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第49回 和道会東海空手道競技大会 成績表
　　開催日　：　令和元年１１月２４日

　　会　場　：　浜松アリーナ

No. 種　　目 優　勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ３ 位

美濃 愛知大学 ー ー

【岐阜】 【愛知】

浜松修学舎 浜松北高校1 ー ー

【静岡】 【静岡】

内田 泰蔵 竹重 允人 徳永 雄大 早川 洋平

【愛知】名空会本部 【愛知】愛知大学 【岐阜】北方 【岐阜】稲羽

小笠原 愛奈 詫間 みなみ 松村 実祐 山口 真理彩

【静岡】松空会 【静岡】浜松医大 【静岡】浜松医大 【静岡】浜松医大

小梢 蓮於 加古 夏稀 村松 和磨 松本 侃大

【静岡】浜松修学舎 【愛知】中京会本部 【静岡】浜松修学舎 【愛知】水風会名東

寺澤 紗良 木村 理子 後藤 芙羽梨 河合 亜呼

【愛知】岩倉 【静岡】浜松修学舎 【岐阜】美濃 【岐阜】美濃

松本 拓隼 水井 克也 石橋 亜嘉史 杉山 凌玖

【静岡】浜松修学舎 【静岡】瑞空塾至誠 【静岡】常葉学園菊川 【岐阜】美濃

石濱 七菜 矢吹 晴奈 小笠原 遥菜 石黒 七海

【愛知】育英館武道場 【愛知】生和会幸田 【静岡】松空会 【愛知】水風会石黒

安井 碧波 佐藤 巧都 澤田 大和 岡村 匠眞

【愛知】水風会名東 【愛知】育英館武道場 【愛知】愛空塾半田 【愛知】愛空塾半田

石原 水晶 荒木 柚乃 上垣内 柚季 市川 幸歩

【岐阜】中津川 【愛知】水風会江南 【愛知】水風会愛西 【愛知】水風会愛西

篠原 鉄生 太田 生吹 亀口 崚哉 横井 孝祐

【静岡】紹育館 【静岡】常葉学園菊川 【静岡】千秋会かわはら 【愛知】水風会愛西

組手団体戦　一般男子

組手団体戦　高校男子

組手個人戦　一般男子

組手個人戦　一般女子

組手個人戦　高校生男子

組手個人戦　高校生女子

組手個人戦　中学三年男子

組手個人戦　中学三年女子

組手個人戦　中学二年男子

組手個人戦　中学二年女子

組手個人戦　中学一年男子
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No. 種　　目 優　勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ３ 位

内海 麻利菜 矢吹 仁奈 出口 朋佳 山田 百花

【愛知】育英館武道場 【愛知】生和会幸田 【岐阜】岐阜 【岐阜】美濃

内匠 勇一朗 出口 己太郎 洞崎 矢龍 伊藤 漣哉

【岐阜】美濃 【愛知】錬成館古城 【岐阜】美濃 【静岡】焼津和道館

名取 殊里亜 長田 愛瑠 金原 有思 原川 遥華

【静岡】杉浦錬成塾向井 【愛知】名空会研修 【静岡】杉浦錬成塾向井 【静岡】杉浦錬成塾向井

小森 八一 前田 夏維 亀山 仁 河野 詩音

【岐阜】美濃 【愛知】育英館碧南 【愛知】岩倉 【岐阜】本巣

小澤 明莉 綾部 愛華 市原 彩羽 上垣内 万結

【岐阜】美濃 【愛知】愛空塾南陵 【岐阜】美濃 【愛知】水風会愛西

名取 聖城 山口 璃貫 伊藤 友哉 山田 千稀

【静岡】杉浦錬成塾向井 【岐阜】美濃 【静岡】焼津和道館 【岐阜】美濃

西村 まりあ 高橋 南帆 澤田 未来 村瀬 智花

【岐阜】美濃 【岐阜】美濃 【愛知】愛空塾半田 【岐阜】美濃

野平 爽太 片平 涼雅 青山 大翔 間宮 一稀

【岐阜】美濃 【静岡】瑞空塾至誠 【岐阜】岐刑則松 【愛知】愛空塾南陵

大野 心華 佐藤 あずみ 村瀬 仁胡 大澤 祐月

【愛知】水風会愛西 【愛知】水風会愛西 【愛知】愛空塾知多 【岐阜】美濃

金子 統哉 大野 喜一 西部 樹 田原 琉汰郎

【岐阜】美濃 【岐阜】美濃 【岐阜】美濃 【岐阜】美濃

洞崎 珠羽 河口 志保 佐藤 心暖 八木 心梨

【岐阜】美濃 【愛知】錬成館古城 【岐阜】美濃 【岐阜】美濃

長谷川 斗亜 野平 渓太 長坂 柊空 石浦 壮真

【岐阜】美濃 【岐阜】美濃 【愛知】愛空塾知多 【愛知】生和会

渡瀬 月咲 山崎 綾夏 神谷 珂帆 那須 あかり

【岐阜】美濃 【岐阜】美濃 【岐阜】美濃 【岐阜】美濃

組手個人戦　小学一年男子

組手個人戦　小学一年女子

組手個人戦　小学二年女子

組手個人戦　小学二年男子

組手個人戦　小学三年女子

組手個人戦　小学三年男子

組手個人戦　小学四年女子

組手個人戦　小学四年男子

組手個人戦　中学一年女子

組手個人戦　小学六年男子

組手個人戦　小学六年女子

組手個人戦　小学五年男子

組手個人戦　小学五年女子
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No. 種　　目 優　勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ３ 位

