
　

伊藤朱音（日新館）

『高学年の部』　

・・・ 優　　勝 優  勝

・・・ 準優勝 準優勝

・・・ ３　位 ３  位

・・・ 長浜ハリケーンハンターズ

・・・ 朝二スターズ

・・・ 岡豊シャイニングスターズ３　　位

『ドッジボール競技』

優　　勝

準優勝

準優勝 神田Ｆ．Ｃスポーツ少年団 ・・・ＶＡＭＯＳ朝二　Ｕ－１０ ・・・泉野ＦＣ

３　位 秦ＦＣ　Ａ ・・・香我美サッカークラブ ・・・野市サッカースポーツ少年団

『サッカー競技』

『中学年の部』　 『低学年の部』

優　　勝 ・・・野市サッカースポーツ少年団 ・・・日高サッカースクール十市少年サッカースポーツ少年団

中学生　男子団体組手 日　空　館　Ａ 明徳中学校 日　新　館 高　知　中

　　　　 　女子団体組手　　　　 日　空　館　Ａ 明徳中学校 日　空　館　Ｂ

中学生　男子団体　形 日　空　館 明徳中学校

中学生　女子団体　形 明徳中学校 日　空　館　Ａ

　　　　〃　　　　   中　　　　 日　空　館　Ａ 日　新　館　Ｂ 日　空　館　 龍　昇　舘

　　　　〃　　　　   高　　　　 龍　昇　舘 日　新　館 日　空　館　Ａ 野　市

団　　 体 １　　位 ２　　位 ３　　位 ３　　位

小学生団体形　　低 日　空　館　Ａ 日　空　館　Ｂ 和道会 日　新　館　Ａ

中学生女子　　 　　形 福永愛唯（明徳中） 湯山紗良（日空館） 笠原緋来（明徳中） 森本麻央（明徳中）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　湯山紗良（日空館） 笠原緋来（明徳中） 大﨑祐佳（高知中） 石川七奈子（日空館）

中学生男子　　 　　形 乾　蓮太郎（明徳中） ベリー一馬（明徳中） 竹内健人（明徳中） 中山　丞（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　壬生 龍太郎（日空館） 山本樹（野市） 岡揚洋（日空館） 竹内健人（明徳中）

小学６年生女子　　形 石川鈴捺（日空館） 大原遼子（日新館） 佐藤羽美（野市） 山本亜侑（龍昇舘）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　山本亜侑（龍昇舘） 石川鈴捺（日空館） 大原遼子（日新館） 安岡 楓（龍昇舘）

小学６年生男子　　形 印藤龍心（野市） 高橋晴也（日新館） 高石憲武（匠心館） 西岡瑠偉（致道館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　西岡瑠偉（致道館） 岡本詢平（匠新館） 平島一燈（松涛連盟） 印藤龍心（野市）

小学５年生女子　　形 中平帆南（誠心館） 石川華子（日空館） 前田采音（日新館） 岡田璃子（誠心会）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　石川華子（日空館） 前田采音（日新館） 大西仔莉琉（野市） 山下凉禾（雲柳）

小学５年生男子　　形 河村 颯（野市） 川島祐輝（龍昇舘） 上田宗明（日空館） 岡 奎秀（日空館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　岡 奎秀（日空館） 河村 颯（野市） 川島祐輝（龍昇舘） 竹中　真（野市）

小学４年生女子　　形 宮地琉樺（日新館） 上甲羽栞（誠心館） 安藤実花（日新館） 岡本実来（野市）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　宮地琉樺（日新館） 伊藤　栞（桜空手塾） 印藤莉羅（野市） 上甲羽栞（誠心館）

川崎凛玖（龍昇館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　高石　将武（匠心館） 岡村　健之介（到道館） 岡村耕平（日空館） 西森流星（到道館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　丁野姫翠（日空館） 池田彩花（匠心館） 松本 亜里紗（和道会）

小学４年生男子　　形 高石　将武（匠心館） 沼櫂成（日新館） 竹崎紘正（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　井口力斗（龍昇舘） 片岡勇登（南国） 島田悠杜（到道館） 仲村玲星（致道舘）

