
成　　　績　　　表 連絡先：小笠原　清　電話 ０９０－３１５７－１３３６

第２６回　静岡県少年少女空手道選手権大会 平成２２年４月２５日 静岡県武道館

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

小学校１・２年　団体形

小学校３・４年　団体形

小学校５・６年　団体形

小学校１年　個人形　男子 丸尾　　瑛 正真館 水野　太陽 大民塾 河合竜之介 浜松尚武館 木村　千大 静岡剛柔館正剛

小学校２年　個人形　男子 大川　壱哲 鴻志会養正館 藤沼　修斗 荒和会創空 長谷川凱士 静岡剛柔館正剛 杉山　寛翔 静岡剛柔館清水

小学校３年　個人形　男子 岡本　怜大 優空会 丸尾　　響 正真館侍空会 村松　治樹 鴻志会養正館 神戸　巧志 大民塾

小学校４年　個人形　男子 上柳    大 静岡剛柔館清水 望月　　想 大民塾 佐藤　裕人 正真館 横山　龍河 泊親会清水

小学校５年　個人形　男子 増井　一樹 大民塾 石神　璃久 静岡剛柔館正剛 山下　　凜 翔友会 荒木　春佳 翔友会

小学校６年　個人形　男子 清水　将貴 大民塾 増岡　俊也 大民塾 矢島　一樹 虎琉館 村松　優樹 鴻志会養正館

小学校１年　個人形　女子 飯岡　寧々 鴻志会養正館 植松明日香 錬流館 高橋　優瞳 千唐会御前崎西 門名　花菜 袋井天理

小学校２年　個人形　女子 川人つぐみ 鴻志会養正館 飯塚　美葉 鴻志会養正館 成岡　咲那 大民塾 青島小百合 浜松尚武館

小学校３年　個人形　女子 佐々木瑠衣 大民塾 飯岡　志保 鴻志会養正館 野中　明莉 正真館 佐野　　星 鴻志会拳武館

小学校４年　個人形　女子 国沢ひかり 鴻志会養正館 宮下　紀香 静岡剛柔館静岡 成岡　優那 大民塾 池端　桃花 静岡剛柔館正剛

小学校５年　個人形　女子 山田　瑞稀 大民塾中央支部 長松　みう 鴻志会養正館 杉浦　舞奈 優空会 西藤　舞海 静岡剛柔館本部

小学校６年　個人形　女子 大塚美乃里 静岡剛柔館正剛 渡辺　愛梨 鴻志会養正館 土屋　桃花 鴻志会養正館 松本　夏実 静岡剛柔館正剛

小学校１年　個人組手　男子 千葉　大雅 泊親会清水 竹田　陸斗 大民塾 稲葉　駿介 鴻志会拳武館 北村　倖也 鴻志会養正館

小学校２年　個人組手　男子 高津戸銀士 泊親会唐心塾 八木　康裕 大民塾 大家　優翔 鴻志会養正館 室井　佑介 大民塾

小学校３年　個人組手　男子 草柳　巧馬 鴻志会養正館 松島　大志 山の手スポ少 山下　陸斗 大民塾 秋山　友希 大民塾

小学校４年　個人組手　男子 中根　慶人 泊親会清水 山崎　竜誠 瑞空塾至誠道場 田井中琉生 大民塾 岩崎　　陽 泊親会清水

小学校５年　個人組手　男子 中村　琉也 泊親会清水 小田　哲人 大民塾中央支部 佐藤　　匠 翔友会 竹田　大河 大民塾中央支部

小学校６年　個人組手　男子 斎藤　智也 鷲野道場 村松　郁也 泊親会清水 増岡　俊也 大民塾 三浦　修哉 湖西市体協

小学校１年　個人組手　女子 飯岡　寧々 鴻志会養正館 大村 　心 袋井天理 鈴木　瑠唯 袋井天理 鈴木　 栞 袋井天理

小学校２年　個人組手　女子 成岡　咲那 大民塾 石神　舞奈 静岡剛柔館正剛 池端　花音 静岡剛柔館正剛 石田　　藍 静岡剛柔館正剛

小学校３年　個人組手　女子 佐々木瑠衣 大民塾 望月　玲那 山の手スポ少 奥山　　南 泊親会清水 佐野　　星 鴻志会拳武館

小学校４年　個人組手　女子 千葉　美月 泊親会清水 森　　菜摘 山の手スポ少 井端　日彩 泊親会唐心塾 設楽　優花 山の手スポ少

