
（１／４）

選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部

高林虎白 杉浦錬成向井 平工遼祐 美濃 ﾓﾝﾀﾙﾎﾞﾗｲﾄ 水風会江南

小野塚慶次 知空会安城 千賀奏芽 美濃 佐藤飛和 美濃

山田千稀 美濃 伊藤瑚太 本巣 福田一博 中京会

古賀巧望 陽南 清水慎二郎 名空会研修 川瀬楓雅 岐刑

漆畑 慧 千秋会鷲野 小川空來 陽南 亀山仁 岩倉

高桑周雅 陽南 長戸太吾 岩倉 大西藍流 名空会研修

青木一真 本巣 内匠勇一郎 美濃 伊藤漣哉 焼津和道館

林　幹大 美濃 山本雄也 豊橋富士見 松並琉斗 美濃

近藤快飛 美濃 加藤 馨 美濃 後藤弥斗 美濃

篠原鉄生 紹育館 日比野 勝 美濃 亀口崚哉 千秋会鷲野

古川晴貴 愛空塾三重 岡村匠眞 愛空塾半田 野々村京 岐刑

澤田大和 愛空塾半田 石濱慶嗣 育英館 渡井大喜 芝川

佐藤あずみ 水風会愛西 酒井美幸花 育英館 河野天音 本巣

大野心華 水風会愛西 村瀬仁胡 愛空塾知多 和田凪紗 杉浦錬成本部

日比野心海 美濃 原 天澄 岐刑 杉浦妃乃 愛空塾半田

高橋南帆 美濃 近藤万愛 錬成館古城 小林由葉 俊和会本部

武田野乃 中津川 久世美咲 北方 濱坂実沙 水風会名東

石川愛明 芝川 綾部夢華 愛空塾南陵 平野 唯 美濃

岸麻帆里 岩倉 筒井遥音 岡崎六ッ美 福井美柔 一宮大和

江口璃乙 岩倉 岩堤あす香 高山 幅上由基 錬成館古城

田嶌美月 杉浦錬成本部 宮ノ腰優鈴 一宮大和 内海麻利菜 育英館

大野 寧 水風会愛西 市原星彩 美濃 矢吹仁奈 生和会

小森好華 美濃 石原水晶 中津川 中野日向詩 愛空塾半田

荒木柚乃 水風会江南 長尾音羽 美濃 上垣内柚季 水風会愛西

市原志龍 美濃 宇井悠真 中島 石橋亜嘉史 常葉菊川中

吉村泰盛 中島 長田優凛 名空会研修 近藤大空 美濃

山口 凱 名空会研修 加古夏稀 中京会 佐藤秀政 達和会

石橋沙吾 常葉菊川中 石上瑠希也 千秋会河守 伊藤翔哉 中京会

大久保優芽 常葉菊川中 坂本栄吉 高山 内藤大達 水風会名東

梅田征人 浜松修学舎中 梶田壮汰 小牧 加藤瑞貴 浜松修学舎中

小笠原遥菜 松空会 大石綾華 修空会 稲葉友那 常葉菊川中

大石磨矢 杉浦錬成向井 梶川胡桃 津 加藤心音 泰誠会

佐野里華 北方 黒木理子 陽南 岩橋のどか 愛空塾半田

髙橋優瞳 常葉菊川中 山田万桜 美濃 水野凪彩 名空会豊田

安間朱里 常葉菊川中 桑原若菜 常葉菊川中 横浦咲那 常葉菊川中

島田芽衣那 美濃 和泉青花 常葉菊川中 該当者なし

準   優   勝準   優   勝準   優   勝準   優   勝

美濃

美濃

杉浦錬成本部

水風会石黒

美濃常葉菊川中

敢闘賞（ベスト８）敢闘賞（ベスト８）敢闘賞（ベスト８）敢闘賞（ベスト８）

美濃

育英館

広 天生

石濱七菜

上垣内万結

長田愛瑠

伊藤希咲

栄留彩花

澤田未来

名空会研修

杉浦錬成本部

髙林玲亜

河合椿姫

中京会

本巣

美濃

美濃

知空会安城

杉浦錬成向井

愛空塾半田

水風会愛西

後藤芙羽梨美濃

美濃

美濃

ﾓﾝﾀﾙﾎﾞﾚｲﾓﾝﾄﾞ

美濃

生和会

新井伶和

山田百花小学５年女子

小学６年女子

小学３年女子

小学４年女子

小学６年男子

水風会石黒

北方

美濃

美濃

美濃

久世克樹

大澤祐月

上垣内里帆 水風会愛西

宮西颯汰

守 泰希

日比野心栄

市原彩羽

美濃

美濃小学４年男子

美濃

美濃

組
　
手

中学１年男子

中学２年男子

中学３年男子

中学1 年女子

中学2 年女子

中学3 年女子

小学１年女子

小学１年男子

小学２年女子

美濃

河合　響

河合亜呼

矢吹晴奈

上野凌汰

小学２年男子

小学５年男子

美濃

西村まりあ

日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  
場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ

