
第３０回三重県スポーツ少年団剣道交流大会

令和３年11月27日

三重交通グループ　スポーツの杜鈴鹿　体育館
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小学生5・6年生男子の部 (２)

48

24 米山　凛大朗 久米剣道スポーツ少年団 中西　唯斗 大台剣友会 49

桑名剣友会 47

23 稲垣　尚斗 鈴鹿赤胴スポーツ少年団 松岡　優輝

近藤　奏音 津西修道館スポーツ少年団 5025 田邊　稔八 河芸剣道スポーツ少年団

三重一心剣友会スポーツ少年団

平田　喜代志 川越剣道スポーツ少年団 46

22 西巻　光翔 富田剣道スポーツ少年団 佐藤　涼大

21 山村　将成 嬉野スポーツ赤胴少年団

44

20 宮本　誠弥 玉城町スポーツ少年団 岩野　純弥 三重西錬心会剣道スポーツ少年団 45

嬉野スポーツ赤胴少年団 43

19 山中　晴 津西修道館スポーツ少年団 西川　遥斗 豊地剣道スポーツ少年団

山下　蒼偉 常磐剣道スポーツ少年団 42

18 渡邉　流聖 ゆりあげ剣道スポーツ少年団 西山　楓隼

17 石垣　志竜 東員剣道スポーツ少年団

40

16 西川　翔琉 亀山剣道スポーツ少年団 上前田　奏 紀宝剣道スポーツ少年団 41

白山剣道スポーツ少年団 39

15 岡本　惇暉 三重一心剣友会スポーツ少年団 佐藤　楓真 三重剣優館剣道スポーツ少年団

玉谷　旬 和道館剣道スポーツ少年団 38

14 後藤　大駕 和道館剣道スポーツ少年団 梅澤　琉来

13 栗栖　桜雅 正平館道場剣道スポーツ少年団

36

12 伊藤　大智 大台剣友会 前田　虎太郎 嬉野スポーツ赤胴少年団 37

亀山剣道スポーツ少年団 35

11 矢野　聖夜 ゆりあげ剣道スポーツ少年団 若林　隼平 三重剣優館剣道スポーツ少年団

延△判

佐々木　暁士 ゆりあげ剣道スポーツ少年団 34

10 笹岡　順平 嬉野スポーツ赤胴少年団 後藤　マックス

9 水谷　清吾 大谷台剣心会

32

8 高木　琥央 東雲剣友会スポーツ少年団 松本　真虎 東員剣道スポーツ少年団 33

白剣会スポーツ少年団 31

7 工藤　湊翔 高岡剣道スポーツ少年団 服部　隼虎 羽津剣道スポーツ少年団

加藤　翔希 津西修道館スポーツ少年団 30

6 吉田　音琶 松阪剣道スポーツ少年団 越智　晴輝

5 服部　将虎 羽津剣道スポーツ少年団

28

4 笠井　健太郎 三重剣優館剣道スポーツ少年団 辻　絢太 無上咒剣道スポーツ少年団 29

東雲剣友会スポーツ少年団 27

3 濱口　爽多 答志剣道スポーツ少年団 山口　千畝 和道館剣道スポーツ少年団

北地　泰雅 鳥羽武道館剣道スポーツ少年団 26

2 藏元　重槻 菰野剣道スポーツ少年団 笹間　樟希

1 羽田　彩人 富田剣道スポーツ少年団
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51 宮島　汰成 ゆりあげ剣道スポーツ少年団 田中　稜大 白剣会スポーツ少年団 76

52 戸松　伶緒 玉城町スポーツ少年団 奧村　龍成 桑名剣友会 77

53 笠松　裕太郎 三重西錬心会剣道スポーツ少年団 中　翼颯 川越剣道スポーツ少年団 78

54 北川　侑正 河芸剣道スポーツ少年団 高島　孝太 和道館剣道スポーツ少年団 79

55 水谷　伍希 東員剣道スポーツ少年団 神谷　拓実 高岡剣道スポーツ少年団 80

56 横井　来飛 三重一心剣友会スポーツ少年団 郡　和輝 三重剣優館剣道スポーツ少年団 81

57 杉本　一太 和道館剣道スポーツ少年団 緒方　歩 嬉野スポーツ赤胴少年団 82

58 荒川　琉希亜 日の丸剣道スポーツ少年団 国谷　晴司 四日市剣道文武会スポーツ少年団 83

59 杉本　煌明 東雲剣友会スポーツ少年団 三好　遼河 菰野剣道スポーツ少年団 84

△
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60 遠藤　真 大台剣友会 野村　悠斗 龍水館 85

61 澤本　晃人 津西修道館スポーツ少年団 山本　晃也 津西修道館スポーツ少年団 86

62 伊藤　洸太郎 嬉野スポーツ赤胴少年団 後藤　匠滋 三重一心剣友会スポーツ少年団 87

63 深津　奏介 富田剣道スポーツ少年団 中村　優斗 松阪剣道スポーツ少年団 88

64 川村　幸史郎 羽津剣道スポーツ少年団 谷口　友紘 紀宝剣道スポーツ少年団 89

65 馬場　たいき 鈴鹿赤胴スポーツ少年団 清水　汀 和道館剣道スポーツ少年団 90

66 野口　湊一朗 颯友会 林　勝利 津西修道館スポーツ少年団 91

67 小林　大地 三重剣優館剣道スポーツ少年団 牛田　萌仁 ゆりあげ剣道スポーツ少年団 92

68 刑部　絢晴　 三重友志会剣道スポーツ少年団 兵頭　依蕗 鳥羽武道館剣道スポーツ少年団 93

69 濱本　東馬 和道館剣道スポーツ少年団 曽我　義明 朝明剣道スポーツ少年団 94

70 片山　瑛大 川越剣道スポーツ少年団 坂井　悠大 嬉野スポーツ赤胴少年団 95

東雲剣友会スポーツ少年団 9671 多和田　雄真 三重一心剣友会スポーツ少年団 小柳　翔太朗

メ延メ

72 向井　廉太朗 菰野剣道スポーツ少年団 櫻井　泰基 亀山剣道スポーツ少年団 97

74 仲　純汰 大谷台剣心会

75 山口　蒼 嬉野スポーツ赤胴少年団 服部　理空 三重剣優館剣道スポーツ少年団 100

98

黒川　新太 三重西錬心会剣道スポーツ少年団 99

73 郡　翔馬 久米剣道スポーツ少年団 難波　藍斗 河芸剣道スポーツ少年団


