
第17回 松涛連盟全国空手道選手権大会		
組手試合 平成28年07月16日(土)～平成28年07月17日(日)

種　目 優　勝 準優勝

幼児 男女混合 組手 阿部　心実 高橋　虎汰 今尾　碧空 石井　心羅 佐野　竜之介 稲田　保大 岩﨑　祐登 萩原　大空

宮城・昇道館 宮城・昇道館 東京・皆思道場 宮城・昇道館 岐阜・城西支部 埼玉・春日部支部 岐阜・本巣支部 富山県本部静道会

小学校一年生女子 組手 伊藤　美樹 佐々邊　世菜 西川　温 小田　倫稟 伊藤　羽以 林　苺芳 小林　果暖 橋本　あいか

宮城・昇道館 福井・道心館 大阪・西大阪支部 宮城・昇道館 愛知・小坂井支部 岐阜・岐阜支部 長野・松本厳誠会 富山県本部静道会

小学校一年生男子 組手 戸塚　孝大郎 土居　丈一郎 末岡　大翔 古藤　舜介 松本　涼太 村田　蒼磨 千葉　遼人 山口　統己

東京・皆思道場 岐阜・本巣支部 東京・皆思道場 東京・皆思道場 佐賀・神埼支部 山口県本部 宮城・昇道館 福井・道心館

小学校二年生女子 組手 小倉　千宙 渡邉　紗妃 田尻　陽菜 平岡　佑月 西田　みずき 白水　姫星 坂本　朱麗 佐藤　怜奈

東京・皆思道場 岐阜・本巣支部 広島・三原支部 山口県本部 岐阜・巣南支部志空塾 佐賀・神埼支部 岐阜・巣南支部志空塾 山梨・福源院道場

小学校二年生男子 組手 小髙　稜真 髙木　滉祐 角岡　蓮臣 高部　春之空 加藤　令英 小笠原　彪 近藤　大空 陣内　春圭

東京・総本部 東京・世田谷支部 東京・府中支部 山梨・福源院道場 東京・皆思道場 愛知・碧南支部 愛知・岡崎北支部清空塾 東京・世田谷支部

小学校三年生女子 組手 佐野　栞里 大田　笑加 髙木　身奈子 佐野　栞那 坂井　涼 岩﨑　由奈 北野　そら 小林　歩暖

神奈川・横浜北支部 富山県本部静道会 東京・世田谷支部 岐阜・城西支部 神奈川・横浜北支部 岐阜・本巣支部 神奈川・横浜支部 長野・松本厳誠会

小学校三年生男子 組手 松久　唯己 野元　滉樹 小林　寛汰 藤田　皓成 伊藤　直樹 高平　雪太 村田　優磨 久保野　迅

東京・帝京空手教室 愛知・小坂井支部 愛知・岡崎支部拓空塾 青森・八戸支部無上意会 宮城・昇道館 宮城・昇道館 山口県本部 静岡・焼津支部

小学校四年生女子 組手 西垣　瞳生 宇野　由楠 伊藤　梨華 土方　亜結美 渡邉　珠玖 廣瀬　佳楽 三宅　加偉 藤橋　佑華

岐阜・羽島北支部 愛知・岡崎支部拓空塾 岐阜・本巣支部 東京・皆思道場 岐阜・本巣支部 岐阜・本巣支部 岐阜・岐阜支部 岐阜・本巣支部

小学校四年生男子 組手 佐藤　麒一 杉山　悠大 久保島　航 工藤　叶雅 小笠原　凱 江坂　颯人 鈴木　孔人 八田　裕平

東京・皆思道場 静岡・藤枝高洲支部 東京・麻布支部 東京・皆思道場 愛知・碧南支部 愛知・高浜中央支部 神奈川・横浜北支部 神奈川・横浜北支部

小学校五年生女子 組手 小林　温奈 尾澤　郁海 宮下　華蓮 髙木　海優 土居　姫佳 佐藤　聖渚 木戸　柚良 杉浦　真帆

