




成　　　績　　　表
第４８回静岡県空手道連盟選手権大会 平成２９年５月２８日（日）

氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部

1 団体組手 中学男子 浜松開誠館中Ａ 浜松開誠館中 浜松開誠館中Ｂ 浜松開誠館中 常葉大学附属菊川中B 常葉大学附属菊川中 静岡北中 静岡北中

2 団体組手 中学女子 浜松開誠館中Ａ 浜松開誠館中 常葉大学附属菊川中 常葉大学附属菊川中 静岡大学附属静岡中 静岡大学附属静岡中 浜松開誠館中Ｂ 浜松開誠館中

3 団体形 中学男子 浜松開誠館中 浜松開誠館中 常葉大学附属菊川中B 常葉大学附属菊川中 東海大学静岡翔洋中 東海大学静岡翔洋中 常葉大学附属菊川中A 常葉大学附属菊川中

4 団体形 中学女子 常葉大学付属菊川中 常葉大学付属菊川中 浜松開誠館中 浜松開誠館中 青島中 青島中 FALSE FALSE

5 個人組手 成年男子軽量級 小田　峻也 修空会 宮脇　　仁 安倍川 大沢　侑矢 眞空塾 澤入　迅人 颯志館御前崎

6 個人組手 成年男子中量級 島　隼人 御殿場空手クラブ 河野　力也 大民塾 平松　拓丸 新風館 豊島　祐 清水みなと

7 個人組手 成年男子重量級 金子　潤基 滝ヶ原 草間　潤哉 仁空塾 鈴岡　直樹 泊親会拳空会 杉村　將至 千秋会河守

8 個人組手 成年女子 山﨑　栞奈 協会富士宮支部 鈴木　美晴 静岡千秋会 田辺　真子 安倍川 喚田　彩加 静岡千秋会

9 個人組手 高校男子 伊藤　颯輝 御殿場西高校 目加田　朋輝 御殿場西高校 大橋　里央 御殿場西高校 渡邉　龍翔 静岡北

10 個人組手 高校女子 島　愛梨 御殿場西高校 谷沢　純香 御殿場西高校 小林　直央 御殿場西高校 西尾　明日香 浜松開誠館

11 個人組手 中学男子 高津戸　銀士 泊親会清水 千葉　大雅 泊親会清水 池田　匠弥 安倍川 山口　響生 静岡北

12 個人組手 中学女子 橋本　鈴江 泊親会清水 佐藤　美乃梨 浜松開誠館 熊谷　かんな 静岡北 石田  藍 正剛道場

13 個人形 成年男子 山下　景秀 静岡剛柔館清水 池上　憧汰 鴻志会養正館 萩原　啓斗 御殿場空手クラブ 前田 哲平 正剛道場

14 個人形 成年女子 中川　来望 杉浦錬成塾 東海林　ゆりあ 御殿場空手クラブ 谷坂 歩美 正剛道場 辻　さよ 泊親会清空館

15 個人形 少年男子 上柳　大 常葉菊川 渋谷　優太 御殿場西高校 三森　和磨 常葉菊川 間宮　優弥 静岡北

16 個人形 少年女子 山田　瑞稀 御殿場西高校 鈴木　敦弓 御殿場西高校 佐藤　遥風 御殿場西高校 福島　愛理 御殿場西高校

17 個人形 中学男子 吉川　叡史 東海大静岡翔洋 杉山　優希 東海大静岡翔洋 佐藤　直幸 龍武会 原野　颯大 常葉菊川

18 個人形 中学女子 川人　つぐみ 鴻志会養正館 髙橋　優瞳 常葉菊川 増田　翔愛 颯志館御前崎 佐々木　麻衣 正剛道場

静岡県武道館

№ 競技種目
優勝 ２位 ３位 ４位



成　　　績　　　表

第12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２９年１１月５日（日）

支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名

1 小学六年生男子　形の部 静岡剛柔館相良 田川　凜 松涛連盟焼津 鈴木　翔也 松涛連盟焼津 久保野　穣 瑞空塾至誠 山内　新大

2 小学六年生男子　組手の部 泊親会御殿場SKC 鈴木　大也 泊親会清水 渡邉　紳太郎 浜北松濤館 平野　凪都 凜空塾 川口　高雅

3 小学六年生女子　形の部 鴻志会養正館 江藤　凪沙 鴻志会養正館 倉岡　穂乃花 鴻志会養正館 櫻井　香実 安倍川 桐谷　ひより

4 小学六年生女子　組手の部 泊親会清水 金子　明果莉 健由塾 望月　梨愛 杉浦錬成塾 栄留　彩花 泊親会拳空会 大石　綺

5 中学一年生男子　形の部 正真館侍空会 磯崎　心叶 藤枝高洲 望月　愛斗 東海大学静岡翔洋中 鈴木　惣太 東海大学静岡翔洋中 海野　陸斗

6 中学一年生男子　組手の部 大民塾 田口　拓海 大民塾 河守　唯全 泊親会清水 中原　大翔 安倍川 大下　冬士

7 中学一年生女子　形の部 正剛道場 佐々木　麻衣 小山支部 稲　璃岬 泊親会正真館 野中　聖来 東海大学静岡翔洋中 齋藤　新奈

8 中学一年生女子　組手の部 泊親会清水 橋本　鈴江 松空会 小笠原　遥菜 正剛道場 松浦　優美花 御殿場西支部 樋口　美優

9 中学二年生男子　形の部 鴻志会養正館 勝又　颯太 藤枝甲空館 熊谷 和真 静岡剛柔館相良 松下　晴斗 常葉菊川中 水野　太陽

10 中学二年生男子　組手の部 常葉菊川中 守　泰希 大民塾 海野　陽乃汰 常葉菊川中 石橋　沙吾 泊親会清水 千葉　大雅

11 中学二年生女子　形の部 颯志館御前崎 増田　翔愛 常葉菊川中 髙橋　優瞳 龍武会 牛込　ひなた 浜松開誠館中 星川　乃愛

12 中学二年生女子　組手の部 浜松開誠館中 砂田　鞠那 常葉菊川中 髙橋　優瞳 龍武会 牛込　ひなた 浜松開誠館中 星川　乃愛

競技種目

静岡県武道館

№
優勝 ２位 ３位 ４位


