
大会名
期　 日
会   場

ジュニアの部
階級 選手名 所属 選手名 所属

ピン 桑原　誠 久居高校 松田　有真 明野高校
ライトフライ 大田　　忍 水産高校 大木　航希 明野高校

フライ 上村　雄音 久居高校 谷口　唯斗 明野高校
バンタム ⻑谷川　⻯希 久居高校 ⻄村　侑徒 明野高校
ライト 大辻　⻯輝 明野高校 伊藤　拓⾺ 久居高校

ライトウエルター ⻄口　亮 久居高校 谷　直哉 久居高校
ウエルター 下村　啓太朗 久居高校 樋口　和輝 PHENIAジム

ミドル 竹内　智哉 水産高校 -- --
⼥⼦ジュニアの部

階級 選手名 所属 選手名 所属

ピン ⼭口　友⾥華 明野高校 -- --
ライトフライ 宮本　菜那 久居高校 -- --

フライ 宮本　芽依 久居高校 -- --
ｱﾝﾀﾞｰｼﾞｭﾆｱの部

階級 選手名 所属 選手名 所属
小学生30kg 土性　誠揮 四日市ジム -- --
小学生32kg 尾市彪龍 まさるジム -- --
小学生36kg 小森　嶺 四日市ジム -- --
小学生38kg 水谷日向 KUWANAジム 田中　汐海 四日市ジム
小学生40kg 服部　太陽 四日市ジム -- --
小学生44kg 菊⼭彪斗 まさるジム -- --
小学生⼥⼦42kg 中⼭　あゆ 四日市ジム -- --
中学生36kg 田嶋位兆 まさるジム -- --
中学生38kg 稲垣海人 まさるジム 水原　凜 四日市ジム
中学生40kg 柴田　凌 四日市ジム -- --
中学生46kg 村井　康晟 PHENIAジム -- --
中学生48kg 菊田　蓮 四日市ジム 霧畑　輝 四日市ジム
中学生50kg 大杉　兼心 四日市ジム -- --
中学生52kg 国吉　晃生 四日市ジム 石川魁人 KUWANAジム
中学生54kg 藤井　玲央 PHENIAジム -- --
中学生57kg 中島　鉄人 PHENIAジム 柳　海雲 KUWANAジム

優　勝 ２　位

みえスポーツフェスティバル
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所属 選手名 選手名 所属名
1 L 久居高校 下向　翔也 × WP 0-3 ○ ⼤辻　⻯輝 明野高校
2 40kg 四日市ジム 柴⽥　凌 × WP 0-3 ○ ⽔原　凜 四日市ジム
3 P 明野高校 ⼭⼝　友⾥華 ○ WP 3-0 × 服部　太陽 四日市ジム
4 P 久居高校 宮本　菜那 ○ TKO 2R0'48" × 中⼭　あゆ 四日市ジム
5 50kg 四日市ジム ⼤杉　兼心 ○ WP 3-0 × 宮本　芽依 久居高校
6 P 久居高校 桑原　誠 ○ WP 3-0 × 松⽥　有真 明野高校
7 F 四日市ジム 飯塚　晴也 ○ WP 3-0 × ⽥端　健也 明野高校
8 LF ⽔産高校 ⼤⽥　　忍 ○ WP 3-0 × ⼤木　航希 明野高校
9 F KUWANAジム 柿原克海 × TKO 1R1'39" ○ 中⼭　皓貴 明野高校
10 F 久居高校 上村　雄音 ○ WP 3-0 × 谷⼝　唯斗 明野高校
11 B 久居高校 ⻑谷川　⻯希 ○ WP 2-1 × ⻄村　侑徒 明野高校
12 LW 久居高校 ⻄⼝　亮 ○ WP 3-0 × 谷　直哉 久居高校
13 LW 久居高校 片島　絃 × TKO 1R2'01" ○ 樋⼝　和輝 PHENIAジム
14 W 久居高校 下村　啓太朗 ○ WP 3-0 × 竹内　智哉 ⽔産高校
15 32kg まさるジム 尾市彪龍 ○ TKO 2R1'40" × 土性　誠揮 四日市ジム
16 38kg KUWANAジム ⽔谷日向 ○ TKO 2R0'55" × ⼩森　嶺 四日市ジム
17 38kg まさるジム 稲垣海人 ○ TKO 1R0'50" × ⽥中　汐海 四日市ジム
18 46kg PHENIAジム 村井　康晟 × TKO 2R1'35" ○ 菊⽥　蓮 四日市ジム
20 48kg 四日市ジム 霧畑　輝 × WP 1-2 ○ 菊⼭彪斗 まさるジム
21 52kg 四日市ジム 国吉　晃生 ○ WP 3-0 × 石川魁人 KUWANAジム
22 57kg PHENIAジム 中島　鉄人 ○ TKO 2R1'04" × 柳　海雲 KUWANAジム
23 L 久居高校 伊藤　拓⾺ × WP 0-3 ○ ⼤辻　⻯輝 明野高校
24 36kg まさるジム ⽥嶋位兆 ○ WP 2-1 × ⽔原　凜 四日市ジム
25 P 久居高校 宮本　菜那 ○ WP 3-0 × ⼭⼝　友⾥華 明野高校
26 54kg PHENIAジム 藤井　玲央 ○ TKO-I 1R1'04" × ⻄岡　蓮 明野高校

⻘コーナー

大 会 名
みえスポーツフェスティバル
会    場
久居農林高校
期    日
９⽉１８日(日)　12:30〜

試合番号 階級 赤コーナー 勝敗区分
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2016 みえスポーツフェスティバル　ミット打ち競技
会場：久居農林高校

竹内　智也 16

太田　忍 16 7

⼤林　愛菜 １６ 12

濱⼝　麗永 １６

⼤木　航希 15 8

田端　健也 15 0 12

奥田一星 10 15

吉岡　勝 53 17

下村　啓太朗 17 2

片島　絃 16 10

松田侑真 16 11

山本　拳 25 11

奥田優星 8 8

菅沼裕太 34 6

⻑井　望 12 14

⻑井　佑聖 18 11

伊藤　拓⾺ 17 7

⻄⼝　亮 17 14

桑原　誠 16 5

谷　直哉 17 6

上村　雄音 17 15

下向　翔也 17

命短し恋せよ⼄⼥
（水産高校）

 たちゅきのデスボイス

高⾒盛とポンコツ
(久居高校)

チーム拳闘
(三重県連盟)

2016/9/17

きじあけの
（明野高校）

チームステーキ
ブラザーズ

(まさるジム)

お子様ランチ
(久居高校)

明野ジャングル
（明野高校）

暗⿊の堕天使
(久居高校)

ホワイトキャット
〜ゲーマ〜

（久居高校）

いっせーの！！
（まさるジム）


