
成　　　績　　　表 連絡先：小笠原　清　電話 ０９０－３１５７－１３３６

第２5回　静岡県少年少女空手道選手権大会 平成２１年４月２６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 藤沼　修斗 荒和会創空 大川　壱哲 鴻志会養正館 杉山　寛翔 静岡剛柔館清水 長谷川凱士 静岡剛柔館正剛

小学校２年　個人形　男子 岡本　怜大 優空会 草柳　巧馬 鴻志会養正館 三村　聡優 富士至誠会 神戸　巧志 大民塾

小学校３年　個人形　男子 上柳　　大 静岡剛柔館清水 望月　　想 大民塾 増井　宏紀 優空会 河口　諒紀 鴻志会養正館

小学校４年　個人形　男子 増井　一樹 大民塾 山下　　凜 翔友会 石神　璃久 静岡剛柔館正剛 赤平　雄一 御殿場西

小学校５年　個人形　男子 清水　将貴 大民塾 増岡　俊也 大民塾 村松　優樹 鴻志会養正館 小野田壮太 大民塾中央

小学校６年　個人形　男子 山本　　陸 大民塾 江川　哲矢 大民塾 池上　憧汰 鴻志会養正館 青島　秀一 浜松尚武館

小学校１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 小澤　慧納 川根支部

小学校２年　個人形　女子 飯岡　志保 鴻志会養正館 亀山　利奈 鴻志会養正館 佐々木瑠衣 大民塾 袴田　莉来 浜松尚武館

小学校３年　個人形　女子 藤沼　七海 荒和会創空 小澤　　夢 糸洲会磐田 国沢ひかり 鴻志会養正館 宮下　紀香 静岡剛柔館静岡道場

小学校４年　個人形　女子 山田　瑞稀 大民塾 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５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 渡辺　真子 清光会

小学校６年　個人形　女子 川村　真以 静岡剛柔館正剛 菅沼　　涼 浜松尚武館 杉山　晶子 和道会河守 岩瀬　菜緒 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学校１年　個人組手　男子 室井　佑介 大民塾 松野　湧也 大民塾西 貝塚　優人 大民塾中央 国沢　　響 鴻志会養正館

小学校２年　個人組手　男子 松島　大志 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団 柴　　滉平 阪本道場 柏木　　陸 芝川支部 繁田　泰玄 泊親会唐心塾

小学校３年　個人組手　男子 貝塚　瑚太 大民塾中央 岩崎　　陽 泊親会清水 望月　　想 大民塾 内田　凌雅 千唐会御前崎東

小学校４年　個人組手　男子 山本　　倫 大民塾 山田　高寛 静岡剛柔館正剛 渡辺　龍成 静岡剛柔館正剛 田村　啓人 大民塾東

小学校５年　個人組手　男子 清水　将貴 大民塾 石田　　蓮 静岡剛柔館正剛 小野田壮太 大民塾中央 渡辺　喜己 嶽空塾

小学校６年　個人組手　男子 横井　仁勇 浜松尚武館 小田　峻也 修空会 田中　賢吾 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団 谷沢　元輝 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学校１年　個人組手　女子 飯塚　美葉 鴻志会養正館 松村　姫蘭 空心塾 成岡　咲那 大民塾 池端　花音 静岡剛柔館正剛

小学校２年　個人組手　女子 遠藤　夏葵 泊親会唐心塾 亀山　利奈 鴻志会養正館 奥山　　南 泊親会清水 飯岡　志保 鴻志会養正館

小学校３年　個人組手　女子 設楽　優花 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団 井端　日彩 泊親会唐心塾 千葉　美月 泊親会清水 森　　菜摘 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学校４年　個人組手　女子 多々良茉里 大民塾中央 島本　海佑 大民塾中央 谷沢　純香 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団 土屋　詩央 鴻志会養正館

小学校５年　個人組手　女子 水越　遥香 糸洲会磐田 松本　夏実 静岡剛柔館正剛 大塚美乃里 静岡剛柔館正剛 都築　蒼波 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学校６年　個人組手　女子 菊池　瑞希 泊親会唐心塾 川村　真以 静岡剛柔館正剛 岩瀬　菜緒 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団 曽我　くるみ 細江支部

大民塾 千唐会御前崎東

4位

競技種目

優勝 準優勝 3位

正真館 鴻志会養正館

荒和会正空塾

正真館

大民塾

大民塾

鴻志会養正館

静岡剛柔館正剛 山の手ｽﾎﾟｰﾂ少年団

正真館



第４０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２１年５月３１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 静岡剛柔館正剛 静岡剛柔館正剛 浜松中央支部 浜松中央支部
山の手スポーツ少年団B

