
日：平成28年11月23日（水・祝） 会場：岡崎市中央総合公園内体育館

団体戦一般男子 中京大学 愛知 愛知大学 愛知 美濃 岐阜 芝川 静岡

団体戦高校男子 千秋会鷲野 静岡 千秋会 静岡

一般男子 櫻井隼人 名空会本部・愛知 櫻井勇作 名空会本部・愛知 渡辺隆裕 中京会・愛知 松下力也 愛知大学・愛知

一般女子 鈴木しおり 中京大学・愛知 増田千栄 中京大学・愛知 本部瑠菜 中京大学・愛知 冨樫麻莉 中京大学・愛知

高校生男子 亀口翔亜 千秋会鷲野・静岡 伊藤寛斗 士空会四日市・三重 坂井日向 津・三重 小林凌雅 浜松修学高・静岡

高校生女子 岡崎楓佳 浜松修学高・静岡 井端ナミエ 浜松修学高・静岡 愛甲乃恵 浜松修学高・静岡 信長優希 成友塾二川・愛知

中学3年生男子 伊藤颯彪 水風会名東・愛知 柏木陸 芝川・静岡 石原大空 中津川・岐阜 西口裕哉 津・三重

中学3年生女子 野々村結実 岩倉・愛知 内田咲倉 名空会研修・愛知

中学2年生男子 池田宗一郎 美濃・岐阜 小梢蓮於 浜松修学中・静岡 梅田征人 浜松修学中・静岡 羽場玲温 常葉菊川中・静岡

中学2年生女子 成岡咲那 常葉菊川中・静岡 河合椿姫 美濃・岐阜 原田紋好 俊和会本部・愛知 和泉青花 常葉菊川中・静岡

中学1年生男子 豊田陽也 本巣・岐阜 石橋沙吾 常葉菊川中・静岡 渡井陽平 芝川・静岡 渡部圭太 美濃・岐阜

中学1年生女子 寺澤紗良 岩倉・愛知 黒木理子 陽南・岐阜 水野凪彩 名空会豊田・愛知 後藤芙羽梨 美濃・岐阜

小学6年生男子 杉山淩玖 美濃・岐阜 吉村泰盛 中島・岐阜 石橋亜嘉史 焼津和道館・静岡 市原志龍 美濃・岐阜

小学6年生女子 寺本侑加 愛空塾三重・三重 大石磨矢 杉浦錬成向井・静岡 河野菜々美 河野道場・愛知 小笠原遥菜 松空会・静岡

小学5年生男子 久世克樹 北方・岐阜 野々村京 岐刑・岐阜 汲田星空 本巣・岐阜 井口隼太朗 焼津和道館・静岡

小学5年生女子 小森好華 美濃・岐阜 日比野心栄 美濃・岐阜 石原水晶 中津川・岐阜 鈴木彩月 愛空塾南陵・愛知

小学4年生男子 渡邉陽輝 美濃・岐阜 漆畑怜 千秋会鷲野・静岡 横井孝すけ 水風会愛西・愛知 梅原和泉 千秋会鷲野・静岡

小学4年生女子 矢吹仁奈 生和会・愛知 内海麻利菜 育英館・愛知 伊藤希咲 杉浦錬成本部・静岡 山田百花 美濃・岐阜

小学3年生男子 長尾高良 美濃・岐阜 林幹大 美濃・岐阜 近藤唯陽 美濃・岐阜 内匠勇一朗 美濃・岐阜

小学3年生女子 岩堤あす香 高山・岐阜 上垣内里帆 水風会愛西・愛知 長田愛瑠 名空会研修・愛知 高林愛莉 杉浦錬成向井・静岡

小学2年生男子 小森八一 美濃・岐阜 前田夏維 育英館碧南・愛知 大野煌心 水風会愛西・愛知 小川空来 陽南・岐阜

小学2年生女子 市原彩羽 美濃・岐阜 久世美咲 北方・岐阜 上垣内万結 水風会愛西・愛知 武田野乃 中津川・岐阜

小学1年生男子 山口璃貫 美濃・岐阜 山田千希 美濃・岐阜 伊藤友哉 焼津和道館・静岡 松並歩武 美濃・岐阜

小学1年生女子 西村まりあ 美濃・岐阜 澤田未来 愛空塾半田・愛知 面家早百合 岐刑・岐阜 高橋南帆 美濃・岐阜
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日：平成28年11月23日（水・祝） 会場：岡崎市中央総合公園内体育館

