
第２７回　静岡県少年少女空手道選手権大会 平成２３年４月１７日（日）

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 小学1年生　男子　形の部 後藤信之介 養正館沢田 大川　照英 養正館沢田 丸山　滉太 鴻志会養正館 大塲　孝輝 一心舘

2 小学2年生　男子　形の部 勝又　颯太 鴻志会養正館 水野　太陽 大民塾 丸尾　　瑛 正真館 守　　泰希 大民塾中央

3 小学3年生　男子　形の部 大川　壱哲 養正館沢田 藤沼　修斗 荒和会創空支部 杉山　寛翔 静岡剛柔館清水 長谷川凱士 静岡剛柔館正剛

4 小学4年生　男子　形の部 飯田　大地 大民塾 岡本　怜大 優空会 神戸　巧志 大民塾 丸尾　　響 正真館

5 小学5年生　男子　形の部 上柳　　大 静岡剛柔館清水 望月　　想 大民塾 三森　和磨 藤枝精誠館支部 谷川　太一 磐田天理

6 小学6年生　男子　形の部 石神　璃久 静岡剛柔館正剛 間宮　優弥 泊親会清水道場 赤平　雄一 御殿場西支部 山本　　倫 大民塾

7 小学1年生　女子　形の部 橋本　鈴江 山の手スポ少 佐々木麻衣 大民塾 飯田　涼々 大民塾 蒔田　あい 大民塾中央

8 小学2年生　女子　形の部 飯岡　寧々 鴻志会致道館 高橋　優瞳 颯志館桜道場 井口　　涼 優空会 植松明日香 錬流館

9 小学3年生　女子　形の部 川人つぐみ 鴻志会養正館 成岡　咲那 大民塾 石田　 藍 静岡剛柔館正剛 石神　舞奈 静岡剛柔館正剛

10 小学4年生　女子　形の部 佐々木瑠衣 大民塾 飯岡　志保 鴻志会致道館 野中　明莉 正真館 佐野　　星 鴻志会拳武館

11 小学5年生　女子　形の部 宮田　京奈 大民塾 成岡　優那 大民塾 宮下　紀香 静岡剛柔館静岡 池端　桃花 静岡剛柔館正剛

12 小学6年生　女子　形の部 山田　瑞稀 大民塾 杉浦　舞奈 優空会 長松　みう 養正館沢田 露木　美和 養正館沢田

13 小学1年生　男子　組手の部 田口　拓海 大民塾 後藤信之介 養正館沢田 馬場　孝典 鴻志会養正館 鈴木　一平 一心舘

14 小学2年生　男子　組手の部 千葉　大雅 泊親会清水道場 竹田　陸斗 大民塾 海野陽乃汰 大民塾 水野　太陽 大民塾

15 小学3年生　男子　組手の部 高津戸銀士 泊親会唐心塾 片山　　優 正真館 室井　佑介 大民塾 大家　優翔 鴻志会養正館

16 小学4年生　男子　組手の部 松島　大志 山の手スポ少 飯田　大地 大民塾 亀山　友翼 静岡剛柔館正剛 前田　　直 大民塾東支部

17 小学5年生　男子　組手の部 田井中　琉生 大民塾 中根　慶人 泊親会清水道場 都築　虎太朗 山の手スポ少 岩崎　　陽 泊親会清水道場

18 小学6年生　男子　組手の部 遠藤　丈太 泊親会唐心塾 中村　琉也 泊親会清水道場 木村　友哉 正真館 渡邉　龍翔 協会沼津支部

19 小学1年生　女子　組手の部 橋本　鈴江 山の手スポ少 室井　郁香 大民塾中央 佐々木麻衣 大民塾 齊藤　新菜 大民塾中央

20 小学2年生　女子　組手の部 渡部　　麗 鴻志会養正館 門名　花菜 袋井天理支部 磯部　由奈 瑞空塾至誠道場 大村　　心 袋井天理支部

21 小学3年生　女子　組手の部 成岡　咲那 大民塾 池端　花音 静岡剛柔館正剛 石神　舞奈 静岡剛柔館正剛 川人つぐみ 鴻志会養正館

22 小学4年生　女子　組手の部 奥山　　南 泊親会清水道場 佐々木瑠衣 大民塾 望月　玲那 山の手スポ少 佐野　　星 鴻志会拳武館

23 小学5年生　女子　組手の部 千葉　美月 泊親会清水道場 森　　菜摘 山の手スポ少 設楽　優花 山の手スポ少 井端　日彩 泊親会唐心塾

24 小学6年生　女子　組手の部 谷沢　純香 山の手スポ少 多々良茉里 大民塾中央 髙橋　可愛 協会沼津支部 島本　海佑 大民塾中央

成　　　績　　　表

静岡県武道館

№ 競技種目
優勝 ２位 ３位 ４位



第４２回　静岡県空手道選手権大会 平成２３年５月２９日（日）

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 団体組手 成年男子

2 団体組手 中学男子 静岡市立清水第二中学校Ａ 泊親会唐心塾 焼津市立豊田中学校 大民塾 常葉学園菊川中学校Ａ 常葉菊川中学校 沼津市立原中学校Ａ 協会沼津支部

3 団体組手 中学女子 静岡北中学校 静岡北中学校 浜松開誠館中学校 浜松開誠館中学校 浜北市立北浜中学校 浜北支部 常葉学園菊川中学校 常葉学園菊川中学校

4 団体形 中学男子 常葉学園菊川中学校 常葉菊川中学校 浜松開誠館中学校 浜松開誠館中学校 静岡市立清水第二中学校 泊親会唐心塾 沼津市立金岡中学校 鴻志会養正館

