
出場者 優勝 所属 準優勝 所属 三位 所属 三位 所属

5 髙橋　月都 多支（相可） 出口　瑛心 多支（相可） 野島　月姫 松支（駅前） ー ー

20 大野　愛斗 竜（南島東） 服部　　蓮 竜（松阪北） 大﨑　　晟 成（亀山東） 住田　　碧 成（上川）

11 小島　妃雛 拳（名北） 松井　琴音 竜（度会） 長谷川瑠愛 竜（度会） 森口　琉葵 竜（松阪北）

21 四方　咲綾 拳（中小田井） 宇都口　愛莉 拳（名北） 坂口　由衣 成（南が丘） 大﨑　柚季 成（亀山東）

9 藤原　育恵 成（嬉野） 湯谷　糸花 竜（飯高） 前田　桧菜 竜（松阪西） 服部　葵 竜（松阪北）

15 伊藤　碧沙 成（小野江） 水野美結彩 拳（中川） 中村　琴音 竜（度会） 岡林依知花 成（上川）

15 塩田　　空 拳（井ヶ谷） 田河ありさ 拳（井ヶ谷） 岩本　紗愛 成（南が丘） 佐藤朱希梨 成（千里）

9 南出ひま琉 竜（松阪北） 大山　桃果 成（小野江） 木戸　結愛 拳（三好） 姫野　心遥 成（上川）

10 山本　梨乃 竜（松阪西） 岡本　うみ 拳（刈谷） 加藤　理子 拳（名北） 山川　奏 成（美里）

11 小阪　妃可 松支（駅前） 塩原　瑚万知 拳（神戸須磨） 村田夏美希 竜（松阪西） 堀井　萌花 竜（松阪西）

6 中村　心優 玉支（玉城） 若林　乙葉 成（上川） 大平　ゆな 成（南が丘） ー ー

23 石川　丈晟 竜（松阪西） 劉　　雨澤 松支（駅前） 前田　桂吾 竜（松阪西） 知﨑　勇志 竜（松阪西）

23 渡邊　　樹 成（美里） 岡田　一歩 成（嬉野） 井上　尋斗 伊支（伊勢） 千葉　侑来 成（美里）

17 谷口　朔都 多支（相可） 松丘　侑大 竜（松阪北） 出口　晃誠 多支（相可） 森田　昇錬 多支（相可）

14 上村　　銀 成（嬉野） 藤岡　　蓮 成（上野） 橋本　捺希 成（上川） 市川　維士 成（亀山西）

19 古川　柊太 拳（三好） 石川　大凱 竜（松阪西） 森本　尋斗 竜（飯高） 松波　　善 拳（半田）

14 西﨑　星矢 多支（相可） 中西　虹翔 成（嬉野） 水澤　大地 成（亀山東） 大谷　悠真 拳（刈谷）

19 居附　　豪 拳（三好） 小川　健太 成（亀山西） 北川　　朔 成（松阪港） 藤原　琉空 拳（三好）

23 岡林　優斗 成（上川） 稲継　悠仁 成（美里） 河村　颯斗 松支（駅前） 松丘　竜治 竜（松阪北）

9 浦田　壮 多支（相可） 岡野　琥羽真 多支（相可） 野村　海斗 拳（名北） 稲継　和粋 竜（松阪東）

24 平岩　宗将 拳（中小田井） 伊藤　瑠嘉 拳（中小田井） 尾崎　直生 拳（名北） 足立　鷹山 拳（中小田井）

12 谷口　航太 伊支（伊勢） 尾﨑　理央斗 成（津西） 山田　龍叶 成（津西） 森田　宗真 成（嬉野）

16 野呂　拓生 多支（勢和） 倉地　琉心 拳（三好） 古川　楓太 拳（三好） 居附　　善 拳（三好）

13 田中　隆之将 成（津西） 佐野　良來 成（亀山西） 井田　貴弥 多支（勢和） 杉原　海都 拳（名北）

17 大島　月 竜（度会） 前岡　朝陽 拳（神戸須磨） 久野　渉夢 拳（三好） 奥田　朝陽 竜（松阪西）

13 石川　大耀 拳（井ヶ谷） 福井　真崇 成（松阪港） 岡谷　裕海 竜（南島東） 池川　慎弥 成（嬉野）