埼玉・坂戸支部帝心館 北海道・志濤館 山梨・福源院道場 岐阜・北西支部 岐阜・本巣支部 山梨・上野原支部 富山県本部静道会 岐阜・本巣支部

小学校五年生男子 組手 齋藤　信乃介 大科　颯楽 生島　将人 藤田　寛士 杉原　志道 所　明我 阿部　颯汰 山本　真豊

大阪・西大阪支部 青森・青森支部濤和館 佐賀・神埼支部 神奈川・横浜支部 岐阜・巣南支部志空塾 岐阜・本巣支部 宮城・昇道館 山梨・福源院道場

小学校六年生女子 組手 高橋　穂帆 元田　姫星 佐藤　琴美 吉田　朱里 吉田　蒼 松浦　花佳 菊池　楓華 西村　桃香

宮城・昇道館 宮城・昇道館 東京・皆思道場 岐阜・本巣支部 長野・松本明誠会 愛媛・永木支部 神奈川・横浜支部 神奈川・横浜支部

小学校六年生男子 組手 里見　虎太郎 稲葉　拳生 田中　湘太 嶋寺　貫志 佐野　隆太 髙桑　翔太 斎藤　英心 土田　柊介

神奈川・横浜北支部 愛媛・永木支部 神奈川・横浜支部 岐阜・岐北支部誠空塾 神奈川・横浜北支部 神奈川・横浜北支部 宮城・昇道館 神奈川・横浜北支部

中学校一年生女子 組手 星野　朱音 吉村　一葉 八重樫　穂花 藤田　栞奈 山中　咲綺 市川　志 井本　侑里 山口　愛莉

岐阜・本巣支部 岐阜・本巣支部 宮城・昇道館 神奈川・横浜支部 岐阜・本巣支部 静岡・御殿場支部 岐阜・岐中支部 愛媛・永木支部

中学校一年生男子 組手 東　龍弥 海江田　舜 杉浦　和真 吉村　有生 宇都宮　大珠 清水　陸叶 北村　蓮太 若生　光起

富山県本部静道会 千葉県本部 岐阜・本巣支部 岐阜・巣南支部志空塾 福岡・正進館 岐阜・本巣支部 岐阜・芥見支部 宮城・昇道館

中学校二年生女子 組手 老谷　木里 髙橋　温花 浅野　こと美 古賀　光季 谷川　紋音 所　美侑 福島　百華 杉浦　蒼

鹿児島県本部 静岡・浜松将陽館 岐阜・巣南支部志空塾 岐阜・本巣支部 岐阜・巣南支部志空塾 岐阜・本巣支部 神奈川・横浜北支部 愛知・碧南大浜支部

中学校二年生男子 組手 山下　雄也 中沢　竜太 福島　颯太 佐藤　健心 茂木　悠真 坂本　尚郁 村瀬　成 髙山　凱登

岐阜・本巣支部 神奈川・横浜北支部 神奈川・横浜北支部 神奈川・横浜北支部 青森・青森支部濤和館 青森・青森支部濤和館 岐阜・本巣支部 山口県本部

中学校三年生女子 組手 冨田　ちなつ 二村　桜子 久江　美月 井本　明里 斎藤　詩恵 辻　紫帆 西井　にこ 玉井　愛純

東京・皆思道場 愛知・名古屋星ヶ丘支部 岐阜・北西支部 岐阜・岐中支部 宮城・昇道館 岐阜・本巣支部 福井・道心館 愛媛・永木支部

中学校三年生男子 組手 高橋　慶大 若生　崇起 薮下　旺磨 鈴木　翔馬 栗田　理生 井原　悠陽 蝦名　泰征 菊池　武流

宮城・昇道館 宮城・昇道館 岐阜・巣南支部志空塾 宮城・昇道館 静岡・凜空塾 大阪・西大阪支部 青森・青森支部濤和館 静岡・浜松将陽館

