
平成29年11月23日（木・祝）
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

浅野博規 聖雅館 小木美里 金井学園ｊｒ

飯田脩斗 淑徳大学 名倉圭佑 聖雅館名古屋

20 ｼﾆｱ男女 桑野路子 淳風会長久手 松下美保子 松涛岐中

溝口理佐 淑徳大学

19 一般男子 丹羽元希 泊親会清水 牧野真一 聖雅館名古屋

赤松　隆 天空会 前畑　州 浜松開誠館

18 高校生女子・一般女子 磯村　桜 淳風会長久手 谷　ももこ 淑徳大学

世古陽茉里 五誓会 井上夏桜 開誠館

17 高校生男子 吉田優太 愛産大高 杉浦伴哉 愛産大高

北　拓磨 賢秀館鈴鹿 太田慈人 浜松開誠館

16 中学生女子 入谷莉子 天空会 佐藤琴美 皆思道場

森元蓮志 星友館 廣瀬誠門 一涛塾

15 中学２・３年生男子 北浦蒼斗 賢秀館鈴鹿 須田翔貴 天空会

川尻侑耶 松涛岐中 土居姫佳 一涛塾

14 中学1年生男子 本田惟織 天空会 小笠原　漸 松涛連盟碧南

杉原志道 志空塾 西川　瞬 拳和会鈴鹿北

13 小学６年生女子 本條雪華 練心舘和田山 水津初音 五誓会東灘

伊藤彩乃 開誠館 渡邉珠玖 一涛塾

12 小学６年生男子 大貝和翔 天空会 鈴置はると 天空会

小笠原　凱 松涛連盟碧南 成瀬晃太郎 犬空会

11 小学５年生女子 生原真琴 研友会 加藤友悠 天空会

全丸亜未 松涛岐中 横矢優月 天空会

10 小学５年生男子 杉山悠大 松涛藤枝高州 能　由都輝 練心舘和田山

岩瀬紘平 開誠館 奥野温幹 天空会

9 小学４年生女子 佐野栞那 松涛城西 鈴木莉子 天空会

稲内友菜 天空会 松田朔耶 開誠館

8 小学４年生男子 一木咲太 犬空会 毛利　瑛 志空塾

市橋龍蔵 犬空会 与儀勇友 犬空会

7 小学３年生女子 能　心郁 練心舘和田山 北浦紫乃 賢秀館鈴鹿

林　花蓮 犬空会 天安麻央 天空会

6 小学３年生男子 浅井翔守 天空会 小笠原　彪 松涛連盟碧南

増田雄心 犬空会 横山　醇 国立会

5 小学２年生女子 奥田稀羽 犬空会 毛利希颯 志空塾

岩崎祐登 一涛塾 平山倖愛 千政館

4 小学２年生男子 向井煌之典 志空塾 小島慶大 犬空会

一木詞斗 犬空会 早野成琥 犬空会

3 小学１年生女子 笹嶺智穂 国立会 田島優亜 犬空会

近藤舞桜 泊親会清水 小野心源 皆思道場

2 小学１年生男子 佐野竜之介 松涛城西 尾花拓海 研友会

氏　　名 団体名 氏　　名 団体名

1 幼児 和田侑真 天空会 斉藤鉄将 千政館

形競技 優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 ３　　　位

競技種目 氏　　名 団体名 氏　　名 団体名

女　　子 入谷莉子 天空会

男　　子 村田有弥 浜松開誠館

第６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

日　　輪　　杯 氏名 氏名



一濤塾

杉浦光輝 開誠館星城高校

飯田ももの 星城高校

栗田　尊 浜松開誠館 小林洸輝

所　美侑 一濤塾

千葉大雅 泊親会清水

泊親会清水 石原水晶 和道付知

修交会

犬空会

天空会

鈴置はると 天空会大貝和翔 天空会

一濤塾

村上洋斗 拳忍会舟橋

佐藤琴美 皆思道場 吉田朱里 一濤塾

山本隆太 皆思道場

曽根紅愛 清空塾

五味　蓮 千政館

富岡沙良 天空会

尾崎智輝 千政館

土居姫佳 一涛塾

高校生団体組手 浜松開誠館 浜松開誠館

平野早紀 浜松開誠館 竹内　蘭 開誠館

エキシビジョン 男子優勝 女子優勝

20 ｼﾆｱ男子 竹平一博 三輪朋直 聖徳館

水野伸吾 天空会 清水　聡 牧野真一 聖雅館名古屋

小木美里 金井学園ｊｒ 松下美保子 松涛岐中 三輪美和 聖徳館 甲斐雅子 聖徳館

天空会 田原一茂 天空会 浅野博規 聖雅館

浜松開誠館

３　　　位 ３　　　位

氏　　名 団体名 氏　　名 団体名 氏　　名 団体名 氏　　名 団体名

大下冬士 安倍川

中谷竜生 開誠館

井上夏桜 開誠館

三藤桃瑚 泊親会清水

古俣登也 泊親会清水

古俣　心 渡邉紗姫 一濤塾

19 一般男子

21 ｼﾆｱ女子

優　　　勝

村田有弥 浜松開誠館

飯田脩斗 淑徳大学

16 中学２・３年生女子 星野朱音

泊親会清水

奥田稀羽

組手競技

16 中学１年生女子 世古陽茉里 五誓会

15

永井カンナ 浜松開誠館

萩原大知 泊親会清水

17 高校生男子

18 高校生女子 山口めぐみ 浜松開誠館 西尾明日香

天空会

福島樹希 千政館

小野心源 皆思道場

一木詞斗 犬空会

笹嶺智穂 国立会

横田　亮 聖雅館

天安麻央 天空会

浅井翔守

中学２・３年生男子 竹平涼真

14 中学1年生男子 高橋賢冴 安倍川

準　優　勝

森元蓮志 星友館

13 小学６年生女子 遠藤友莉奈 杉浦真帆

12 小学６年生男子 島　偉介 個人参加

11 小学５年生女子 村山鈴音 和道付知 生原真琴 研友会

一濤塾

鈴木夢花 颯志館

10 小学５年生男子 佐藤麒一 皆思道場 高橋利輔 拳忍会舟橋 海沼心晴 泊親会清水

9 小学４年生女子 高橋希々可 拳忍会舟橋 小畑菜央 拳誠塾内田塾

泊親会清水

8 小学４年生男子 宮﨑七緒 佐保派拳和会 佐藤遼希 星友館

7 小学３年生女子 真子陽遥 犬空会 和泉凛香 五誓会東灘

毛利希颯 志空塾

6 小学３年生男子 﨑中舜矢 拳忍会舟橋 白木悠成 和道流勝浦

5 小学２年生女子 林　花蓮 犬空会

岩崎祐登 一涛塾

4 小学２年生男子 横山　醇 国立会 清高海里 拳忍会舟橋

3 小学１年生女子 濱川心嘉 平山倖愛 千政館

増田雄心 犬空会

柏尾　誉 聖雅館名古屋

2 小学１年生男子 岩村浩也 清水涼真 泊親会清水 関　彪太 犬空会

1 幼児 斉藤鉄将 千政館 和田侑真 天空会

競技種目

一般女子 安藤智恵子 天空会 溝口理佐 淑徳大学 原　幸代 天空会 今枝　舞 淑徳大学