三位三位三位三位

小森八一 河野詩音

園部 絆

山口璃貫

渡邉陽輝

近藤唯陽

優 　　勝優 　　勝優 　　勝優 　　勝

平野爽太 岐東室伏　颯

阪野克弥

第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　

競　技　種　目

小学３年男子

洞崎矢龍

渡部 健



（３／４）

選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部

林 蓮葵 小牧 鈴木獅悠 名空会研修 齋藤颯太 愛空塾三重

室伏 颯 岐東 山中一颯 錬成館 山下幸大 錬成館岐阜

池田 陽 知空会安城 平野煌丈 知空会知立 新井劉太郎 岡崎六ッ美

長崎孝祐 錬成館 古賀巧望 陽南 池田旺太朗 陽南

大野晃生 水風会名東 高橋龍樹 岐刑 諏訪絢士 津

金原叶翔 杉浦錬成本部 加藤瑞己 泰誠会 亀山 仁 岩倉

渡辺隼人 岐東 杉山叶芽 津 鶴野友悟 北方

都築和輝 愛空塾常滑 井本瑛大 一宮大和 戸塚慎之助 千秋会+

日比 奏 羽島 田中唯織 名空会豊田 磯田楽來 達和会

水野光琉 名空会豊田 兵 太良 練成館 後藤悠翔 羽島

立野瑠唯 名空会研修 野々村京 岐刑 伊藤 悠 岩倉

鶴野永悟 北方 田中洸志 津 刑部隼人 名空会研修

森島弥生 陽南 村瀬仁胡 愛空塾知多 佐藤あずみ 水風会愛西

髙林玲亜 杉浦錬成向井 板谷咲花 名空会研修 酒井美幸花 育英館

原 天澄 岐刑 近藤万愛 錬成館古城 岡田舞桜 達和会

澤田未来 愛空塾半田 尾沼朱里 修空会 橋下未空 北方

洞優莉彩 神岡 若園陽有 岐刑 杉村莉里 千秋会鷲野

岩田紗枝 不破 泉山紗羅 水風会名東 綾部愛華 愛空塾南陵

岸麻帆里 岩倉 河内心愛 津 原 涼澄 岐刑

吉水心彩 錬成館 神谷理緒 錬成館 河村瑠華 錬成館古城

福田花音 岐刑 長谷部里奈 津 出口朋佳 岐阜

堀岡未来 津 平田咲来 知空会豊山 内海麻利菜 育英館

市川花怜 津 水野るる 錬成館古城 中野日向詩 愛空塾半田

渡辺梨々子 岐東 村瀬蓮奈 愛空塾知多 水野みみ 錬成館古城

富田悠心 羽島 近藤記生 水風会名東 松浦空輝 錬成館岐阜

浅野哲平 岐刑 藤谷 碧 小牧 三輪郡雅 小牧

西原康平 小牧 尾崎八雲 高山 和田空也 津

髙田侑希 千秋会横内 太田 崚 達和会 石上瑠希也 千秋会河守

野嶋 匠 育英館 山田颯輝 川島 辻 壮悟 北方

吉川叡史 東海大翔中 武蔵島隆生 浜松修学舎中 松葉弦都 古川

寺本喜紗来 羽島 後藤梨杏 空童各務原 寺本和加 愛空塾三重

川本椋花 不破 牧野 葵 紹育館 梶川胡桃 津

大野真緒 岐刑 寺澤紗良 岩倉 野々村幸 岐刑

磯貝みのり 錬成館岐阜 岩橋のどか 愛空塾半田 長戸彩喜 岩倉

杉浦加奈 名空会豊田
西野沙耶 津

瀬野樹秀

津

本杉愛梨 不破

三浦茉優 士空会

敢闘賞（ベスト８）敢闘賞（ベスト８）敢闘賞（ベスト８）敢闘賞（ベスト８）三位三位三位三位

名空会研修

津

宮島虎資 名空会研修

大平湧心

日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  
場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ

