
小学生

学年

1年 田宮　千尋 龍昇舘 山﨑　悠叶 日空館 有田　琉音 誠心会 片山　輝将 光正塾

2年 蒲原　龍ノ介 誠心会 半谷　来緒 致道館 弘瀬　悠樹 日空館 澤村　銀一 雲柳會館

3年 伊藤　龍真 致道館 伊藤　大葵 桜空手塾 田宮　学武 龍昇舘 柳原　大輝 致道館

4年 重稲　一凛 日新館 中島　丹 日空館 町田　恭弥 和道会 弘田　瑞葵 日新館

5年 安藤　伊央 日新館 松本　拓也 和道会 利岡　凜多朗 日空館 近藤　頑之助 致道館

6年 相川陽輝 致道館 佐藤　春成 和道会 弘田　瑛真 日新館 井口　力斗 龍昇舘

1年 池田　悠夏 致道館 小川　友那 誠心会 筒井　萌々香 光正塾 竹内　千智 龍昇舘

2年 呉田　りる 雲柳會館 川添　野乃花 桜空手塾 印藤　苺亜 野市道場 杉本　七海 致道館

3年 山本　苺々心 松涛連盟 川﨑　心菜 龍昇舘 谷口　咲和 日空館 山﨑　未悠 日空館

4年 伊東　椿姫 日新館 横田　瑠花 桜空手塾 濵田　侑来 誠心会 横山　仁子 日空館

5年 菅野　綾 日空館 山下　舞 雲柳會館 氏原　可絵 雲柳會館 田宮　ひより 龍昇舘

6年 坪井　一永 雲柳會館 松本　亜里沙 和道会 市村　曖紗 光正塾 池田　彩花 匠心館

学年

1年 山﨑　悠叶 日空館 片山　輝将 光正塾 田宮　千尋 龍昇舘 中澤　宙哉 日新館

2年 日比　星 日新館 利岡　優乃心 日空館 蒲原　龍ノ介 誠心会 澤村　銀一 雲柳會館

3年 池田　壮真 致道館 伊藤　大葵 桜空手塾 山岡　隼斗 致道館 中川　梨斗 致道館

4年 門屋　翔瑛 匠心館 中島　丹 日空館 川島　海二 龍昇舘 弘田　瑞葵 日新館

5年 安藤　伊央 日新館 伊東　心斗 日空館 池　巧 清空会 近藤　頑之助 致道館

6年 片岡　勇登 清空会 相川陽輝 致道館 仲村　玲星 明徳 弘田　瑛真 日新館

1年 池田　悠夏 致道館 岡田　眞子 光正塾 竹内　千智 龍昇舘 阿部　寿 匠心館

2年 印藤　苺亜 野市道場 竹内　舞麻 清空会 杉本　七海 致道館 川添　野乃花 桜空手塾

3年 川﨑　心菜 龍昇舘 山本　苺々心 松涛連盟 吉良　愛里 雲柳會館 富岡　愛花 致道館

4年 横山　仁子 日空館 森　圭菜 和道会 横田　瑠花 桜空手塾 吉村　奏乃 日空館

5年 菅野　綾 日空館 竹内　実麻 清空会 光國　日菜子 日空館 山下　舞 雲柳會館

6年 松本　亜里沙 和道会 伊藤　朱音 日新館 坪井　一永 雲柳會館 池田　彩花 匠心館

致道館 日新館 日空館

日空館A 日新館A 桜空手塾 龍昇舘

日新館A 日空館A 雲柳會館 清空会

『空手道競技』

高学年

名簿 安藤伊央・田内瑛人・弘田瑛真 伊東心斗・利岡凜太朗・田村哲平 澤村咲嬉・氏原可絵・山下舞 池巧・竹内実麻・豊永結凪

山﨑悠叶・弘瀬悠樹・利岡優乃心

中学年

名簿 中島丹・吉村奏乃・竹内大智 弘田瑞葵・伊東椿姫・重稲一凛 横田瑠花・伊藤大葵・中野響貴 竹内大智・川島海二・中島匠海

団
体
形

学年 1位 2位 3位 3位

低学年

名簿 池田悠夏・半谷来緒・富岡和花 日比星・中澤宙哉・松井結人

個
人
組
手

男
子

1位 2位 3位 3位

女
子

個
人
形

男
子

1位 2位 3位 3位

女
子



中学生

高野　翼彩 明徳 竹﨑　紘正 日新館 高橋　晴也 日新館 印藤　龍心 野市道場

安藤　実花 日新館 上甲　羽栞 誠心会 菅野　愛 日空館 横田　琉愛 桜空手塾

宮本　夏舟 光正塾 岡　奎秀 日空館 高橋　晴也 日新館 岩原　覇樹 明徳