高校生女子 組手 吉村　涼句 杉原　喜志乃 山中　萌 島川　こなつ 浅野　七美 久保　瑠佳 小長井　麻葵 杉原　希瞳乃

岐阜・本巣支部 静岡・菊川南陵高校 岐阜・本巣支部 岐阜・本巣支部 岐阜・巣南支部志空塾 岐阜・本巣支部 静岡・菊川南陵高校 静岡・菊川南陵高校

高校生男子 組手 中谷　永吉 岩田　樹虎 小玉　立暉 池田　嵐樹 山口　泰輝 大石　夏輝 国枝　海斗 村上　龍馬

静岡・菊川南陵高校 岐阜・本巣支部 岐阜・飛騨支部 福岡・田川支部 愛媛・永木支部 神奈川・横浜北支部 岐阜・飛騨支部 宮城・昇道館

一般 女子 組手 染谷　香予 植草　歩 染谷　真有美 川村　菜摘

東京・総本部 東京・高栄警備保障空手道部 東京・総本部 東京・帝京空手教室

一般 男子 組手 渡邊　大輔 永木　伸児 五明　宏人 香川　幸允

東京・総本部 東京・総本部 神奈川・横浜北支部 東京・総本部

一般二部 女子 組手 菊地　富子 稲本　美佐子 佐藤　かおり 林　珠季

静岡・浜松将陽館 愛媛・今治支部 東京・総本部 東京・総本部

一般二部 男子 組手 稲葉　洋一 梶山　久 根本　和昭 川本　友美

愛媛・永木支部 東京・総本部 東京・総本部 鹿児島県本部

一般三部 女子 組手 小林　美保子 皆尾　美都 高尾　英美

愛知・碧南大浜支部 島根・浜田支部 愛知・名古屋熱田支部

一般三部 男子 組手 尾畑　博 坂田　高春 望月　数彦 岡野　高治

大阪・大阪大正支部 東京・総本部 長野・松本明誠会 大阪・西大阪支部

小学校低学年 団体 組手 東京都本部 昇道館 皆思道場A 松本明誠会A

東京 宮城 東京 長野

小学校中学年 団体 組手 横浜北支部A 皆思道場A 皆思道場B 福源院道場

神奈川 東京 東京 山梨

小学校高学年 団体 組手 昇道館B 横浜北支部A 昇道館A 正進館

宮城 神奈川 宮城 福岡

中学女子 団体 組手 一濤塾A 志空塾A 福源院道場 一濤塾B

岐阜 岐阜 山梨 岐阜

中学男子 団体 組手 昇道館 横浜北支部 福岡県本部 志空塾A

宮城 神奈川 福岡 岐阜

高校女子 団体 組手 菊川南陵高校 一濤塾

静岡 岐阜

高校男子 団体 組手 菊川南陵高校B 菊川南陵高校A 飛騨支部 一濤塾

静岡 静岡 岐阜 岐阜

都道府県対抗 団体 組手 青森 東京 福井 愛知

青森 東京 福井 愛知

車椅子 女子 個人 組手 障がい者の部 佐藤　京子 加藤　咲子

東京・世田谷支部 大阪・大阪中央支部

車椅子 女子 個人 組手 健常者の部 牧野　かおり 加藤　恵美 杉浦　千春 末森　佳代

愛知・小坂井支部 愛知・碧南鷲塚支部 愛知・碧南大浜支部 愛知・碧南鷲塚支部

車椅子 男子 個人 組手 障がい者の部 岡村　好幸 谷中　則夫

静岡・西焼津支部 東京・赤羽北支部

車椅子 男子 個人 組手 健常者の部 丹羽　誠一 北村　直樹

愛知・名古屋熱田支部 愛知・碧南鷲塚支部

３　位 敢　　　　　闘　　　　　賞


