
『５・６年生高学年の部』　

・・・ 優　　勝 優  勝

・・・ 準優勝 準優勝

・・・ ３　位 ３  位

・・・ 大篠子ども会

・・・ 岡豊シャイニングスターズ

・・・ 長浜ハリケーンハンターズ

中平帆南（誠心会）

富永裕徒（高知中）

宮本伊織（明徳中）

宮本伊織（明徳中）

土居和佳奈(南国)

森下彪雅（誠心会）

久保日和子（明徳中）

小学１年生男子　　形

『空手道競技』

個　　人 １　　位 ２　　位 ３　　位 ３　　位

中武琢登（日空館） 森下珀雅（誠心会） 竹部　玲（致道館） 西森流星（致道館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　中武琢登（日空館） 西森流星（致道館）　 近江陽登（野市） 橋田海志（致道館）

竹田颯人（和道会）

小学１年生女子　　形 上甲羽栞（誠心会） 酒井さら（拳心会）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　酒井さら（拳心会） 上甲羽栞（誠心会）

岡　奎秀（日空館） 川島祐輝（室戸） 下元琥太郎（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　岡　奎秀（日空館） 河村　颯（野市） 下元琥太郎（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　西岡瑠偉（致道館） 西森勇八（致道館） 杉本凛生（致道館） 竹部哲平（致道館）

小学２年生女子　　形 石川華子（日空館） 中平帆南（誠心会） 植田京華（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　

小学３年生男子　　形 西岡瑠偉（致道館） 竹部哲平（致道館） 坂本健瑠（拳心会） 西森勇八（致道館）

松澤琉晟（室戸）

石川華子（日空館） 植田京華（日新館） 田中蒼海（誠心会）

小学２年生男子　　形

小学３年生女子　　形 松浦花佳（野市） 石川鈴捺（日空館） 大原遼子（日新館） 岡本彩歩（日新館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　石川鈴捺（日空館） 松浦花佳（野市） 山本亜侑（室戸） 大原遼子（日新館）

小学４年生男子　　形 中山　丞（日新館） 松本和馬（誠心会） 高橋廣斗（日新館） 山崎暖生（南国）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　中山　丞（日新館） 岡林怜玖（日新館） 岡　揚洋（日空館） 矢野晶也（日新館）

小学４年生女子　　形 立仙沙季（おち） 友　玲奈（拳心会） 松浦由芽（日新館） 壬生琴賀（日空館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　松浦由芽（日新館） 壬生琴賀（日空館） 田村陽菜（雲柳） 立仙沙季（おち）

小学５年生男子　　形 松浦慶昌（野市） 片岡隼乙（おち） 井上郁也（日空館） 竹添祐哉（拳心会）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　松浦慶昌（野市） 中村幸成（和道会） 岡村直樹（雲柳） 竹内健人（南国）

小学５年生女子　　形 福永愛唯（おち） 上甲桜樺（誠心会） 石川七奈子（日空館） 竹田愛奈（和道会）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　竹田愛奈（和道会） 石川七奈子（日空館） 高松美羽（和道会） 福永愛唯（おち）

小学６年生男子　　形 山本　樹（野市） 川田　駿（誠心会） 濵田宏大（誠心会） 山中陽人（日空館）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　壬生龍太郎（日空館） 山本　樹（野市） 岡本滉平（匠心館） 山崎諒久（おち）

小学６年生女子　　形 清岡すず（和道会） 木下夏音子（松涛連盟） 門脇未来（拳心会）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　清岡すず（和道会） 門脇未来（拳心会） 木下夏音子（松涛連盟）

中学生男子　　 　　形 荘司三史郎（明徳中） 坂本大樹（明徳中） 奥浪隼一（明徳中）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　荘司三史郎（明徳中） 山本裕哉（致道館） 坂本大樹（明徳中）

宮本樹奈(土佐女子)

