
種　　目

男 平川・伊藤 中部 服部・池田 朝明 森・泉 保々 小牧・中村 内部

女 佐野・上原 中部 神田・飯島 内部 中村・福永 橋北 垣内・山口 朝日

男 小川・嶌村 富田 伊藤・生川 三重平 岩花・北川 菰野 朴・打田 海星

女 今井・高島 常磐 笹間・衣川 笹川 佐藤・後藤 菰野 田代・伊藤 富洲原

男 石橋　樹 山手 藤岡伸太郎 羽津 須藤滉一 羽津 新川稜也 常磐

女 杉本遥香 西朝明 川南奈々美 羽津 矢島直美 羽津 伴野智日 菰野

柔道２年 45㎏以下 男 川北　皓輝 菰野 小林　達矢 桜 高山　航 三滝 吉岡　忠仁 三重平

50㎏以下 男 材木　浩紀 大池 瀬古　航大 大池 樋口　惟人 三滝 山下　晃一郎 南

　　　55㎏以下 男 谷口　真吏 桜 廣田　雅紀 大池 岡田　夏男 内部 山下　翔大 三滝

60kg以下 男 小寺　圭佑 菰野 瀬古　翔洋 大池 伊藤　千貴 大池 長野　一朗 中部

66㎏以下 男 原田　呂寛 大池 吾川　靖将 大池 穂園　大祐 内部 内藤　一真 桜

73㎏以下 男 川村　拓真 三滝 千葉　和志 三滝 中谷　篤人 三滝 瀬古　敦弥 中部

73㎏超級 男 笹山　真彦 大池 長谷川　湧 南 榊原　一生 三重平 × ×

１年（軽量級） 男 森脇　鴻志 大池 樋口　彩人 三滝 谷川　匠 朝明 谷口　大地 中部

　　　　（軽中量級） 男 古市　涼夏 三滝 高橋　春樹 朝明 浦中　圭太 三滝 位田　敬亮 菰野

　　　　（中量級） 男 森川　大輝 桜 加藤　眞也 朝明 坂下　紘輝 三滝 内藤　良真 桜

　　　　（重量級） 男 増谷　侑哉 大池 今村　勇太 中部 網岡　達哉 中部 太田　廉 中部

　　２年　44㎏以下 女 田中　佑佳 朝明 × × × × × ×

　　　　　48㎏以下 女 柳川　杏香 三滝 高木　優香 大池 岩田　七海 大池 鈴木　はるな 三滝

　　　　　52㎏以下 女 中筋　怜美菜 大池 川北　希 菰野 服部　若菜 菰野 坂倉　美波 南

　　　　　57㎏以下 女 浅井　萌加 三滝 林崎　美穂 桜 寺本　華菜 大池 × ×

１年（軽量級） 女 加藤　由菜 大池 鈴木　玲花 三滝 小山　千晴 桜 上野山　加奈 三重平

　　　　（軽中量級） 女 下田　采佳 大池 羽場　惟菜 大池 田村　美結 菰野 佐藤　岬海 菰野

　　　　　（中量級） 女 吾川　紗希 大池 柳川　茜 三重平 今村　彩楓 中部 西村　悠里 桜

　　　　　（重量級） 女 前川　朋香 桜 川村　玲奈 三滝 江川　瑞穂 三重平 西田　帆乃璃 三重平

男 国保明良 暁中 伊藤流星 暁中 安藤流布人 暁中

女 西村尚子 暁中 山本真椰 暁中 山路史華 暁中

バドミントン　ダブルス 男 田中・林 西笹川 白井・福田 常磐 石田・坂田 常磐 加藤・後藤 常磐

バドミントン シングルス 男 福田　瑞生 常磐 林　幸輝 西笹川 水谷　隆二 内部 石田　健太 常磐

バドミントン　ダブルス 女 奥田・白石 常磐 田中・林 常磐 竹中・西山 常磐 伊東・坂本 常磐

バドミントン シングルス 女 白石奈々未 常磐 林　優希 常磐 田中　絵里 常磐 水谷　円香 山手

男 古市真暉 朝明 平井陸 山手 西尾佳将 塩浜 一ノ瀬治紀 塩浜

女 菅沼春菜 三滝 武馬明穂 楠 大西真由 塩浜 小柴沙織 塩浜

準優勝 第３位

平成２２年度　三泗地区中学校　新人大会結果（個人の部）

卓　球

ソフトテニス

テニス

剣　道

体　操

優　勝


