
第25回　香芝市選手権大会成績表 球技種目

競技団体名 部         門 優       勝 第  ２  位 第  ３  位 第  ３  位

B級の部 アウトサイド エキストラK

C級の部 ビーツヤンキーズ ウイングス

一般の部　　 香芝クラブ

バ レ ー ボ ー ル ママさんの部 志都美クラブ 五位堂クラブ ＷＥＥＤ

小学生男子シングルス 宮本　大輝 井上　晴貴 土谷　　僚 辻　　隼人

小学生女子シングルス 赤野　世奈 東田　晴花 小松　美晴 小松　千晴

中学生男子シングルス 竹川　史倫 藤田　正樹 山本　一翔 今村　哲太

中学生女子シングルス 林　　真由 岸本　百加 今西　莉子 豕瀬　百香

一般男子一部シングルス 福田　涼介 安東　一翔 田中　伸佳 中川　明宏

一般男子二部シングルス 矢野　聖斗 松江　富樹 西垣　博生 竹本　颯太

一般女子一部シングルス 田中　千悠 北西　悠華 古川　凪沙 濱口　栞奈

一般女子二部シングルス 居内　真菜実 林　　和子 岡田　美代子 竹田　由香

田中　和樹 山田　哲男 福田　涼介 竹田　治郎

堀川　稜太 中川　明宏 赤野　壮一 中田　順三

北西　悠華 宮田　美咲 藤門　亜維 衣田　麻希

田中　千悠 濱口　栞奈 今西　莉子 西　　実沙

一般男子ラージボール一部 山内　信人 高鍋　邦夫 植村　忠弘 西嶋　壽雄

一般男子ラージボール二部 亀田　久保 安部　昌宏 朝日出　正信 小野　喬一

一般女子ラージボール一部 吉田　裕美子 山田　八重子 小渡　紀江 一柳　八代巳

植村　忠弘 田中　健治 山口　良太郎 南部　重則

上地　純之 小野　喬一 大河　　稠 西嶋　壽雄

小渡　紀江 山下　洋子 松実　眞砂子 青山　笑子

山田　八重子 安部　和代 吉田　裕美子 大河　喜美子

ソ フ ト ボ ー ル 一般男子 　　 マミーズ 瓦口ファイターズ ライガーズ

板井　正宏 高橋　喜丸 山田　　等 松本　孝治

上村　孔太 寶　　圭亮 南　　武志 野崎　省二

小川　陽子 硯　　和子 工藤　佳子 山田　久知代

弓渓　ひろみ 板井　真子 坂上　恵津子 川本　万利子  

岸本　　潔 弓渓　充之 小笠原　勲 中川　昌典

森岡　保夫 新子　剛司 黒木　隆司 岡野　正治

前田　豊城 野本　貴史 上田　隆彰 高田　哲也

杉田　昇平 奥辻　　稔 岩田　孝二 大谷　達哉

野田　洋子 井上　朋子 宮崎　由紀子 小椋　昭人

田中　栄治 廣　宗一郎 伊藤　ゆかり 小田　愛子

男子一部シングルス 佐藤　慎一 西川　幸佑 岡室　智洋 大見　博志

男子二部シングルス 高山　裕亮 藤井　　優 檜垣　正輝 榎　　竜平

竹田　勲夫 市川　佳洋 中山　典哉 大見　博志

佐藤　慎一 岡室　智洋 宮城　陽一 西川　幸佑

佐々木　健次 森　　一真 高山　裕亮 秋元　佐敏

藤井　　優 中澤　晴樹 榎　　竜平 玉井　宏樹

西川　　凌 稲村　俊祐 寺地　伸光 松宮　大空

西村　　優 鹿田　直紀 梶原　源太 笠井　俊祐

松山　明子 平敷　久江 毛利　美奈子 小松　和代

小谷　章子 吉田　享子 三森　豊子 辰巳　智美

幸田　友紀 堀　　歩美 植村　早苗 清水　美里

吉田　めぐみ 久保　陽子 向井　亜矢子 鳥山　礼湖

山岡　祐子 八木　智子 金本　夕依 松永　さち子

布施　優子 仲尾　実紗 蔡　　春花 中山　とも子

ゲ ー ト ボ ー ル 団体の部　　 瓦口 エンジョイＢ 良福寺 北今市Ａ

グラウンドゴルフ 一般の部　　 牧田　良樹 川合　光一 西田　靖男

原見　忠男 西浦　誠祐 坂田　貴博

１２８７点 １２８４点 １２２９点

槌谷　　弘 中西　健二 小林　祥記 　

尾川　千佳子 川原　榮子 佐川　香子 　

山下　長夫 手塚　恭子 南　日出子

静谷　喜美枝 田中　廣子 高崎　恵子 　

軟 式 野 球

卓 球

一般男子ダブルス

一般女子ダブルス

ラージボール男子ダブルス

ラージボール女子ダブルス

壮年男子ダブルス

一般男子ダブルス

一般女子ダブルス　

男子一部ダブルス