中学2 年女子 坂田青澄 杉浦錬成本部 森岡未鈴 北方

中学3 年女子 市川紗波 小牧

第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　

長田愛瑠

東海大翔中

中学１年男子 小林琉絃 士空会

競　技　種　目
優 　　勝優 　　勝優 　　勝優 　　勝 準   優   勝準   優   勝準   優   勝準   優   勝

小学３年女子 室伏優衣 岐東 宮田樹希 岐刑

小学４年女子

松田来緒 成友塾音羽

中学２年男子 日置康介 育英館 高林りずむ

横井歩夢 愛空塾南陵小学５年女子 永井天舞 知空会安城

津

中学1 年女子 岩城沙耶 津 山川朱梨亜 岐刑則松

中学３年男子 熊切勇翔 知空会横山 貝増和暉

小学２年女子 面家早百合 岐刑 渡辺萌杏 岐東

小学１年女子 有松　盟 津 吉水日彩 錬成館

刑部直人 名空会研修

小学６年男子 中濱隆太郎 名空会研修

北方

河原田理央 丸杉

形

小学１年男子 日比 士 羽島

小学３年男子 磯貝大介 錬成館岐阜

小学５年男子 森岡秀哉

小学４年男子

森井心野 豊橋富士見

佐藤舞奈 達和会

小学６年女子

愛空塾三重

小学２年男子 野崎大貴 知空会豊山 阪野克弥 中京会

森本絢翔



選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部

森下千颯 愛空塾三重 森本絢翔 愛空塾三重 林 蓮葵 小牧 伊藤 先 杉浦錬成向井

鈴木獅悠 名空会研修 間宮一稀 愛空塾南陵 野田春馬 錬成館西尾 齋藤颯太 愛空塾三重

永田恭史朗 小牧 上前壮史 名空会豊田 伊藤陽向 杉浦錬成本部 池田 陽 知空会安城

伊藤友哉 焼津和道館 中林桃李 古川 山田彪雅 千秋会河守 伊藤飛喬 杉浦錬成向井

諏訪絢土 津 大野煌心 水風会愛西 尾崎十志也 北方 向林巧貴 古川

金原叶翔 杉浦錬成本部 野田陽大 古川 三澤優也 愛空塾半田 水野颯帝 名空会豊田

深澤 塁 紹育館 出口己太郎 錬成館古城 神田晴信 知空会安城 永松凛莞 愛空塾常滑

吉川 楓 錬成館古城 松久雄輝 陽南 野木康生 美濃 戸塚慎之助 千秋会

河野天祐 本巣 横井孝祐 水風会愛西 洞怜衣哉 神岡 藤井聡瑠 杉浦錬成本部

小嶋眞心 津 田中唯織 名空会豊田 長坂茂弥 達和会 水野光琉 名空会豊田

下林瑛太 名空会研修 後藤大駕 芝川 佐藤巧都 育英館 平野純己 愛空塾四日市

渡井創大 芝川 井口隼太朗 焼津和道館 数井義英 守禮塾御津 伊藤 悠 岩倉

上屋雪莉 高山

祖父江怜 生和会 岡田舞桜 達和会 杉浦暖七 生和会 橋下未空 北方

田中里奈 愛空塾三重 面家百合子 岐刑 藤吉胡歩 美濃 野木美空 美濃

室伏優衣 岐東 吉中莉緒 神岡 杉村莉里 千秋会鷲野 髙橋 蘭 杉浦錬成向井