小学校５年　個人組手　女子 多々良茉里 大民塾 谷沢　純香 山の手スポ少 森　　美絢 山の手スポ少 島本　海佑 大民塾

小学校６年　個人組手　女子 松本　夏実 静岡剛柔館正剛 大塚美乃里 静岡剛柔館正剛 橋本　　萌 山の手スポ少 加藤　由梨 山の手スポ少

鴻志会養正館 協会沼津支部

4位
競技種目

優勝 準優勝 3位

正真館 錬流館

泊親会清水

山の手スポ少

正真館

鴻志会養正館

鴻志会養正館

正真館侍空会 静岡剛柔館正剛

正真館侍空会

毅
四角形



第４1回 静岡県空手道連盟選手権大会・静岡県中学校空手道選手権大会
平成２２年５月３０日（日）
静岡県武道館

氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

団体組手成年男子

団体組手中学男子 焼津 小川中学校 大民塾 静大付属静岡中学校 山の手スポ少 清水第二中学校A 泊親会唐心塾 東海大 翔洋中学校 東海大学翔洋

団体組手中学女子 焼津 小川中学校 剛柔館正剛 浜松開誠館中学校 浜松開誠館 静岡北中学校 静岡北高校 御前崎中学校A 阪本道場

団体形中学男子 焼津 豊田中学校 大民塾 吉田町 吉田中学校 剛柔館正剛 清水第二中学校 泊親会唐心塾 東海大 翔洋中学校 東海大学翔洋

団体形中学女子 焼津 小川中学校 剛柔館正剛 浜松開誠館中学校 浜松開誠館 東海大 翔洋中学A 東海大学翔洋 御前崎中学校 千唐御前崎東

個人組手成年男子軽量級 川崎 紘輝 剛柔館正剛 鈴木 敬介 泊親会清水 横山 拓磨 眞空塾 岩倉 永幸 新風館

個人組手成年男子中量級 大石 拓哉 仁空塾 佐藤 龍治 御殿場西ｸﾗﾌﾞ 須田 芳広 剛柔館正剛 下島 一成 剛柔館正剛

個人組手成年男子重量級 望月 祐樹 山の手スポ少 島袋 徹一 荒和会正空塾 望月 雄一 泊親会清水 丹羽 謙司 山の手スポ少

個人組手成年女子 赤井 希 亀城一心塾 木原明日香 鷲野道場 久保田暖帆 剛柔館正剛 鈴木 智美 修交会浜松

個人組手少年男子(高校） 高塚 啓介 御殿場西高 佐合 尚人 御殿場西高 武藤 亮佑 御殿場西高 村上 竜弥 御殿場西高

個人組手少年女子(高校） 金子 悠里 御殿場西高 豊泉 諒子 御殿場西高 松浦 光 常葉菊川 松田 文芽 糸洲会袋井

個人組手中学男子 菊池 航希 泊親会唐心塾 滝井 滉平 大民塾 澤入 迅人 千唐御前崎東 竹澤 崚 剛柔館正剛

個人組手中学女子 谷坂 歩美 剛柔館正剛 川村 真生 剛柔館正剛 増田 千栄 新風館 大塚 萌音 剛柔館正剛

個人形成年男子 山崎 涼 剛柔館正剛 渡邊 翔 御殿場西ｸﾗﾌﾞ 青木真一郎 駿空会 上中 通寿 川根支部

個人形成年女子 川合真由佳 糸洲会磐田 佐藤 恒子 明空義塾静岡 久保田暖帆 剛柔館正剛 稲葉 晴美 剛柔館正剛

個人形少年男子(高校） 鈴木 雄斗 常葉菊川 渡辺 拓巳 御殿場西支部 石黒 裕太 泊親会清水 篠崎 裕弥 御殿場西ｸﾗﾌﾞ

個人形少年女子(高校） 山下真由美 剛柔館清水 茂木ゆりか 御殿場西ｸﾗﾌﾞ 野口万由香 糸洲会磐田 福井 晴香 大民塾

個人形中学男子 山下 景秀 東海大学翔洋 山本 陸 大民塾 西 平山 慎里 正真館 大橋 樹 剛柔館本部

個人形中学女子 谷坂 歩美 剛柔館正剛 中川 来望 芥田学園 川村 真生 剛柔館正剛 大塚 萌音 剛柔館正剛

静岡剛柔館正剛道場 新風館眞空塾 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団A

4位
競技種目

優勝 準優勝 3位



