
第24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 北川倶楽部

C級の部 ビーツヤンキーズ ボンバーマン

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 ＳＡＶＣ 五位堂クラブ

小学生男子シングルス 松田　倫瑠 野田　泰史 竹田　岳人 野田　峻右

小学生女子シングルス 北原　美月 東田　晴花

中学生男子シングルス 森井　康平 吉村　　慧 萩ノ前　智也 松本　和弥

中学生女子シングルス 今西　花梨 宮園　真緒 伊藤　香凛 藤門　亜維

一般男子一部シングルス 林　　大暉 福田　涼介 森橋　温登 江南　政治

一般男子二部シングルス 柚木　涼祐 荻原　暁央 田中　和樹 辻上　正輝

一般女子一部シングルス 田中　千悠 北西　悠華 林　　寛子 濱口　栞奈

一般女子二部シングルス 中野　里美 久保　明日菜 中島　典子 髙尾　茂子

林　　大暉 竹田　治郎 高岡　英樹 福田　涼介

森橋　温登 中田　順三 柚木　涼祐 森井　裕介

宮園　真緒 田中　千悠 喜多　文香 伊藤　香凛

今西　花梨 北西　悠華 中野　里美 永峰　みる

一般男子ラージボール一部 山内　芳明 上地　純之 髙坂　正男 山西　育男

一般男子ラージボール二部 植村　忠弘 安部　昌宏 石澤　文雄 大河　　稠

一般女子ラージボール一部 佐尾　賀津子 山田　八重子 大河　喜美子 小渡　紀江

髙坂　正男 山西　育男 山内　信人 西田　一義

佐尾　賀津子 植村　忠弘 的場　晴夫 上地　純之

山田　八重子 大河　喜美子 南部　悦子

小渡　紀江 青山　笑子 松實　眞砂子

ソ フ ト ボ ー ル 一般男子 　　 瓦口ファイターズ マミーズ 東良福寺フェニックス

山田　等 板井　正宏 硯　　敦司 弓渓　充之

南　武志 生田　ダニエル 丸谷　圭司 野崎　省二

渡辺　裕子 硯　　和子 川端　智和子 小川　陽子

大鳥　有希子 板井　真子 弓渓　ひろみ 奥谷　律子

新子　剛司 岡野　正治 小笠原　勲 北川　行夫

杉田　全紀 中川　昌典 樫原　伸次 崎田　義規

米田　　洋 辻井　平三 園田　高士 前田　豊城

奥辻　　稔 中村　富雄 山口　正明 岩田　孝二

小田　愛子 井上　朋子 三宅　由理子 浅野　嘉子

池崎　恭代 宮崎　由紀子 伊藤　ゆかり 國宗　孝美

男子一部シングルス 佐藤　慎一 岸本　利一郎 竹田　勲夫 宮城　陽一

男子二部シングルス 辻本　和希 野瀬　裕希 山本　悟司 吉村　正一

女子一部シングルス

竹田　勲夫 宮城　陽一 大見　博志

佐藤　慎一 西川　幸佑 市川　佳洋

喜多　克行 吉村　正一 千々松　雅生

吉田　旭宏 野中　伸弘 青木　正弘

増田　順弘 沈　　秀良 角本　直人 石田　　匠

山本　悟司 玉井　宏樹 西浦　心太朗 石井　雅也

前村　啓子 古内　由香 小松　和代

毛利　美奈子 幸田　友紀 辰巳　智美

吉田　享子 新居　千愛 小谷　章子

平敷　久江 小笠原　佑衣 二階堂　みのり

橋本　　梓 鳥本　初代 鳥山　礼湖

清水　美里 真辺　未来 鶴田　怜香

ゲ ー ト ボ ー ル 団体の部　　 エンジョイB 北今市Ａ 瓦口A 北今市B

グラウンドゴルフ 一般の部　　 高橋　勝江 梶本　安子 園田　和美

西浦　誠祐 森　　節子 和田　篤史 堀田　一郎

１２６２点 １２４６点 １２１８点 １２１８点

山下　長夫 手塚　恭子 小林　祥記 　

槌谷　　弘 尾川　千佳子 中西　健二 　

川村　健治 青山　弘道 南　　弘一 　

多留　節男 山中　静枝 乾　　徹雄 　

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