佐野友里 芝川 青木楓夏 水風会江南 荒島菜柚 士空会 宮田樹希 岐刑

伊藤 雅 杉浦錬成向井 名取殊里亜 杉浦錬成本部 森ひより 翔友会 伊澤日向 杉浦錬成向井

澤田結衣 愛空塾半田 髙林愛莉 杉浦錬成向井 梶浦咲良 俊和会本部 坂下愛実 高山

長崎由佳 錬成館 横井歩夢 愛空塾南陵 中村悠那 杉浦錬成本部 内田結菜 錬成館

伊藤 舞 杉浦錬成本部 出口朋佳 岐阜 高橋華蓮 杉浦錬成向井 尾沼瑠衣 修空会

市川幸歩 水風会愛西 吉川 瑛 水風会愛西 青木香子 高山 梶田琴葉 岩倉

岩堤陽香 高山 水谷空来 育英館 市川花怜 津 吉見真幸 杉浦錬成本部

今井陽大 水風会江南 重吉駿汰 水風会名東 國領結兜 中島 松浦空輝 錬成館岐阜

佐野喜基 北方 杉山凌玖 美濃 松本拓隼 浜松修学舎中 高木湧也 岐刑

渡部圭太 美濃 岩田庄剛 北方 山田大輝 河野道場 石黒康之進 水風会石黒

大房友哉 常葉菊川中 中川駿斗 知空会安城 尾崎八雲 高山 安江翔哉 美濃

小梢蓮於 浜松修学舎中 武蔵島隆生 浜松修学舎中 羽場玲温 常葉菊川中 伊藤 悠 生和会

髙塚夏海 常葉菊川中 松葉弦都 古川 辻 壮悟 北方 増田涼我 常葉菊川中

加藤舞那 千秋会川瀬 花森 愛 岩倉 松井 彩 名空会豊田 石黒七海 水風会石黒

後藤梨杏 美濃 寺本和加 愛空塾三重 増田結妃 常葉菊川中 田中心結 郡上

長戸彩喜 岩倉 田中雪華 水風会江南 落合芽生 津 長戸友紀 岩倉

吉川 颯 水風会愛西 寺澤紗良 岩倉 磯貝みのり 錬成館岐阜 森岡未鈴 北方

宇井なづな 中島 土方琴未 水風会石黒 松浦加奈 名空会豊田

安藤諒香 水風会石黒 水井成実 瑞空塾至誠

小学５年女子

小学６年女子

中学2 年女子

中学3 年女子

中学３年男子

中学1 年女子

日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  
場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ

小学３年男子

小学４年男子

小学５年男子

小学６年男子

小学１年女子

小学２年女子

小学１年男子

小学２年男子

中学１年男子

中学２年男子

小学３年女子

小学４年女子

組
　
手

（２／４）第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　

努力賞（ベスト１６）努力賞（ベスト１６）努力賞（ベスト１６）努力賞（ベスト１６）
競　技　種　目



選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部 選手名 支部

河野蒼斗 育英館碧南 野田春馬 練成会尾西 荻原佑輔 豊橋富士見 池ヶ谷航大 杉浦錬成本部
小野塚慶次 知空会安城 内藤光汰 達和会 間宮一稀 愛空塾南陵 高橋愛河 達和会

