
女性5名

レディースの部 エンジェル ＺＥＲＯ 伊野スカッシュＢ

ゲートボール（4/21）　30名
１位 ２位 ３位

居合道（4/7）　　45名
男性40名

スカッシュバレーボール（4/14）　48名
種別 1位 ２位 3位

フリーの部 ＺＥＲＯ オーシャンズＡ オーシャンズＣ

中村クラブ 西南クラブ 西土佐

ペタンク（5/12）　18名
種別 1位 2位 3位

弓道（4/14）　13名

壮年ソフトボール（4/14）　32名
1位 2位

Ｍｅｓｓａｇｅ 中村クラブ

11中

フリーの部 ネコちゃんズ 花みずき さわら美

軟式野球（4/14、28）　120名
１位 ２位

ＯＭＫ 幡多信用金庫

６中

種別 １位 ２位 ３位
団体（一般） 北川・沖上・宮本照 宇都宮・遠近・宮本 三好・小橋・安岡

宮本優子

実年ソフトボール（4/28）　56名
1位 ２位

２０中 12中

７中 ７中
個人 宮本照章 北川みさ

シニアの部　 幡多シニア 四万十町ＳＢＣ 土佐清水シニア

四万十町実年 ｋクラブ

シニアソフトボール（8/4）　150名
種別 1位 2位 3位

３位
中村21

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ（4/18）　105名
種別 １位 ２位 ３位

９人制女子バレーボール（4/15）　35名
１位 2位 ３位

具同４Ｐ とんでる 赤とんぼ

女子 和食　基子 山崎　アミエ 山本　小千代

団体 赤鉄橋 具同クラブ 若鮎
男子 常徳　忠義 森　 敏宏 浜口　静幸

早朝ゴルフ（4/20）　11名
1位 ２位 3位

川村　皓一 松岡　勝喜 江口　順

中村山の会（4/28）　21名　　冨士山（愛媛県大洲市）　 

男性10名 女性11名



卓球（4/13）　98名
団体の部 １位 ２位 ３位

男子 Ｓ．Ｋクラブ 花卓親交会 中村高校 宿毛工業
女子 四国銀行 中村高校 四万十クラブ 東中筋中Ａ

年齢別 宮村・伊与田 松田・小松 清家・川崎 池・池

女子 正木柚羽 國見有結 松岡真優 橋田知佳
年齢別 清家英利 　　　　池　　晴代

個人の部 １位 ２位 ３位
男子 岡本貫志 喜多道臣 中澤隆聖 山本寛明

松田美栄子 　　　　池　　俐

バドミントン（4/21）　122名
種別 1位 2位 3位

男子ダブルスA
竹崎　統庸（芋けんぴーず） 安岡　伸也（中筋ﾊﾞｽ部） 藤井裕廉（Artspeed） 山下憲矢（へなちょこ）
萩野　彰一（芋けんぴーず） 大西　圭祐（中筋ﾊﾞｽ部） 吉永奈穂（Artspeed） 西村志穂（へなちょこ）

男子ダブルスＢ
森澤立樹（DOPE） 間　俊男（宿毛愛好会） 土居正行（窪川クラブ） 薮田　勝（海援隊）
森木洸充（DOPE） 長尾悠生（宿毛愛好会） 山岡尚也（窪川クラブ） 柴田秀一（浜千鳥）

女子ダブルスA
松村奈歩（へなちょこ） 朝比奈寿江（遠藤青汁） 佐竹香織（幡多美人）
鍋島真琴（へなちょこ） 吉松里沙（遠藤青汁） 猪野房子（幡多美人）

女子ダブルスＢ
宮地朱美（安並体育会）戸田幸枝（ぴーすまいる）吉尾小雪（宿毛中学校）
土居真紀（安並体育会）宮川悠彌（ぴーすまいる）野口七海（宿毛中学校）

女子ダブルスＣ
山上敦子（小川組） 大串和子（小川組） 吉尾春花（宿毛愛好会） 石黒華暖（宿毛愛好会）

清家さおり（小川組） 吉田由紀（小川組） 野村侑希乃（宿毛愛好会） 長尾心音（宿毛愛好会）

ミックスダブルスA
山本憲矢（へなちょこ） 別府史章（へなちょこ） 藤井裕廉（Artspeed）
西村志穂（へなちょこ） 松村奈歩（へなちょこ） 吉永奈穂（Artspeed）

東　朔也 東　希世翔 竹外　心春

３位

ミックスダブルスＢ
徳久貴之（へなちょこ） 森下憲司（へなちょこ） 伊藤真二（ｶﾅﾘﾔｸﾗﾌﾞ） 宮川　 悠（ぴーすまいる）

鍋島真琴（へなちょこ） 別府由佳（へなちょこ） 伊藤加寿子（ｶﾅﾘﾔｸﾗﾌﾞ） 町田絢香（ぴーすまいる）

ミックスダブルスＣ
有友光俊（世界ｼｬﾄﾙ協会） タ　パ　ソ  （小川組） 中山誠一郎 （小川組）
坂本　唯（世界ｼｬﾄﾙ協会） 清家さおり（小川組） 大串和子　　（小川組）