男子三部ダブルス

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



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 南　　緋夏 小谷　将輝 岡崎　雄祐

小学生低学年形の部 野田　　洸 宮本　夏希 木本　佳乃子

小学生中学年形の部 坂本　琉真 太田　浩介 秋山　健祐

小学生高学年形の部 垣本　瑠璃 岡林　　隼 梶田　優衣奈

中学生形の部 篠原　大空 岡北　凌太郎 切塚　琉希亜

高校・一般段外形の部 松田　勇貴

高校・一般有段形の部 永友　大希 小林　武史 濱崎　秀太郎

幼年組手の部 髙井　潤之助 岡崎　雄祐 南　　緋夏 相川　星七

小学生低学年組手の部 坂本　凰峨 松本　連太郎 木本　佳乃子 浅野　椋音

小学生中学年男子組手の部 太田　浩介 坂本　琉真 久保　作太郎 難波　大貴

小学生中学年女子組手の部 コレイア　晏朱 牧村　友夢 浅野　綾音

小学生高学年男子組手の部 岡林　　隼 亘　　颯輝 西田　行志 柳原　晟汰

小学生高学年女子組手の部 黒川　智生 梶田　優衣奈 平野　莉子 垣本　瑠璃

中学生男子組手の部 岡北　凌太郎 野村　成生 原田　直尚

中学生女子組手の部 塩野　愛美 村田　明莉

高校・一般男子段外の部 松田　勇貴

高校・一般女子有段の部 平　　光葉　 梅田　珠莉 嶋田　愛美

高校・一般男子有段の部 永友　大希 平　　恵司郎 濱崎　秀太郎 小林　武史

低学年男子の部 細川　宗徳 吉田　捷哉 橋本　青空 柏木　奏佑

低学年女子の部 内川　ひかり 西井　杏音 泉　　怜愛

中学年男子の部 西田　楓太 内川　忠大 加持　咲弥 吉田　晃貴

中学年女子の部 阪口　洋花 北村   柚月　 片山　菜月 松田　実緯

高学年男子の部 岡田　悠希 美濃部　蒼 小室　伸介 山﨑　航勢

高学年女子の部 安良田　京香 髙垣　真結 杉山　　咲 窪　日花里

中学生男子の部 山本　清吾 岡山　海斗 範國　智也 阪口　大洋

中学生女子の部 貝島　菜月 堀内　彩加 田中　暁子 石川　らん

一般の部 原田　徳士 泉　　勇輝 細川　宗彦 内川　忠輝

幼少の部 多田  涼哉　 勝本　さくら 中西　竜太郎 北川　凱智

小学１年生の部 溝端　悠人

小学２年生の部 坂本　凰峨 三木　拓海 田口　立泰 村尾　龍之介

小学３年生の部 青山　尚揮 勝本　　一 坂本　琉真 南　　悠希

小学４年生の部 多田　竣哉 三木　海舟

小学５年生の部 松尾　日和 薩摩　萠々夏 青山　嶺太 紀戸　綾女

小学６年生の部 北川　智稀

中学生男子の部 清本　学史 脇本　颯一郎 染田　愛都 脇田　一真

中学生女子の部 櫻庭　愛花 杉浦　志帆 窪田　　萌 百々　奈由

一般男子の部 玉置　　聖　 上田　尚生 松尾　浩二 田上　直人

中学生男子の部 米田　琢人 石田　侑也 北河原　公章

中学生女子の部 内田　光咲 藤原　優花 吉田　彩乃

一般男子の部 乾　　光孝 宮島　裕也 西川　建一

一般女子の部 葛井　麻衣 白井　礼子

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

乱捕低学年の部 平敷　優太 西本　玲和 勝間　楓音

乱捕中学年の部 武田　心漣 少路　優斗 山口　航希

乱捕高学年の部 武田　万凜 中嶋　　葵 福井　智貴

乱捕中学生の部 岡本　優音 馬場　倫太郎 武田　海里

乱捕一般の部 森本　大介 高谷　大貴 林田　幸輝

年長の部 楠本　壮馬 福井　祐二 森垣　紗矢香

年少の部 中野　春風 狩野　真央 西島　拓海

剣 道

少 林 寺 拳 法

合 気 道

弓 道

柔 道

空 手 道