7 奥村　一真 成（上川） 本田 琉也 伊支（伊勢） 本多　春磨 成（亀山東） ー ー

5 山室　柊弥 成（稲生） 古川　嘉基 伊支（伊勢） ― ― ー ー

12 原　昂生 成（亀山東） 東條　祐昊 玉支（玉城） 梅本　迅 拳（刈谷） 中村　公亮 成（千里）

13 橋本　天汰 竜（松阪東） 木戸　悠斗 拳（三好） 山下　陽大 成（嬉野） 久野　愛登 拳（三好）

11 大島　天 竜（度会） 山辺　大地 成（津西） 羽根　琉煌 成（久居西） 尾﨑　琥央 成（津西）

19 松丘　眞英 竜（松阪東） 御手洗　温都 成（上川） 山中　幸弥 竜（松阪東） 池田　陽翔 成（小野江）

11 久留内　絆斗 多支（相可） 西尾　一斗 成（南が丘） 小原田　榊 成（津西） 中西　壱兎 竜（松阪西）

7 山口　祐希 成（雲出） 島田　暁 成（亀山東） 山本　一輝 竜（松阪東） ー ー

6 伊藤　千文 成（久居西） 松島　　怜 成（松阪港） 林　　春奈 拳（名北） ー ー

7 松本明香里 成（松阪港） 小島　真未 拳（名北） 服部あゆ美 竜（松阪北） ー ー

8 関岡　徹 竜（松阪東） 前田　将規 竜（松阪西） 南出　公彦 竜（松阪北） 三宅　基司 竜（松阪西）

21 大前　哲也 竜（飯南） 長谷川正義 竜（松阪西） 田河　隆志 拳（刈谷） 沼田　典也 竜（松阪西）

19 関岡　州 竜（松阪東） 関岡　匠 竜（松阪東） 関岡　侑 竜（松阪東） 野澤　拓也 松支（駅前）
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名前 所属

優勝 関岡　州 竜（松阪東）

優勝 関岡　徹 竜（松阪東）

優勝 大前　哲也 竜（飯南）

高校生女子 中級・上級

クラス

幼児（年少・年中）初心

幼児（年長）初心・初級

小学生女子1・2年初心・初級・中級

小学生女子3・4年初心・初級

小学生女子3・4年中級・上級

小学生女子5・6年 初級

小学生女子5・6年 中級

小学生女子5・6年 上級

中学生女子 初級・中級

中学生女子 上級

小学生男子2年 初心

小学生男子2年初級・中級

小学生男子3年 初心

小学生男子3年 初級・中級

高校生男子 重量級

小学生男子6年 初心・初級

中学生男子2・3年 軽量級
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中学生男子2・3年 中量級

中学生男子2・3年 重量級

高校生男子 軽量級

小学生男子6年 中級

小学生男子6年 上級

中学生男子1年 軽量級

中学生男子1年 中量級

中学生男子1年 重量級

小学生男子4年 初心

小学生男子4年 初級

小学生男子4年 中級・上級

小学生男子5年 初心

小学生男子5年 初級・中級

小学生男子1年 初心・初級

成道會（成）、竜成会（竜）、拳友会（拳）、松阪支部（松支）、多気支部（多支）、玉城支部（玉支）、伊勢支部（伊支）

小学生男子5年 上級

マスターズ男子 45歳以上

一般有段

一般女子 

マスターズ女子

マスターズ男子 45歳未満

一般段外

total

特　別　賞

闘　魂　杯

総　裁　杯

総　裁　杯

一般有段

マスターズ男子 45歳未満

マスターズ男子 45歳以上