団　　 体 １　　位 ２　　位 ３　　位 ３　　位

中学生女子　　 　　形 宮本樹奈(土佐女子) 土居和佳奈(南国) 久保日和子（明徳中）

　　　　　〃　　　　　組手　　　　

中学生　男子団体　形 明徳中学校Ａ 明徳中学校Ｂ 誠　心　会

　　　　〃　　　　   中　　　　

中学生　男子団体組手 明徳中学校Ａ 明徳中学校Ｂ 南国市空手道連盟

優　　勝 エストレーラス高知 ・・・潮江Ｊｒ．ＦＣ

　　　　 　女子団体組手　　　　南国市空手道連盟 高知中学校 明徳中学校

『サッカー競技』

土佐女子中学校

準優勝 十市少年サッカースポーツ少年団 ・・・ＦＣ一宮東スポーツ少年団

３　位 大津スポーツ少年団 ・・・十津・三里ＦＣス少－W ・ 泉野ＦＣス少

３　　位

優　　勝

準優勝

日　新　館　Ａ

　　　　〃　　　　 　高　　　　 誠　心　会

誠　心　会小学生団体形　　低

致　道　館

日　空　館

『ドッジボール競技』

明徳中学校Ｃ

和　道　会

『１・２年生低学年の部』

致　道　館

日　空　館

日　空　館

・・・十津・三里ＦＣスポーツ少年団 U-８

・・・鴨田スポーツ少年団フットボールクラブ

・・・小高坂サッカースポーツ少年団 U-８

『３・４年生中学年の部』　

日　新　館

日　新　館　Ｂ

お　ち



『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５・６年生の部』

・・・

・・・

・　宮川知大（一宮東） ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『女子団体３・４年生の部』

舟入ファイターズスポーツ少年団

旭東バドミントンスポーツ少年団 Ｂ

旭東バドミントンスポーツ少年団 Ａ

（清水バドミントンスポーツ少年団）

（旭東バドミントンスポーツ少年団）

江陽スポーツ少年団バドミントン部 Ａ

小高坂ジュニアスポーツ少年団 Ａ

神田エーススポーツ少年団 ３　　位

優　　勝 高須ＺＩＯＮスポーツ少年団 ３　　位 野市ファイヤーズスポーツ少年団

『柔道競技』

『軟式野球競技』

『団体戦・高学年男子の部』

優　　勝 中村柔道スポーツ少年団 A 中村柔道スポーツ少年団 A 中村柔道スポーツ少年団 優　　勝

準優勝 手結道場スポーツ少年団 久藤柔道スポーツ少年団A

　３　 　位 久藤柔道スポ少 ・ 葉山スポ少Ａ 大豊スポ少Ａ・手結道場Ａ３　 　位

準優勝 手結道場スポーツ少年団Ａ

優　　勝 優　　勝 前　田　近森（手結道場スポーツ少年団） （葉山柔道スポーツ少年団）

準優勝 準優勝 田　中

３　位 　藤野・酒井（手結道場スポーツ少年団） ３　位 吉　川

優　　勝 中　島 優　　勝 加　藤 （中村スポーツ少年団）（手結道場スポーツ少年団）

準優勝 高　野 準優勝 髙　橋 （手結道場スポーツ少年団）（葉山柔道スポーツ少年団）

３　　位 中久保(葉山スポーツ少年団) ・廣田(手結道場スポーツ少年団) ３　　位 　弘田（中村柔道スポーツ少年団）・弘末（久藤柔道スポーツ少年団）

優　　勝 山　﨑 （中村柔道スポーツ少年団） 秋田（中村柔道スポーツ少年団）（葉山柔道スポーツ少年団）

準優勝 野　村 （中村柔道スポーツ少年団） 野島（手結道場スポーツ少年団）

秋　山 （久藤柔道スポーツ少年団）３　 　位 吉川（大豊スポ少）・廣内（手結道場）

酒　井

中川（久藤柔道スポ少）・山﨑（葉山スポ少）

（中村柔道スポーツ少年団） （中村柔道スポーツ少年団）

３　 　位 田村(久藤柔道スポーツ少年団) ・森下(中村柔道スポーツ少年団)

優　　勝 颪　辺 優　　勝 溝　渕

優　　勝 弘　田 優　　勝 山　中

準優勝 加　藤 準優勝 山　﨑

（中村柔道スポーツ少年団）

準優勝

準優勝 藤　村 （久藤柔道スポーツ少年団）　 準優勝 廣　内 （手結道場スポーツ少年団）

３　　位 岩原（久藤柔道スポーツ少年団）・原（大豊スポーツ少年団）

『バレーボール競技』

優　　勝 フレンズ横浜ＪＶＣ 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 準優勝 高須ＪＶＣスポーツ少年団