小学３年生女子　　形 松本 亜里紗（和道会） 伊藤朱音（日新館） 丁野姫翠（日空館） 池田彩花（匠心館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　小松 美心彩（日空館） 菅野　綾（日空館） 光國 日菜子（日空館） 竹内実麻（南国）

小学３年生男子　　形 片岡勇登（南国） 貝崎俐仁（誠心会） 佐藤春成（和道会） 井口力斗（龍昇舘）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　安岡煌人（松涛連盟） 松本拓也（和道会） 安藤伊央（日新館） 伊東心斗（日空館）

小学２年生女子　　形 菅野　綾（日空館） 小松 美心彩（日空館） 光國 日菜子（日空館） 高橋美有（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　森　圭菜（和道会） 横田瑠花（桜空手塾） 伊東椿姫（日新館）

小学２年生男子　　形 安藤伊央（日新館） 伊東心斗（日空館） 松本拓也（和道会） 日比　大（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　門屋翔瑛（匠心館） 川島海二（龍昇舘）　 弘田瑞葵（日新館） 丁野琥珀（日空館）

小学１年生女子　　形 伊東椿姫（日新館） 横田瑠花（桜空手塾） 森　圭菜（和道会）

３　　位

小学１年生男子　　形 弘田瑞葵（日新館） 島田彪杜（致道館） 中島　丹（日空館） 丁野琥珀（日空館）

『空手道競技』

個　　人 １　　位 ２　　位 ３　　位



『団体戦・低学年の部』 『団体戦・高学年女子の部』

・・・ ・・・ 優　　勝 ・・・

・・・ ・・・ 準優勝 ・・・

・・・ ・・・ ３　位 ・・・

『個人戦・幼児の部』 『個人戦・１年生の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・

『個人戦・２年生の部』 『個人戦・３年生男子の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『個人戦・３年生女子の部』 『個人戦・４年生男子の部』 『個人戦・４年生女子の部』

・・・ 優　勝 ・・・ 優　勝 ・・・

・・・ 準優勝 ・・・ 準優勝 ・・・

３ 　位 ・・・ ３ 　位 ・・・

『個人戦・５年生男子の部』 『個人戦・５年生女子の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『個人戦・６年生男子の部』 『個人戦・６年生女子の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『低学年の部』 『女子高学年の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・

『男子の部』

・・・

・・・

・・・

・・・

『女子団体５・６年生の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『男子シングルス低学年の部』 『男子シングルス５・６年生の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・準優勝 神田エーススポーツ少年団 ３　　位 秦スポーツ少年団