一般男子 岡本敦希 中京大学・愛知 渡辺山斗 中京大学・愛知 稲葉大輔 中京会・愛知 市橋朋幸 岐刑・岐阜

一般女子 鈴木美晴 千秋会・静岡 鈴木優香 津・三重 坂田加陽 豊橋富士見・愛知 荒島絢香 士空会・愛知

高校生男子 伊藤瑠威 錬成館・愛知 清水宗一郎 名空会研修・愛知 内田泰蔵 名空会研修・愛知 藤井健瑠 杉浦錬成本部・愛知

高校生女子 畠中ほのか 小牧・愛知

中学3年生男子 塩山朝日 東海大翔中・静岡 櫻井拓海 士空会・愛知 牧添史恩 水風会江南・愛知 松葉瑛士 名空会池田・岐阜

中学3年生女子 廣田優奈 清水東・静岡

中学2年生男子 吉川叡史 東海大翔中・静岡 杉山優希 東海大翔中・静岡 熊切勇翔 千秋会横内・静岡 桂川凌一 名空会研修・愛知

中学2年生女子 市川紗波 小牧・愛知 西野沙耶 津・三重 小島萌々果 育英館碧南・愛知 吉田薫 愛空塾南陵・愛知

中学1年生男子 岩田庄剛 北方・岐阜 石上瑠布也 千秋会河守・静岡 日置康介 育英館・愛知 高田侑希 千秋会横内・岐阜

中学1年生女子 菊池ひかる 水風会名東・愛知 坂田青澄 杉浦錬成本部・静岡 野々村幸 岐刑・岐阜 大野真緒 岐刑・岐阜

小学6年生男子 松田来緒 成友塾音羽・愛知 富田悠心 羽島・岐阜 折尾拓実 杉浦錬成本部・静岡 小林琉絃 士空会・愛知

小学6年生女子 岩城沙耶 津・三重 梶川胡桃 津・三重 山川朱梨亜 岐刑則松・岐阜 花森愛 岩倉・愛知

小学5年生男子 野々村京 岐刑・岐阜 岩田俊弥 北方・岐阜 鶴野永悟 北方・岐阜 廣瀬渉 北方・岐阜

小学5年生女子 市川花怜 津・三重 横家明樹 一宮大和・愛知 三浦茉優 士空会・愛知 水野みみ 錬成館古城・愛知

小学4年生男子 森岡秀哉 北方・岐阜 清水川遼 北方・岐阜 斉藤海希 知空会知立・愛知 藤井聡瑠 杉浦錬成本部・静岡

小学4年生女子 永井天舞 知空会安城・安城 福田花音 岐刑・岐阜 堀岡未来 津・三重 出口朋佳 岐阜・岐阜

小学3年生男子 刑部直人 名空会研修・愛知 瀬野樹秀 津・三重 渡辺隼士 岐東・岐阜 山本雄也 豊橋富士見・愛知

小学3年生女子 佐藤舞奈 達和会・愛知 原凉澄 岐刑・岐阜 奥田愛梨 津・三重 山田妃莉 千秋会河守・静岡

小学2年生男子 宮島虎資 名空会研修・愛知 近藤理士 水風会名東・愛知 大西藍琉 名空会美和・愛知 加藤瑞己 泰誠会・愛知

小学2年生女子 宮田樹希 岐刑・岐阜 室伏優衣 岐東・岐阜 荒島菜柚 士空会・愛知 渥美帆乃加 千秋会河守・静岡

小学1年生男子 阪野克弥 中京会・愛知 山田彪雅 千秋会河守・静岡 古賀巧望 陽南・岐阜 長崎孝祐 錬成館・愛知

小学1年生女子 面屋早百合 岐刑・岐阜 澤田未来 愛空塾半田・愛知 原天澄 岐刑・岐阜 渡辺萌杏 岐東・岐阜
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日：平成28年11月23日（水・祝） 会場：岡崎市中央総合公園内体育館

団体戦一般男子

団体戦高校男子

一般男子 稲葉大輔 中京会・愛知 政本浩希 愛知大学・愛知 坂本真樹 名空会本部・愛知 天池脩真 中京大学・愛知

一般女子

高校生男子 内田泰蔵 名空会研修・愛知 山本龍希 千秋会・静岡 長島諒人 千秋会・静岡 遠藤丈太 千秋会・静岡

高校生女子

中学3年生男子

中学3年生女子

中学2年生男子

中学2年生女子

中学1年生男子

中学2年生女子

小学6年生男子 近藤大空 美濃・岐阜 松本拓隼 杉浦錬成向井・静岡 佐野喜基 北方・岐阜 小河原那幹 愛空塾三重・三重

小学6年生女子

小学5年生男子 安井碧波 水風会名東・愛知 梶田純平 小牧・愛知 平野純己 愛空塾四日市・三重 四條陽大 芝川・静岡

小学5年生女子

小学4年生男子 日比野勝 美濃・岐阜 河野天佑 本巣・岐阜 加藤馨 美濃・岐阜 近藤快飛 美濃・岐阜

小学4年生女子

小学3年生男子 松並琉斗 美濃・岐阜 松久雄輝 陽南・岐阜 手登根大翔 中島・岐阜 洞崎矢龍 美濃・岐阜

小学3年生女子

小学2年生男子 長戸太吾 岩倉・愛知 宮島虎資 名空会研修・愛知 磯貝大介 錬成館岐阜・岐阜 河野詩音 本巣岐阜・岐阜

小学2年生女子

小学1年生男子

小学1年生女子
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日：平成28年11月23日（水・祝） 会場：岡崎市中央総合公園内体育館

一般男子

一般女子

高校生男子

高校生女子

中学3年生男子

中学3年生女子

中学2年生男子

中学2年生女子

中学1年生男子

中学2年生女子

小学6年生男子 吉水洸凱 錬成館・愛知 亀山空育 知空会豊山・愛知 永吉輝 岡崎矢作・愛知 小澤尚 知空会春日井・愛知

小学6年生女子

小学5年生男子 古橋知也 名空会美和・愛知 面屋隆之介 岐刑・岐阜 河原田理央 丸杉・岐阜 駒田隼也 津・三重

小学5年生女子 水野るる 錬成館古城・愛知 中野日向詩 愛空塾半田・愛知 伊藤凪夏 焼津和道館・静岡 森井心野 豊橋富士見・愛知

小学4年生男子 勝田喬久 津・三重 長坂茂弥 達和会・愛知 髙田鼓太郎 千秋会横内・静岡 田村昊輝 育英館碧南・愛知

小学4年生女子

小学3年生男子 山本晴也 豊橋富士見・愛知 出口己太郎 錬成館古城・愛知 坂井勇斗 錬成館岐阜・岐阜 岡安怜大 愛空塾四日市・三重

小学3年生女子

小学2年生男子

小学2年生女子

小学1年生男子

小学1年生女子

第46回和道会東海空手道競技大会成績

形

敢闘賞