３　　位 鴨田バレーボールスポーツ少年団Ａ ３　　位 泉野バレーボールクラブスポーツ少年団

３　　位 越知町バレーボールスポーツ少年団 ３　　位 十津ジュニアバレーボールクラブ

優　　勝 中村ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団

泉野バレーボールクラブスポーツ少年団

３　　位 鴨田バレーボールスポーツ少年団

準優勝

３　　位 高須ＪＶＣスポーツ少年団

『バドミントン競技』

優　　勝 優　　勝

手結道場スポーツ少年団Ｂ

　桒名（大豊町柔道スポーツ少年団）

（大豊町柔道スポーツ少年団）

（葉山柔道スポーツ少年団）

（中村柔道スポーツ少年団）

小笠原悠吾

（手結道場スポーツ少年団）

準優勝 準優勝

３　　位 旭東バドミントンスポーツ少年団Ｂ・旭東バドミントンスポーツ少年団Ａ ３　　位 清水バドミントンスポーツ少年団Ａ・一宮東バドミントンスポーツ少年団Ａ

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 西森　大起 準優勝 井口　泰蔵（朝倉ワークジュニアバドミントンスポーツ少年団）

３位 ３　位 横田　昇馬（小高坂ジュニアスポーツ少年団）白石　知槻 （江陽）

（朝倉ワークジュニアバドミントンスポーツ少年団）

『男子シングルス低学年の部』

優　　勝 土居宗一朗

中　村

優　　勝

（大豊町柔道スポーツ少年団）

（中村柔道スポーツ少年団）



５ 対 ２０

『男子の部』 『女子の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『低学年の部』 『高学年の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『団体１部』 『団体２部』