伊藤 瑠威 清水 宗一郎 瀧谷 大礎 梶川 蒼馬

【愛知】愛知大学 【愛知】名空会瀬戸 【静岡】杉浦錬成塾 【三重】和道会津

畠中 ほのか 坂田 加陽 望月 あかり 荒島 絢香

【愛知】小牧 【愛知】豊橋富士見 【静岡】千秋会河守 【愛知】士空会

岩田 庄剛 関戸 義弘 和田 空也 久留宮 一輝

【岐阜】北方 【三重】和道会津 【三重】和道会津 【愛知】中京会本部

野口 彩羽 坂井 夕姫 浅井 しおん ー

【愛知】士空会 【静岡】浜松北高 【愛知】水風会名東

吉水 洸凱 ー ー ー

【愛知】錬成館津島

梶川 胡桃 河野 菜々美 山川 朱梨亜 後藤 梨杏

【三重】和道会津 【愛知】河野道場 【岐阜】岐刑則松 【岐阜】空童各務原

古橋 知也 岩田 峻弥 奥田 健斗 松崎 宏洋

【愛知】名空会瀬戸 【岐阜】北方 【三重】和道会津 【三重】和道会津

水野 るる 森井 心野 三浦 茉優 井本 日菜

【愛知】錬成館古城 【愛知】豊橋富士見 【愛知】士空会 【愛知】大和

兵 太良 藤井 聡瑠 三輪 大智 齋藤 海希

【愛知】錬成館津島 【静岡】杉浦錬成塾和道館 【愛知】育英館武道場 【愛知】知空会知立

永井 天舞 横井 歩夢 宮ノ腰 優鈴 長谷部 里奈

【愛知】知空会安城 【愛知】愛空塾南陵 【愛知】大和 【三重】和道会津

刑部 直人 山本 雄也 坂井 勇斗 吉川 楓

【愛知】名空会研修 【愛知】豊橋富士見 【岐阜】東海緑陽館 【愛知】名空会美和

河内 心愛 吉水 心彩 原川 遥華 梶浦 咲良

【三重】和道会津 【愛知】錬成館津島 【静岡】杉浦錬成塾向井 【愛知】俊和会本部

加藤 玲生 太田 虎太郎 大野 晃生 清水 太翔

【三重】和道会津 【岐阜】岐刑 【愛知】水風会名東 【愛知】小牧

形個人戦　小学六年男子

形個人戦　小学五年男子

形個人戦　小学六年女子

形個人戦　中学一年女子

形個人戦　中学一年男子

形個人戦　中学二年女子

形個人戦　中学二年男子

形個人戦　中学三年女子

形個人戦　中学三年男子

形個人戦　高校生女子

形個人戦　高校生男子

形個人戦　一般女子

形個人戦　一般男子
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No. 種　　目 優　勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ３ 位

室伏 優衣 洞 優莉彩 渡邉 稟椛 宮田 樹希

【岐阜】岐東 【岐阜】神岡 【岐阜】古川 【岐阜】岐刑

長崎 孝祐 平野 煌丈 尾関 柊空 山田 彪雅

【愛知】錬成館本部 【愛知】知空会知立 【愛知】小牧 【静岡】千秋会河守

村上 千歩 渡辺 萌杏 水谷 桃華 原 天澄

【愛知】岩倉 【岐阜】岐南 【三重】愛空塾三重 【岐阜】岐刑

森本 絢翔 日比 士 竹本 悠太 室伏 颯

【三重】愛空塾三重 【岐阜】羽島 【岐阜】高山 【岐阜】岐東

太田 未悠 高林 玲亜 堀田 菜木 吉水 日彩

【静岡】焼津和道館 【静岡】杉浦錬成塾向井 【三重】和道会津 【愛知】錬成館津島

小川 湧登 二之湯 璃輝 長谷部 雄大 出口 丈二朗

【愛知】小牧 【三重】和道会津 【三重】和道会津 【愛知】錬成館古城

籾井 ほのか 酒井 陽 中濱 凛子 小林 靖奈

【三重】和道会津 【愛知】名空会研修 【愛知】名空会研修 【愛知】泰誠会大治

広瀬 善仁 野﨑 和貴 林 凛太朗 本田 壮

【岐阜】陽南 【愛知】小牧 【岐阜】岐刑 【岐阜】岐刑

青山 葉月 丹羽 栞莉 横井 美瑠 森井 心結

【岐阜】岐刑則松 【岐阜】岐東 【愛知】愛空塾南陵 【愛知】豊橋富士見
形個人戦　小学一年女子

形個人戦　小学一年男子

形個人戦　小学二年女子

形個人戦　小学二年男子

形個人戦　小学三年女子

形個人戦　小学三年男子

形個人戦　小学四年女子

形個人戦　小学四年男子

形個人戦　小学五年女子
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