山の手スポ少 将陽館 将陽館

団体組手中学男子
焼津市立大富中学校 大民塾支部 焼津市立小川中学校 大民塾支部 焼津市立大村中学校 大民塾東支部 沼津市立原中学校A 協会沼津

団体組手中学女子 浜松開誠館中学校 浜松開誠館中学 御前崎中学校A 阪本道場 芥田学園中学校 芥田学園中学校 御前崎中学校 B 千唐会御前崎東

団体形中学男子
焼津市立大富中学校 大民塾支部 焼津市立小川中学校 大民塾支部 藤枝明誠中学校B 藤枝明誠中学 中川根中学校 川根支部

団体形中学女子 浜松開誠館中学校 浜松開誠館中学 東海大学翔洋中学校 東海大翔洋中学 本川根中学校 川根支部 静大付属島田中学校 大民塾支部

個人組手成年男子軽量級 川崎　紘輝 静岡剛柔館正剛 堀池　琢馬 山の手スポ少 日高誠一郎 優空会 平山　　敬 山の手スポ少

個人組手成年男子中量級 佐藤　龍治 御殿場西空手道ｸﾗﾌﾞ 下島  一成 静岡剛柔館正剛 石川　悠太 糸洲会袋井 廣瀬　由貴 眞空塾

個人組手成年男子重量級 鈴木　聡悟 緑風館 瀧本　和馬 健士舘道場 栗田　雄介 大民塾支部 望月　雄一 泊親会清水道場

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 静岡剛柔館正剛 鈴木　智美 修交会浜松上島

個人組手少年男子(高校） 須田　芳広 御殿場西高校 高塚　啓介 山の手スポ少 佐合　尚人 御殿場西高校 加藤　準哉 山の手スポ少

個人組手少年女子(高校） 濱松亜莉紗　 御殿場西空手道ｸﾗﾌﾞ 豊泉　諒子 山の手スポ少 長谷　花子 浜松開誠館高校 梶井　美歩 浜松開誠館高校

個人組手中学男子 杉山　絹人 大民塾支部 島崎　　勇 泊親会清水道場 菊池　航希 泊親会唐心塾 山本　哲也 大民塾支部

個人組手中学女子 小向恵里香 阪本道場 山田　愛実 大民塾支部 橋村さくら 東海大翔洋中学校 島本　悠花 大民塾支部

個人形成年男子 山崎　　涼 静岡剛柔館正剛 前田　哲平 静岡剛柔館正剛 渡邊　　翔 御殿場西空手道ｸﾗﾌﾞ 青木真一郎 駿空会

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 静岡剛柔館正剛 中川　悠希 修交会浜松上島

個人形少年男子(高校） 須田　芳広 御殿場西高校 石黒　裕太 東海大翔洋高校 永井　健太 御殿場西支部 松田　信一 静岡剛柔館静岡

個人形少年女子(高校） 山下真由美 静岡剛柔館清水 茂木ゆりか 御殿場西空手道ｸﾗﾌﾞ 中山　知紗 御殿場西高校 稲葉　晴美 静岡高校

個人形中学男子 森田　修平 静岡剛柔館清水 松下　祐輔 大民塾中央支部 鈴木　雄斗 浜北支部 小野田守徒 大民塾支部

個人形中学女子 川村　真生 静岡剛柔館正剛 谷坂　歩美 静岡剛柔館正剛 中川　来望 芥田学園中学 福井　晴香 大民塾支部

4位

競技種目

優勝 準優勝 3位



平成２１年１１月８日（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６年生男子　形 山本　　陸 大民塾 江川　哲矢 大民塾 須田　和広 剛柔館正剛道場 鶴見　郁理 杉浦錬成塾本部

小学６年生男子　組手　 横井　仁勇 浜松尚武館 小田　峻也 修空会 山本　　陸 大民塾 島本　大輔 大民塾

小学６年生女子　形 川村　真以 剛柔館正剛道場 宮下　朝香 静岡剛柔館静岡 福澤　里央 杉浦錬成塾本部 平田　瑞穂 剛柔館正剛道場

小学６年生女子　組手　 菊池　瑞希 泊親会唐心塾 岩瀬　菜緒 山の手スポ少 川村　真以 剛柔館正剛道場 増田歩乃佳 阪本道場

中学１年生男子　形 山下　景秀 東海大学翔洋 竹澤　　輝 剛柔館正剛道場 長倉　　匠 荒和会創空支部 吉井　元汰 大民塾中央

中学１年生男子　組手　 滝井　滉平 大民塾 住田　　将 山の手スポ少 望月　涼雅 山の手スポ少 澤入　迅人 千唐会御前崎東

中学１年生女子　形 坂下くるみ 東海大学翔洋 丸岡くるみ 荒和会創空支部 大塚　萌音 剛柔館正剛道場 久保木祥江 荒和会創空支部

中学１年生女子　組手　 山田　有希 大民塾 増田　千栄 新風館 村松　恋菜 浜松開誠館 大塚　萌音 剛柔館正剛道場

中学２年生男子　形 平山　慎里 正真館 望月　亮佑 静岡剛柔館清水 曽根　和輝 御殿場西支部 鈴木　元海 静岡剛柔館本部

中学２年生男子　組手　 高松　　健 大民塾 河野　力也 大民塾 望月　亮佑 静岡剛柔館清水 鈴木　元海 静岡剛柔館本部

中学２年生女子　形 谷坂　歩美 剛柔館正剛道場 川村　真生 剛柔館正剛道場 福澤　真央 浜松開誠館 稲津　希望 芥田学園

中学２年生女子　組手　 谷坂　歩美 剛柔館正剛道場 小向恵里香 阪本道場 中村　友美 静岡剛柔館清水 稲津　希望 芥田学園

第４回 静岡県空手道連盟 中学１・２年生空手道選抜大会

競 技 成 績 表

4位

競技種目

優勝 準優勝 3位