第5回 静岡県空手道連盟 中学１・２年生空手道選抜大会

平成２２年１１月７日（日） 静岡県武道館

順位 氏 名 学校名 所 属

優勝 清水 将貴 焼津市立焼津南 大民塾

準優勝 矢島 一樹 掛川市立佐束 虎琉館

3位 村松 郁也 静岡市立清水岡 泊親会清水

4位 紅林 和樹 牧之原市立相良 静岡剛柔館本部

優勝 大塚美乃里 島田市立初倉 剛柔館正剛道場

準優勝 土屋 桃花 沼津市立金岡 鴻志会養正館

3位 吉井 千晴 焼津市立小川 大民塾

4位 松本 夏実 焼津市立港 剛柔館正剛道場

優勝 山本 陸 焼津市立豊田 大民塾

準優勝 江川 哲矢 焼津市立大富 大民塾

3位 須田 和広 吉田町立吉田 剛柔館正剛道場

4位 飯岡 大貴 沼津市立金岡 鴻志会養正館

優勝 川村 真以 焼津市立小川 剛柔館正剛道場

準優勝 宮下 朝香 静岡市立清水第七 剛柔館清水道場

3位 長瀬 共永 島田市立島田第一 静岡剛柔館本部

4位 石川莉生奈 藤枝市立高洲 藤枝高洲

優勝 山下 景秀 東海大学翔洋 東海大学翔洋中

準優勝 大橋 樹 学校組合立御前崎 静岡剛柔館本部

3位 長倉 匠 三島市立錦田 荒和会創空

4位 鈴木 健人 沼津市立大岡 鴻志会文空塾

優勝 大塚 萌音 静大附属島田 剛柔館正剛道場

準優勝 坂下 くるみ 東海大学翔洋 東海大学翔洋中

3位 池本 夢実 川根本町立本川根 川根支部

4位 久保木祥江 函南町立東 荒和会創空

競 技 成 績 表

中学１年生
男子

小学６年生
男子

中学２年生
女子

形
の
部

競技種目

中学１年生
女子

中学２年生
男子

小学６年生
女子
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第5回 静岡県空手道連盟 中学１・２年生空手道選抜大会

平成２２年１１月７日（日） 静岡県武道館

順位 氏 名 学校名 所 属

競 技 成 績 表

競技種目

優勝 増岡 俊也 焼津市立大富 大民塾

準優勝 小原 佑介 焼津市立焼津南 大民塾

3位 望月虎太朗 吉田町立中央 正真館侍空会

4位 清水 将貴 焼津市立焼津南 大民塾

優勝 都築 蒼波 静岡市立清水高部 山の手スポ少

準優勝 松本 夏実 焼津市立港 剛柔館正剛道場

3位 松本那々心 袋井市立袋井南 袋井天理

4位 稲津 紗輝 浜松市立気賀 細江支部

優勝 横井 仁勇 常葉学園菊川 常葉学園菊川

準優勝 山本 陸 焼津市立豊田 大民塾

3位 島本 大輔 藤枝市立青島 大民塾

4位 鈴木 拳太 静岡市立清水第四 仁空塾

優勝 菊池 瑞希 学校法人静岡北 静岡北中学校

準優勝 川村 真以 焼津市立小川 剛柔館正剛道場

3位 岩瀬 菜緒 学校法人静岡北 静岡北中学校

4位 福澤 里央 浜松開誠館 浜松開誠館

優勝 滝井 滉平 焼津市立大村 大民塾

準優勝 住田 将 静岡市立清水第七 山の手スポ少

3位 澤入 迅人 学校組合立御前崎 颯志館御前崎

4位 望月 涼雅 静岡市立清水第二 山の手スポ少

優勝 山田 有希 焼津市立東益津 大民塾

準優勝 増田 千栄 吉田町立吉田 新風館

3位 大塚 萌音 静大附属島田 剛柔館正剛道場

4位 佐地 郁美 焼津市立東益津 大民塾

小学６年生
女子

中学１年生
男子

小学６年生
男子

中学２年生
女子

組
手
の
部

中学１年生
女子

中学２年生
男子
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