竹外　心春

水泳（4/27）　118名別掲

太極拳（4/21）　14名

家庭婦人バレーボール（5/5）　42名
1位 2位 3位

中村フレンズ ことぶき 中村

早起きソフトボール（4/17～8/2）　112名
１位 2位

佐竹自動車 ファミリー中村

日本空手道玄武館（4/13）　11名
種別

組手（小学生の部）
１位 ２位

東　希世翔 東　朔也
型　（小学生の部）



島崎敦久 香南 藤野遥羽 香南

植村姫愛 香南 倉松　臣 道場中村 内村陸和 香南 大久保　誠 道場中村

北村和良 道場中村 井上奏汰 道場中村 山岡煌明 宿毛 岸本陽向 道場中村

坂本　脩 南海 浜田美汰 道場中村 松本庵志 道場中村 山本清太郎 香南

島崎景大 香南Ａ 内村太陽 香南Ｄ 大中虎乃助 香南Ｅ 山本琉羽 道場中村

坂本　遼 南海 伊与田航希 宿毛 藤原芳守 南国長岡 西岡大悟 南海

仙頭　匠 山奈 野村光希 土佐清水 山口心愛 剣武会 和田十郎 後川

土居　千乃 窪川 山中　健 窪川 毛利　剣士 土佐清水 和田　ゆり江 後川

井上　遥 一心会 伊芸みなる 一心会 才能杏珠 渡川 小松にこ 渡川

土居皇太 窪川 山﨑源太 渡川 井上真希 一心会 山中　庵 窪川

才能加稟 中村中 大野夏寿沙 中村中 植木柚希 中村中 浦田桜奈 中村中

宮﨑珠吏 大方中 永澤想蘭 清水中 柿内優希 大方中 山沖遼我 大方中

松本太誠 幡多農業 永野公理 幡多農業 徳　渉望 中村 山中蓮太 中村

個人の部

相撲（6/2）　50名
団体の部 １位 ２位 ３位
小学生 南　国 香 南 Ａ 宿　毛

剣道（4/29）　92名

１位 ２位 ３位
小学1年生
小学2年生

光宗仁毅 南国長岡

小学3年生
小学4年生
小学5年生
小学6年生

団体の部 １位 ２位 ３位
体育協会長杯兼

小学生 黒潮町一心会 山奈少年剣道教室 後川少年剣道クラブ 渡川こども剣心会

黒潮町一心会OB
３位

中村高校Ａ

中学生 中村中学校Ａ 大方中学校 清水中学校 中村中学校Ｂ
中村高校Ａ高校生

高校生

中村高校Ｂ 宿毛工業高校

四年生
高学年女子
高学年男子
中学生女子
中学生男子

個人の部 １位 ２位
三年生以下

一　般 幡多剣道連盟 宿毛工業高校



一部 佐竹・田野 大用 土居・佐竹 大用 清水・段松 ミニ
二部 長尾・有友 中村STC 河内・植木 中村STC 池   ・藤近 中村STC

三部 石黒・宮上 中村STC 篠田・福本 ﾐﾆｸﾗﾌﾞ 安岡・正木 中村STC

女子 一般 森・松田 中村STC 有友・宇都宮 中村STC 三浦・宮上 中村STC

宮田　航 佐竹　柊 竹澤　榛
津野　航 益岡緑里 土岐聖矢

伊勢脇将生 前田真撞 伊藤悠輝 岡村理玖
岡　悠太 井本葉瑠 岸上晴紀 岡　　響
神田木綿 濱田愛美 坂本琉哩 今岡　花
宮崎　恋 都築歩果 森本姫葵 安岡綾乃

伊勢脇結愛 佐竹姫奈 佐竹姫奈 平石里菜
坂本春菜 弘田有花音 山本麻弘 宗崎菜摘
尾崎健人 篠山 福見優心 吉崎　瑚 ミニ 上熊須拓人
安藤大輝 新居浜 江口飛翔 敷地憧哉 大用 近澤海瑠
宮岡海吏 青木　舜 鍋島永太郎 三好俊和
山中温人 吉田晴哉 弘田莉里央 田中匠次郎
山本優花 蕨岡杏悧 清家七海 秋森莉亜
上田　椿 岡原未空 山崎史帆里 弘瀬美咲
木下きこ 木下そら 黒岩虹花 清水柚李
岡崎心愛 谷田詩織 弘田由莉佳 麻田はるか
中山稟彩 岡田留奈 蕨岡　凜 鍋島正真
弘瀬　葵 吉見果帆 岡原梓実 高橋望月

シ・マムタの会（4/21）　24名　四国カルスト巨木の森

ＨＥＡＴ 桃色 ＺＥＲＯ

男性13名 女性11名

ミックスバレーボール（4/14）　54名
1位 2位 3位

篠山 東中筋

男女混合 三部 東中筋 篠山 篠山 朝倉

女子 二部 篠山 篠山 朝倉 中村

中村

二部 黒潮 篠山 朝倉 篠山

小学生

男子
一部 東中筋

女子 一部 東中筋 篠山

大用 中村

三年 大用 大川筋 大川筋 中村

中学生

男子
一年・二年 中村 大用 大川筋

女子
一年・二年 大用 大方

三年 大用 中村 大川筋 中村

一般
男子

ソフトテニス（4/29・5/11・5/25） 184名
種別 1位 2位 3位