バ ウ ン ド テ ニ ス

一般男子ダブルス

一般女子ダブルステ ニ ス

ソ フ ト テ ニ ス

バ ド ミ ン ト ン

女子二部ダブルス

女子三部ダブルス

ダブルス上級の部

男子二部ダブルス

女子一部ダブルス

ボ ウ リ ン グ

ダブルス初級の部

一般男女の部

男子三部ダブルス



第25回　香芝市選手権大会成績表 武道種目
競技団体名 部        門 優      勝 第  ２  位 第  ３  位 第  ３  位

幼年形の部 片山　寧々 松田　雄陽 中江　朔太郎

小学生低学年形の部 江口　理子 脇屋　顕彰 梶田　愛優菜

小学生中学年形の部 木本　佳乃子 浅田　遥翔 薮田　隆以

小学生高学年形の部 秋山　健祐 岡林　　匠 山田　大陽

中学生形の部 篠原　大空 岡林　　隼 切塚　琉希亜

高校・一般段外形の部 山下　修平 瀧西　亮太 松田　勇貴

高校・一般有段形の部 嶋田　愛美 武田　天斗 永友　大希

幼年組手の部 中江　朔太郎 松田　雄陽 辻谷　友佑 坂本　日和

小学生低学年組手の部 浅野　椋音 池田　朔斗 碇山　陸斗 江口　理子

小学生中学年男子組手の部 村田　真輝 松本　連太郎 秋山　浩祐 木本　結人

小学生中学年女子組手の部 片山　那菜 三木　結生 牧村　友夢 松田　幸葉

小学生高学年男子組手の部 岡林　　匠 山田　大陽 秋山　健祐 碇山　颯真

小学生高学年女子組手の部 浅野　綾音 前川　美結

中学生男子組手の部 岡林　　隼 切塚　琉希亜 黒川　雄貴 亘　　颯輝

中学生女子組手の部 黒川　智生 塩野　愛美 垣本　瑠璃

高校・一般男子段外の部 山下　修平 瀧西　亮太 松田　勇貴

高校・一般男子有段の部 永友　大希 武田　天斗

高校・一般女子の部 平　　光葉 中村　明日香 熨斗　美咲

低学年男子の部 社頭　　奏 柏木　奏佑 上原　流星 吉田　捷哉

低学年女子の部 内川　ひかり 西田　　鈴 髙間　咲良 矢野　優月

中学年男子の部 社頭　　律 江口　　遙 川端　大惺 岩本　優生

中学年女子の部 松田　実緯 西井　杏音 河野　はるか 永井　瑠花

高学年男子の部 加持　咲弥 内川　忠大 橋本　大輝 西田　楓太

高学年女子の部 片山　菜月 北村　柚月 田中　彩乃 森口　花乃

中学生男子の部 山本　清吾 黒田　陽生 松本　祐麿 山田　隆人

中学生女子の部 清水　妃芳 松田　芽緯 西上　明日歌 井上　葵子

一般の部 小原　孝助 泉　　勇輝 細川　宗彦 中木　寛敏

小学１年生の部 多田　涼哉 勝本　さくら 北川　凱智 中木　琉偉

小学２年生の部 溝端　悠人

小学３年生の部 村尾　龍之介 三木　拓海 坂本　凰峨 石塚　千結咲  

小学４年生の部 青山　尚揮 中西　琥太郎 勝本　　一 南　　悠希

小学５年生の部 多田　竣哉 三木　海舟

小学６年生の部 松尾　日和 青山　嶺太 石塚　七希咲 薩摩　梨々夏

中学生男子の部 杉本　竜生 奥田　雄也 南　　空哉 廣田　智大

中学生女子の部 窪田　　萠 百々　奈由 鎌田　　碧

一般男子の部 脇本　颯一郎 清本　学史 上田　尚生 田上　直人

中学生男子の部 山口　直人 佐藤　卓晃 久保　虎楠

中学生女子の部 東　　菜々 中村　彩夏 藤原　優花

一般男子の部 辻本　元威 宮島　裕也 岡　　雅佳

一般女子の部

競技団体名 部         門 最  優  秀 優   　 秀 優    　良

乱捕低学年の部 山川　智輝 高垣　佑太 吉岡　伊吹

乱捕中学年の部 武田　心漣 本澤　橙依 岡本　洸音

乱捕高学年の部 武田　万凜 山口　航希 山川　智弘

乱捕中学生の部 岡本　優音 武田　海里 山本　采果

乱捕一般の部 藤原　基光 板橋　経行 保田　　聖

年長の部 藤井　世名 武中　風子 山田　英明

年少の部 大田　　葵 菊地　星汰 東　　璃子

Ａチーム 藤森　孝英

Ｂチーム 織田　隆司

Cチーム 岩橋　宣禎

武   術   太   極   拳

剣 道

少 林 寺 拳 法

合 気 道

弓 道

柔 道

空 手 道


