
平成２７年１０月２５日（日）
日進市スポーツセンター
全日本空手道連盟糸東会千政館愛知県本部　天空会
(公財)愛知県体育協会・日進市教育委員会・愛知県糸東会・日進市空手道連盟・中日新聞社

形競技

組手競技

1 小学１年生男子 花光　奏汰 旭和会 藤本　望夢 旭和会 浅井　翔守 淳風会

2 小学１・２年生女子

第４回　日輪杯　空手道交流選手権大会成績

日 時
会 場
主催・主管
後 援

男　　子 田中優斗 天空会

競技種目 優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位
氏　　名 団体名 氏　　名 団体名 氏　　名 団体名

日　　輪　　杯 氏　　　　　名 団　　体　　名
女　　子 上滝萌夏 星城高校

北浦　紫乃 賢秀館 仲岡　実香 天空会 岩倉　麗華 五誓会東灘

八木　鉄平 志暁館

4 小学３年生男子 中島　汰尊 旭和会 中下　祈留 旭和会 本田　塁輝 天空会

3 小学２年生男子 新山裕陽弥 旭和会 岩瀬　紘平 開誠館

大屋菜々美 天空会

6 小学４年生男子 佐藤　碧笈 天空会 大貝　和翔 天空会 岡本　昊生 天空会

5 小学３・４年生女子 西垣　瞳生 松涛羽島 伊藤　彩乃 開誠館

黒崎　雅親 修交会

8 小学５・６年生女子 入谷　莉子 天空会 大島　未咲 誠明館 持留　杏奈 普現流

7 小学５年生男子 広沢　暖我 旭和会 本田　惟織 天空会

富岡　右京 天空会

10 中学生女子 高梨　志帆 誠明館 鈴木　桜 天空会 鈴木　楓 天空会

9 小学６年生男子 須田　翔貴 天空会 鈴木　純晴 天空会

犬飼　一輝 天空会

12 中学２・３年生男子 渋谷　優太 誠明館 赤松　隆 天空会 木下　魁理 修交会

11 中学1年生男子 赤坂　風太 誠明館 小泉　翔太 天空会

三田　渓太 東邦高校

14 高校生女子 瀬戸　望都 星城高校 安藤　実紅 星城高校 近藤　夕貴 星城高校

13 高校生男子 飯田　脩斗 星城高校 桑子　明大 星城高校

井上　千尋 凄拳塾

17 男女シニア 柘植　伸男 天空会 岡田由紀恵 凄拳塾 三輪　朋直 聖徳館

15 一般女子 天野　育子 聖雅館 山口真利奈 志暁館

16 一般男子 藤井新次郎 天空会 アレックス・フェンテス 国際松濤館大橋　紀浩 千政館京都

競技種目 優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位
氏　　名 団体名 氏　　名 団体名 氏　　名 団体名

光井　真喜 旭和会

19 小学１・２年生女子 鈴木　菜々 泊親会清水 北浦　紫乃 賢秀館 水津　和奏 五誓会東灘

18 小学１年生男子 廣瀬　煌斗 五誓会東灘 梅本　直輝 賢秀館

新山裕陽弥 旭和会

21 小学３年生男子 中下　祈留 旭和会 岩本　昊青 泊親会清水 奥田　晴斗 五誓会東灘

20 小学２年生男子 福岡　雄希 泊親会清水 廣瀬　爽偲 五誓会東灘

西垣　瞳生 松涛羽島

23 小学４年生男子 平山楽優琉 旭和会 白田　崇太郎 五誓会東灘 鈴置　はると 天空会

22 小学３・４年生女子 石原　水晶 和道付知 岩佐　莉苑 天空会

黒崎　雅親 修交会

25 小学５・６年生女子 盛田　万桜 志暁館 竹内　蘭 開誠館 折野　歩菜 五誓会東灘

24 小学５年生男子 広沢　暖我 旭和会 伊藤　全 生和会

廣瀬　心星 五誓会東灘

27 中学生女子 千葉　美月 泊親会清水 廣瀬　珠妃 志暁館 鈴木　桜 天空会

26 小学６年生男子 駒津　颯 誠明館 岩佐　慧晶 天空会

渋谷　優太 誠明館

29 中学２・３年生男子 榊原　十夢 泊親会清水 丸尾　響 泊親会清水 松崎　智秋 志暁館

28 中学1年生男子 伊藤　悠 生和会 高津戸　銀士 泊親会清水

瀬戸　望都 星城高校

31 高校生男子 田中優斗 天空会 浅井　優佑 星城高校 小林　勇輝 星城高校

30 高校生女子 上滝萌夏 星城高校 安藤　実紅 星城高校

大西　春樹 国際松濤館34 男子シニア 浅野　博規 聖雅館 田原　一茂 天空会

安藤　智恵子 天空会

33 一般男子 土田　紘也 千政館本部 水野　伸吾 天空会 アレックス・フェンテス 国際松濤館

32 一般女子 天野　育子 聖雅館 井上　千尋 凄拳塾


