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成績　　　種目 優勝 次勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 １６位 １７位

陸上 南 東 国高 北新庄 大虫 味真野 吉野 白山 神山 北日野

軟式野球 岡本 味真野

ソフトボール 大虫 吉野

バレーボール 粟田部 南

バスケットボール 南 東

ソフトテニス 国高 王子保

卓球 国高 北日野 東

　　　　ラージボール 南 神山 北新庄

相撲 大虫 味真野

体操混合 南 国高 神山 北新庄 吉野 吉日野 王子保

剣道 西 神山

柔道 南 東

バドミントン 南 大虫 吉野 国高 西 東 北日野 岡本 王子保 粟田部 味真野 神山 北新庄

綱引 北日野 大虫 王子保

水泳 国高 南 神山 王子保 味真野 大虫 吉野 北新庄 北日野 西 岡本

弓道 南 吉野 東 粟田部 王子保 西 岡本 国高 北日野

ウエイトリフティング 大虫 南 西 北新庄 吉野 国高 北日野

テニス 南 東

ゲートボール 南中山 国高 吉野 王子保 北新庄 南 坂口 西 北日野 白山 大虫 神山

ボウリング 北新庄 吉野 王子保 国高 味真野 北日野 東 服間 西 南 大虫 神山 白山 坂口 粟田部

サッカー 大虫 吉野 白山 北日野 岡本 西 北新庄 神山 坂口

ソフトバレーボール

混合一部

服間 南 吉野

ソフトバレーボール

混合二部

岡本 東

ソフトバレーボール

混合三部

南中山 大虫

ゴルフ 南 大虫 国高 味真野 粟田部 吉野 神山 北新庄 東 王子保 岡本 北日野 西

スキー 東 国高 大虫 北日野 南 北新庄 王子保 神山 吉野 味真野 西 白山

王子保・北新庄・吉野

北日野・吉野・北新庄・西

白山・王子保・西・岡本

西・味真野

吉野・王子保 南・国高 味真野・大虫

南・大虫 国高・王子保

国高・粟田部

大虫・岡本・王子保・国高吉野・神山

東・北日野

南・北新庄 東・北日野 大虫・吉野・白山

北新庄・神山・味真野・吉野 北日野・王子保

国高・吉野

吉野・東

北日野・大虫

王子保・北日野・服間・西・味真野・南・国高・神山・北新庄

王子保・東

王子保・南中山

北新庄・東・味真野・南中山・西・北日野

白山・味真野・国高・王子保・南・吉野・粟田部・神山・服間・北新庄・西・坂口

吉野・北日野・国高・東 粟田部・王子保・南中山・服間

味真野・白山 神山・吉野・南 国高・坂口・北新庄

西・味真野・王子保・北日野 北新庄・神山・大虫・白山

味真野・南

北新庄・神山・国高・味真野・南

味真野・大虫 南・西



第8 回市民体育大会成績表（女子）第8 回市民体育大会成績表（女子）第8 回市民体育大会成績表（女子）第8 回市民体育大会成績表（女子）

成績　　　種目 優勝 次勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 １６位 １７位

陸上 国高 南 東 北新庄 大虫 吉野 白山 神山 王子保 北日野 味真野

バレーボール 大虫 国高

バスケットボール 粟田部 南

ソフトテニス 国高 南 北新庄 王子保

卓球 南 国高

綱引 大虫 神山 吉野

水泳 味真野 吉野 国高 北新庄 北日野 岡本 南 大虫 王子保 粟田部

テニス 国高 北新庄

ゲートボール 北新庄 吉野 白山 北日野 神山 南 坂口 西

ボウリング 西 南 国高 神山 味真野 吉野 白山 王子保 北日野 東 岡本 大虫 坂口 北新庄

スキー 北新庄 国高 南 味真野 大虫 北日野 白山 神山 東 吉野

優勝 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 １６位 １７位

南 国高 吉野 大虫 北新庄 東 北日野 坂口 白山 味真野 西 王子保 神山 服間 岡本 粟田部 南中山

努力賞 北日野

白山・西・粟田部

北新庄・王子保・味真野東・吉野

王子保・大虫・東

神山・北新庄・王子保

ポイント表彰

吉野・南

吉野・味真野

大虫・北日野

吉野・東

北新庄・王子保・白山

白山・北日野

東・南

南・国高・北日野

東・味真野