吉川 巧 錬成館古城 中村吉玖 杉浦錬成本部 清水珀杜 岐刑 永田恭史朗 小牧
上村洸成 川島 兵道泰知 俊和会本部 伊藤飛喬 杉浦錬成向井 浅野誠太 練成会古城

尾沼棒希 修空会 大西藍流 名空会研修 比地諒汰郎 岩倉 松並寛大 知空会豊山
塚越啓太 育英館碧南 前田夏維 育英館碧南 河口大介 錬成館古城 光島銀次朗 達和会

坂井勇斗 津 横井貫芭絆 愛空塾南陵 吉川 楓 錬成館古城 竹ノ内皇芽 小牧
出口己太郎 練成館古城 河内愛斗 津 伊藤紘真 杉浦錬成本部 山本晴也 豊橋富士見

金子陽翔 愛空塾知多 井本雄大 一宮大和 斎藤海希 知空会知立 信長瞳希 成友塾二川
有松  繫 津 長坂茂弥 達和会 沖 駿乃介 知空会春日井 藤井聡瑠 杉浦錬成本部

石川丈慈 知空会安城 澤田大和 愛空塾半田 廣瀬 渉 北方 水野力斗 岩倉
水野翔永 小牧 岩田峻弥 北方 岡村匠眞 愛空塾半田 中村飛天 名空会研修

大野心華 水風会愛西 奥村希望 名空会研修 太田未悠 焼津和道館
小笠原志 育英館碧南 後藤結衣 羽島 上屋雪莉 高山

辻村優奈 知空会安城 石黒茉彩 羽島 古川紗弥加 愛空塾三重 永井天聖 知空会安城
磯田七虹 達和会 髙取柑那 知空会知立 荒木香乃 水風会江南 石田芽生 羽島

荒島菜柚 士空会 水島絢乃 杉浦錬成本部 後藤侑果 羽島 丹賀澤柚希 北方
渡邉稟桃 古川 森井心春 豊橋富士見 渥美帆乃加 千秋会河守 高橋 蘭 杉浦錬成向井

髙林愛莉 杉浦錬成向井 坪井ななみ 岐東 阪下愛実 高山 名越真穂 知空会安城
村松玖留実 杉浦錬成本部 深尾菜緒 名空会研修 松尾望由 知空会知立 福井美柔 一宮大和

内田結菜 錬成館 水島花音 千秋会 畑中菜月 郡上 市来彩乃 中島
中野里咲 一宮大和 今井帆菜 水風会江南 長崎由佳 錬成館 伊藤 舞 杉浦錬成本部

栄留彩花 杉浦錬成本部 渕上夢那 岩倉 渡邉恋杏 古川 鈴木あさひ 千秋会
井本日菜 一宮大和 鈴木彩月 愛空塾南陵 高橋愛美 岐刑 舟田理々花 津

出前優斗 岐刑 青木優太 一宮大和 吉水洸凱 錬成館 小林 和 達和会
寺田信孝 浜松修学舎中 野田涼太 水風会江南 寺澤 嵐 岩倉 村松英弥 豊橋富士見

石黒理仁 岩倉 渡邉希楽 古川 吉田昂世 錬成館岐阜
畔栁 凱 河野道場 岩田庄剛 北方 駒 大輝 古川

日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  日 時　：　平 成 ２９ 年 ７ 月 ２３ 日 （日）　　　　　　  
場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ場 所　：　岡崎中央総合公園内　体育館アリーナ

形

小学１年男子

小学２年男子

小学３年男子

小学４年男子

小学５年男子

小学６年男子

中学３年男子

小学１年女子

小学２年女子

小学３年女子

小学４年女子

小学５年女子

中学3 年女子

小学６年女子

中学１年男子

（４／４）第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　第１０回和道会   東海少年少女空手道競技大会成績表　

競　技　種　目
努力賞（ベスト１６）努力賞（ベスト１６）努力賞（ベスト１６）努力賞（ベスト１６）

中学２年男子

中学1 年女子

中学2 年女子