・・・ ・・・ みかづきジュニア卓球クラブスポーツ少年団Ａ

・・・ ・・・ みかづきジュニア卓球クラブスポーツ少年団Ｂ

・・・

『団体３部』

・・・

・・・

・・・

高学年・・・竹村玲人（一宮剣道スポーツ少年団）   　：　田村昌也（三里剣道スポーツ少年団）

　　　　　　　土佐町 高知市

潮江南剣道スポーツ少年団A

いのミニバスケットボールスポーツ少年団

『ソフトボール競技』

河人・岡本 　東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

近藤・野中

池畠・戸田

 佃　・中岡

　江陽スポーツ少年団

　須崎

　春野運動公園ＳＴクラブ

横浜フェニックスミニバスケットボールクラブ 優秀チーム 高知大津ＭＢＣスポーツ少年団

本山町スポーツ少年団

３　　位 土佐ＳＢＣ十川スポーツ少年団

『ミニバスケットボール競技』

優秀チーム

優秀チーム 高知城北ミニバスケットボールクラブ 優秀チーム

準優勝 潮江南剣道スポーツ少年団 準優勝

魁少年剣道クラブスポーツ少年団Ａ

準優勝

優　　勝 東津野中央スポーツ少年団 ３　　位

『個人男子１部』

３　　位 高須剣道スポーツ少年団Ａ ３　　位

３　　位 野市少年剣道スポーツ少年団 ３　　位

フェアプレイ賞

土佐町スポーツ少年団Ａ

優　　勝

黒潮剣道スポーツ少年団Ａ

低学年・・・西山明歩（一宮東剣道スポーツ少年団）　：　岡部　凛（土佐町スポーツ少年団Ａ）

『卓球競技』

旭卓球スポーツ少年団　A

優　　勝 旭卓球スポーツ少年団　Ｂ

秦スポーツ少年団　Ａ 優　　勝

準優勝 横内Ｔ．Ｔ．Ｃスポーツ 少年団 準優勝

江陽スポーツ少年団 優　　勝

３　　位 朝倉ソフトテニススポーツ少年団 ３　　位

江陽スポーツ少年団Ａ

準優勝 室戸ジュニアピンポンスポーツ少年団

３　　位 秦スポーツ少年団　Ｂ

３　　位

準優勝 準優勝 東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

３　　位 ３　　位 春野運動公園ＳＴクラブ東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

清水ソフトテニスジュニアスポーツ少年団

『個人女子１部』

江陽スポーツ少年団Ｂ

　　江陽スポーツ少年団松岡・中川 　清水ソフトテニスジュニアスポーツ少年団

優　　勝 優　　勝 大野・中越 　　江陽スポーツ少年団荒井・土居(幹) 　江陽スポーツ少年団

３　　位 ３　　位 道家・汲田 　　春野運動公園ＳＴクラブ

３　　位 ３　　位 中西・細谷

小笠原・大奈路(真) 　東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

　　東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

３　　位 赤松・下村 　　東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

大奈路（翔）・赤松 　東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

準優勝 準優勝 後藤・高橋

『個人男子２部』

準優勝

高瀬(初)・浦宗(諒) 　　江陽スポーツ少年団

『ラグビーフットボール競技』

『５・６年生の部』

３　　位 ３　　位

３　　位

優　　勝 優　　勝

魁少年剣道クラブスポーツ少年団

　　香南ジュニアソフトテニスクラブスポーツ少年団

『個人女子２部』

矢野(朋)・市原 　　春野運動公園ＳＴクラブ

準優勝 平尾・斎藤

『剣道競技』

優　　勝 優　　勝

『ソフトテニス競技』

『団体男子の部』 『団体女子の部』

優　　勝



Ｎｏ．

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

タイム

４６″１４

『水泳競技』

学年　 性別 種目 氏名 所属

１ 男子 ２５ｍバタ足 笹岡　颯太 ４１″７９

１ 女子 ２５ｍバタ足 笹岡　葉月 春野水球クラブ

４ 男子 ５０ｍ平泳ぎ 田中　尚志 春野水球クラブ ５５″４６

６ 男子 ５０ｍ平泳ぎ 敷地　宥人 春野水球クラブ ５１″１０

６ 女子 ２００ｍ自由形 北村　江梨 春野水球クラブ ２′５７″１５

４ 男子 ２００ｍ自由形 田部　有麻 春野水球クラブ ４′１８″６０

６ 男子 ２００ｍ自由形 川島　侑也 春野水球クラブ ３′００″１３

２ 男子 ５０ｍ自由形 邑田　　凱 春野水球クラブ １′０６″８０

４ 男子 ５０ｍ自由形 山脇　広夢 春野水球クラブ ５２″１５

４ 女子 ５０ｍ自由形 松元　愛実 春野水球クラブ １′０６″３８

６ 女子 ５０ｍ自由形 小松　京加 春野水球クラブ ３８″５５

６ 男子 ５０ｍ自由形 オトロスキー悠晏 春野水球クラブ ３６″９６

４ 男子 ２５ｍ平泳ぎ 田中　尚志 春野水球クラブ ２６″５８

５ 男子 ２５ｍ平泳ぎ 村山　大介 春野水球クラブ ２４″１７

４ 女子 １００ｍ自由形 松元　愛実 春野水球クラブ ３′０６″７７

６ 女子 １００ｍ自由形 北村　江梨 春野水球クラブ １′２９″９４

４ 男子 １００ｍ自由形 田部　有麻 春野水球クラブ ２′０５″２５

６ 男子 １００ｍ自由形 川島　侑也 春野水球クラブ １′２６″９２

１ 女子 ２５ｍ自由形 笹岡　葉月 春野水球クラブ ５０″２１

１ 男子 ２５ｍ自由形 邑田　　煌 春野水球クラブ ３７″９９

春野水球クラブ ４２″４８

２ 男子 ２５ｍ自由形 邑田　　凱 春野水球クラブ ３１″５９

１６″８１

４ 男子 ２５ｍ自由形 山脇　広夢 春野水球クラブ ２３″５６

６ 女子 ２５ｍ自由形

春野水球クラブ

６ 男子 ２５ｍ自由形 オトロスキー悠晏 春野水球クラブ

１００ｍリレー
　　　　　　田中　・　田部

春野水球クラブ １′３７″３０
　　　　　　山脇　・　西村

26 １・２ 男子 １００ｍリレー
　 邑田（凱）　・　田部

28 ５・６ 男子 １００ｍリレー
　オトロスキー　・　矢野

３′２１″２９
　　　　　　笹岡　・　邑田（煌）

27 ３・４ 男子

１′１０″６１
　　　　　　川島　・　敷地

小松　京加 春野水球クラブ １７″８１

３ 女子 ２５ｍ自由形 門屋　李実

春野水球クラブ

春野水球クラブ