『軟式野球競技』

優　　勝 旭スポーツ少年団 ３　　位 潮江東スポーツ少年団

準優勝 森木悠人（旭東バドミントンスポーツ少年団） 準優勝 西森大起（旭東バドミントンスポーツ少年団）

３位 坂本慶太（江陽）・松本蓮音（朝倉） ３　位 濵田光希（朝倉）・長谷川琉空（朝倉）

３　　位 江陽スポーツ少年団Ａ ３　　位 江陽スポーツ少年団Ａ

優　　勝 梨岡玄貴（旭東バドミントンスポーツ少年団） 優　　勝 森木健人（旭東バドミントンスポーツ少年団）

優　　勝 清水バドミントンスポーツ少年団Ａ 優　　勝 旭東バドミントンスポーツ少年団Ａ

準優勝 小高坂スポーツ少年団 準優勝 朝倉ワークジュニアバドミントンスポーツ少年団Ａ

３　　位 鴨田バレーボールスポーツ少年団

３　　位 舟入ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団

『バドミントン競技』

『女子団体　低学年の部』

優　　勝 泉野バレーボールクラブスポーツ少年団

準優勝 大正田野々スポーツ少年団

３　　位 野市ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 ３　　位 野市東クラブスポーツ少年団

３　　位 フレンズ横浜JVC

『バレーボール競技』

優　　勝 潮江南V.Bスポーツ少年団 優　　勝 中村ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団

準優勝 大津JVCスポーツ少年団 準優勝 鴨田バレーボールスポーツ少年団A

準優勝 　高橋（手結道場） 準優勝 　野村（中村柔道）

３　　位 　山下（仁淀柔道）・弘田（中村柔道） ３　位 　秋山（大豊柔道）・山本（仁淀道場）

３　 　位 　西森（仁淀柔道）・中山（葉山柔道） ３　位 　藤原（仁淀柔道）

優　　勝 　谷脇（仁淀柔道） 優　　勝 　山崎（中村柔道）

優　　勝 　中島（手結道場） 優　　勝 　酒井（中村柔道）

準優勝 　大田（仁淀柔道） 準優勝 　岸本（仁淀柔道）

準優勝 　村山（仁淀柔道） 　佐井（中村柔道） 　荒谷（中村柔道）

　山口（仁淀柔道）・西内（中村柔道） 　片岡（仁淀柔道）・田中（葉山柔道）

３　　位 　隅田（葉山柔道）・上岡（中村柔道） ３　　位 　中島（手結道場）・市川（葉山柔道）

優　　勝 　宗崎（中村柔道） 　谷脇（仁淀柔道） 　山本（仁淀柔道）

優　　勝 　國澤（葉山柔道） 優　　勝 　宮内（手結道場）

準優勝 　谷脇（仁淀柔道） 準優勝 　藤野（手結道場）

準優勝 吉川（大豊町柔道） 準優勝 　野村（中村柔道）

３　位 　黒岩（中村柔道）　隅田（葉山柔道）

優　　勝 國澤（葉山柔道） 優　　勝 　上村（手結道場）

準優勝 手結道場A 準優勝 中村柔道A 中村柔道スポーツ少年団Ａ

　３　 　位 中村柔道A・仁淀柔道A ３　 　位 手結道場・葉山柔道 仁淀柔道スポーツ少年団B

『柔道競技』

『団体戦・高学年男子の部』

優　　勝 葉山柔道A 優　　勝 仁淀柔道A 仁淀柔道スポーツ少年団Ａ



津村
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27,84

18,53

『水泳競技』

学年　 性別 種目

4 男子 ２５ｍ自由形

19 2・4 男女
北岡・岡村

田部　航麻 春野水球クラブ

5 男子 ２５ｍ自由形 川島　京也 春野水球クラブ

4 男子 ２５ｍ自由形 岡村　渉吾 春野水球クラブ 21,06

2 男子 ２５ｍ自由形 中町　悠進 春野水球クラブ 2:01,06

2 男子 ２５ｍ自由形 別府　詩音 春野水球クラブ 29,89

2 男子 ２５ｍ自由形 寺内　真奈結 春野水球クラブ 1:44,14

２ 男子 ２５ｍ自由形 橋田　歩実 春野水球クラブ 28,06

6 男子 １００ｍ自由形 橋田　拓巳 春野水球クラブ 1:21,82

4 男子 １００ｍ自由形 北岡　紀人 春野水球クラブ 1:34,17

5 男子 ５０ｍ自由形 川島　京也 春野水球クラブ 1:43,05

4 男子 ５０ｍ自由形 田部　航麻 春野水球クラブ 1:05,59

4 男子 ５０ｍ自由形 岡村　渉吾 春野水球クラブ 45,49

2 男子 ５０ｍ自由形 別府　詩音 春野水球クラブ 1:08,69

2 男子 ５０ｍ自由形 橋田　歩実 春野水球クラブ 56,75

6 男子 ２００ｍ自由形 橋田　拓巳 春野水球クラブ 2:50,50

4 男子 ２００ｍ自由形 北岡　紀人 春野水球クラブ 3:19,48

2 男子 ２５ｍバタ足 中町　悠進 春野水球クラブ 1:48,24

2 女子 ２５ｍバタ足 寺内　真奈結 春野水球クラブ 1:48,56

氏名 所属 タイム

１００ｍリレー 春野水球クラブ 1:42,33