石川　鈴捺 日空館 石川　華子 日空館 安藤　実花 日新館 菅野　愛 日空館

明徳 日空館 清空会 野市道場

日空館 桜空手塾

明徳 光正塾A 匠心館 日空館

日空館 桜空手塾

団
体
組
手

1位 2位 3位 3位

男子

女子

3位 3位

団
体
形

1位 2位 3位 3位

男子

女子

3位

個
人
組
手

男子
1位 2位 3位 3位

女子
1位 2位

個
人
形

男子
1位 2位 3位 3位

女子
1位 2位 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』

・・・ ・・・

・・・

・・・

『バレーボール競技』

『低学年の部』 『女子高学年の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・

『男子の部』

・・・

・・・

・・・

・・・

『バドミントン競技』

『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』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『軟式野球競技』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『タグラグビー競技』
・・・

・・・

・・・

横浜新町パンサーズ

準優勝 いのバッツ

３位 南国BLUESKY　A

準優勝 十津ヤングリーブススポーツ少年団 ３　　位 横浜スポーツ少年団

優　　勝 南国BLUESKY　RS

優　　勝 秦スポーツ少年団 ３　　位 高須ZIONスポーツ少年団

準優勝 北岡（江陽） 準優勝 片岡（小高坂）

３位 露谷（一宮東） ３　位 松本（朝倉）

優　　勝 柳田（朝倉） 優　　勝 坂本（江陽）

準優勝 鴨田バレーボールスポーツ少年団

３　　位 船入ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団

３　　位

３　　位 大篠バレーボールクラブスポーツ少年団

優　　勝 クラブとさスポーツ少年団

準優勝 越知エンジェルズ 準優勝 横浜新町パンサーズ

３　　位 秦ウイング ３　　位 鴨田バレーボールスポーツ少年団

３　　位 大崎（葉山）・國田（手結）

優　　勝 清水ジュニアバレーボールクラブスポーツ少年団 優　　勝 伊与喜JVBC

優　　勝 山下（仁淀） 優　　勝 村山（仁淀）

準優勝 宮内（手結）

準優勝 上岡（中村） 準優勝 小野川（葉山）

３　 　位 岡田（葉山）・松岡（葉山） ３　位 高野（葉山）

３　　位 有田（中村）・森岡（中村） 岸本（仁淀）・佐竹（中村）

優　　勝 国澤（葉山） 優　　勝 谷脇（仁淀）

宮内（手結）

優　　勝 岡田（葉山） 浅井（中村） 隅田（葉山）

準優勝 小野川（葉山） 野村（中村） 黒岩（中村）

準優勝 大崎（葉山） 準優勝 勝瀬（中村）

３　　位 山﨑（大豊） ３　　位 山下（葉山）・国澤（葉山）

宮内（手結）

３　位 山下（葉山）

優　　勝 尾﨑（中村） 優　　勝 上岡（中村）

優　　勝 黒岩（中村） 優　　勝 小野川（葉山）

『柔道競技』

準優勝



『ミニバスケットボール競技』
『男子の部』 『女子の部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『ソフトボール競技』
・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・