5 団体形 中学女子 東海大学翔洋中学校Ａ 東海大翔洋 浜松開誠館中学校 浜松開誠館中学校 沼津市立金岡中学校 鴻志会養正館 静岡北中学校 静岡北中学校

6 個人組手 成年男子軽量級 川崎　紘輝 靜岡剛柔館正剛 久保田隼哉 靜岡剛柔館正剛 加藤　準哉 山の手スポ少 岩倉　永幸 新風館

7 個人組手 成年男子中量級 須田　芳広 靜岡剛柔館正剛 大石　拓哉 仁空塾 瀧本　和馬 健士舘道場 石川　弘樹 芝川支部

8 個人組手 成年男子重量級 望月　祐樹 山の手スポ少 鈴木　聡悟 緑風館 清水　克彦 浜北支部 望月　雄一 泊親会清水道場

9 個人組手 成年女子 金子　悠里 御殿場西空手クラブ 吉貝　美里 御殿場西空手クラブ 豊泉　諒子 山の手スポーツ少年団 木原明日香 鷲野道場

10 個人組手 少年男子 小池　麻琴 浜松開誠館高校 五明　宏人 協会沼津支部 杉山　侑史 御殿場西高校 平松　拓丸 新風館

11 個人組手 少年女子 勝亦　若菜 御殿場西高校 抜井　菜美 御殿場西高校 石田　眞美 御殿場西高校 山浦　有紗 御殿場西クラブ

12 個人組手 中学男子 滝井　滉平 大民塾 住田　将 山の手スポ少 谷沢　元輝 山の手スポ少 望月　涼雅 山の手スポ少

13 個人組手 中学女子 岩瀬　菜緒 静岡北中学校 菊池　瑞希 静岡北中学校 川村　真以 靜岡剛柔館正剛 村松　恋菜 浜松開誠館中学

14 個人形 成年男子 山崎　　涼 靜岡剛柔館正剛 渡辺　拓巳 御殿場西支部 野賀　　宏 静岡剛柔館相良 佐野　哲也 鴻志会拳武館

15 個人形 成年女子 川合真由佳 糸洲会磐田 久保田暖帆 靜岡剛柔館正剛道場 加子　倫子 杉浦練成塾本部

16 個人形 少年男子 篠崎　祐弥 御殿場西クラブ 鈴木　雄斗 常葉菊川高校 掃詰　友志 御殿場西クラブ 石黒　裕太 泊親会清水道場

17 個人形 少年女子 山下真由美 東海大翔洋高校 茂木ゆりか 御殿場西高校 野口万由香 糸洲会磐田 勝亦　若菜 御殿場西高校

18 個人形 中学男子 山下　景秀 東海大翔洋中学 山本　　陸 大民塾 池上　憧汰 鴻志会養正館 飯岡　大貴 鴻志会致道館

19 個人形 中学女子 池本　夢実 川根支部 大塚　萌音 靜岡剛柔館正剛 大塚美乃里 靜岡剛柔館正剛 松本　夏実 靜岡剛柔館正剛

　

３位 ４位

靜岡剛柔館正剛道場 大民塾 浜北支部 新風館

成　　　績　　　表
静岡県武道館

№ 競技種目
優勝 ２位



成　　　績　　　表

第６回　静岡県空手道連盟　中学生１・２年生空手道選抜大会 平成２３年１１月６日（日）

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 個人形　　小学六年生男子 石神　璃久 剛柔館正剛道場 間宮　優弥 泊親会清水道場 山下　　凛 修空会 山本　　倫 大民塾

2 個人組手　小学六年生男子 中村　琉也 泊親会清水道場 遠藤　丈太 泊親会唐心塾 小田　哲人 大民塾 田辺　力也 安倍川支部

3 個人形　　小学六年生女子 山田　瑞稀 大民塾 長松　みう 鴻志会養正館 露木　美和 鴻志会養正館 伊東沙絵花　 翔友会

4 個人組手　小学六年生女子 谷沢　純香 泊親会清水道場 多々良茉里 大民塾 西藤　舞海 剛柔館相良道場 髙橋　可愛 協会沼津支部

5 個人形　　中学一年生男子 清水　将貴 藤枝明誠中学 矢島　一樹 虎琉館 村松　郁也 泊親会清水道場 高橋　達哉 常葉学園菊川中学校

6 個人組手　中学一年生男子 望月虎太朗 常葉学園菊川中学校 岡本　貫汰 常葉学園菊川中学校 松島　克矢 山の手スポ少 小原　佑介 大民塾

7 個人形　　中学一年生女子 大塚美乃里 剛柔館正剛道場 土屋　桃花 鴻志会養正館 松本　夏実 剛柔館正剛道場 渡辺　愛梨 鴻志会　致道館

8 個人組手　中学一年生女子 橋本　　萌 山の手スポ少 松本　夏実 剛柔館正剛道場 都築　蒼波 静岡北中学校 松本那々心 常葉学園菊川中学校

9 個人形　　中学二年生男子 山本　　陸 大民塾 江川　哲矢 大民塾 長谷川稜真 剛柔館正剛道場 平山　裕希 正真館

10 個人組手　中学二年生男子 横井　仁勇 常葉学園菊川中学校 谷沢　元輝 泊親会清水道場 田井中玲央 大民塾 寺本　翔太 大民塾

11 個人形　　中学二年生女子 川村　真以 剛柔館正剛道場 宮下　朝香 剛柔館清水道場 馬場　由夏 鴻志会養正館 髙橋　侑希 静岡北中学校

12 個人組手　中学二年生女子 菊池　瑞希 静岡北中学校 川村　真以 剛柔館正剛道場 岩瀬　菜緒 静岡北中学校 永井エリカ 浜北支部

競技種目

静岡県武道館

№
優勝 ２位 ３位 ４位


