 大河内武士（長縄町）  

黄-B 女子の部 神谷千栄子（平坂町） 牧野和子（大和田町） 手島きくの（鎌谷町）  

イ
ン
デ
ィ
ア
カ 

混合の部 アイアイ レッドウィング Z くすの木  
 

女子の部 くすの木 わかば 花ノ木  

空 

手 

道 

形 

幼少低学年 福田穂乃香（矢場） 齋藤 綾（吉良） 畔柳 凱（西尾）  

小学高学年 小村未世（西尾） 菅田彪斗（西尾） 近藤伸哉（西尾）  

中学生 小村奏理（西尾） 鈴木優己（吉良） 中嶋脩雅（吉良）  

高校・一般 小村理一（西尾） 尾崎光洋（吉良） 菅田康明（西尾）  

組 
 

手 

幼少低学年 足達令侑（西尾） 長坂大樹（吉良） 鳥越誼彦（西尾）  

小学高学年 小村未世（西尾） 近藤伸哉（西尾） 高津宗一郎（吉良）  

中学生 小村奏理（西尾） 鈴木優己（吉良） 中嶋脩雅（吉良）  

高校・一般 小村理一（西尾） 尾崎光洋（吉良） 都築功次（吉良）  

前年実績を確認し 目標を持って ガンバレ !! 
西尾市体育協会 広報委員会より 