『ドッジボール競技』
・・・・

・・・・

『ソフトテニス競技』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・ ・・・

『団体　低学年の部』 『団体　高学年の部』

・・・ 一宮剣道スポーツ少年団A ・・・ 野市町スポーツ少年団剣道部

・・・ 野市町スポーツ少年団剣道部B ・・・ 土佐町スポーツ少年団A

・・・ 高知致道館少年剣道教室A ・・・ 高知致道館少年剣道教室

・・・ 高須少年剣道部A ・・・ 潮江南剣道スポーツ少年団A

『個人　低学年男子の部』 『個人　高学年男子の部』

・・・ 寺村　優我　（致道館） ・・・ 下司　倖己　（一宮）

・・・ 田村　俊輔　（一宮） ・・・ 西森　心洸　（潮江南）

・・・ 尾立　規晴　（横浜新町） ・・・ 和田　球太郎　（土佐町）

・・・ 石元　堅太　（致道館） ・・・ 神山　聡来　（横浜新町）

『個人　低学年女子の部』 『団体　高学年女子の部』

・・・ 櫻木　夕姫　（野市） ・・・ 楠岡　珠生　（潮江南）

・・・ 樫原　環奈　（野市） ・・・ 山本　亜美　（黒潮）

・・・ 織田　朝子　（致道館） ・・・ 山本　夏実　（横浜新町）

・・・ 田村　舞　（一宮） ・・・ 西川　日彩　（大津）

優　　勝

準優勝

３　　位

準優勝

３　　位

３　　位 ３　　位

優　　勝 優　　勝

準優勝 準優勝

３　　位

３　　位 ３　　位

優　　勝

３　　位 ３　　位

フェアプレイ賞 高学年・・・谷渕　昊佑（黒潮）、原　将臣（土佐町）

低学年・・・古味　さくら（潮江南）、外山　琥大郎（野市）

３　　位

『剣道競技』

優　　勝 優　　勝

準優勝 準優勝

３　　位 ３　　位

３　　位 川崎　蒼司・佐藤　和哉 （香南ジュニアソフトテニスクラブ） ３　　位 松野下　夏穂・平地　志帆 （東中筋ジュニアソフトテニスクラブ）

３　　位 山中　光流・田村　泰理 （江陽ｽﾎﾟｰﾂ少年団　） ３　　位 岡部　こころ・山口　奏音 （春野ジュニアソフトテニスクラブﾞ）

準優勝 鍋島　永太郎・西原　新太 （朝倉ｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団） 準優勝 瀬戸　佐友・川﨑　月愛 （江陽ｽﾎﾟｰﾂ少年団）

『個人男子２部』 『個人女子２部』

優　　勝 宮本　絆里・遠近　奏空 （東中筋ジュニアソフトテニスクラブ） 優　　勝 田渕　ひなた・宮川　真尋 （東中筋ジュニアソフトテニスクラブ）

３　　位 中澤　聖也・田内　裕 （朝倉ソフトテニススポーツ少年団） ３　　位 小笠原　想・菜虫　紗良 （朝倉ｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団）

３　　位 山下　倖明・西山　淳 （香南ジュニアソフトテニスクラブ） ３　　位 斉木　うらら・松尾　菜友 （朝倉ソフトテニススポーツ少年団）

準優勝 野中峻太郎・橋本裕之助 （江陽ｽﾎﾟｰﾂ少年団　） 準優勝 和田　萌花・佐藤　由希菜 （香南ジュニアソフトテニスクラブ）

『個人男子１部』 『個人女子１部』

優　　勝 小松　英輔・本村　快翔 （江陽ｽﾎﾟｰﾂ少年団　） 優　　勝 西内　玲花・北原　涼葉 （江陽ｽﾎﾟｰﾂ少年団　）

３　　位 香南ジュニアソフトテニスクラブ ３　　位 江陽スポーツ少年団A

３　　位 東中筋ジュニアソフトテニスクラブ ３　　位 東中筋ジュニアソフトテニスクラブ

優　　勝 江陽スポーツ少年団 優　　勝 朝倉ソフトテニススポーツ少年団

準優勝 朝倉ソフトテニススポーツ少年団 準優勝 香南ジュニアソフトテニスクラブ・春野ジュニアソフトテニスクラブ

準優勝 東津野スポーツ少年団 ３　　位 梼原ファイターズ

『団体男子の部』 『団体女子の部』

優　　勝 神田スマイルファイターズ

準優勝 高岡ブラックドラゴンズ

鴨田バッファローズスポーツ少年団

優秀チーム KONAN.B.C 優秀チーム よこうちDJスポーツ少年団

優　　勝 オール四万十 ３　　位 田野々スポーツ少年団

優秀チーム 朝倉第二ヤングレディーススポーツ少年団 優秀チーム



『卓球競技』
『団体１部』 『団体２部』

・・・ ・・・

・・・ ・・・

Ｎｏ．

1

2

3

4

5

6

8

『サッカー競技』
『高学年の部』　

・・・ 優　　勝 優  勝

・・・ 準優勝 準優勝

・・・ ３　位 ３  位

7 2.4 男子 ５０ｍ自由形
春野水球クラブ濱口　蒼真

春野水球クラブ 37,82

51,10

5 男子 ５０ｍ自由形 村田　陽生

別府　玲維

3.4 女子 ５０ｍ自由形

春野水球クラブ 1:39,29

4.5 女子 ５０ｍ自由形 ローリー　仁愛 春野水球クラブ 35,37

古味　心菜 春野水球クラブ 58,79

2 男子 ２５ｍ自由形 別府　玲維 春野水球クラブ 46,80

4.5 男子 １００ｍ自由形 村田　陽生 春野水球クラブ 1:20,71

4.5 女子 １００ｍ自由形 ローリー　仁愛 春野水球クラブ 1:14,51

3.4 女子 １００ｍ自由形 古味　心菜 春野水球クラブ 2:15,36

『水泳競技』

学年 性別 種目 氏名 所属 タイム

準優勝 横浜JPC　A 準優勝 秦スポーツ少年団　B

優　　勝 初月スポーツ少年団　A 優　　勝 旭・横内

『中学年の部』　 『低学年の部』

優　　勝 十津・三里FCスポーツ少年団U12 ・・・春野スポーツ少年団U10 ・・・大津スポーツ少年団

準優勝 伊野ライジングFCスポーツ少年団 ・・・FC高知横内U10 ・・・野市サッカースポーツ少年団

３　位 高知南FCスポーツ少年団 ・・・香我美サッカークラブ ・・・FC高知横内


