御礼状
この度は、第5回オープントーナメントのぶなが杯空手道選手権大会・第2回体育協会長杯空手道交流大会にご協力いただき
誠にありがとうございます。 お陰様で無事に大会を終える事が出来ました。
まだまだ不慣れな点もあり皆様にはご迷惑をお掛けしたと思いますが、より良い大会を目指して努力していきますので、
今後も変わらぬご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。

平成29年6月吉日
国際空手道連盟極真会館浜井派 愛知石川道場
師範 石川昭
部門 階級
優勝
準優勝
酒井 陽向（立志会）
幼年男女混合
中西 啓太（闘英館）
小学1年男子
小林 海優（正道会館 健明館）
木下 瑛人（正道会館 健明館）
小学2年男子
吉武 大空（立志会）
小学3年男子27キロ未満 多和 志清（正道会館 健明館）
長坂 遙斗（桜武会）
小学3年男子27キロ以上 本杉 一颯（立志会）
小学4年男子30キロ未満 片岡 竜馬（極真浜井 石川道場） 北村 蓮斗（立志会）
中西 亮太（闘英館）
小澤 誠太郎（闘英館）
大 小学4年男子30キロ以上
板津 彰人（ノーティー）
打田 武生（闘龍會 本部）
名 小学5年男子35キロ未満
松田 彪雅（空手塾）
小学5年男子35キロ以上 大槻 銀次（正道会館 健明館）
の
齋田 悠斗（山田道場）
小学6年男子40キロ未満 土岐 剛（閃捷塾）
部
西川 星輝（寛水流 松阪）
小学6年男子40キロ以上 中山 睦稀（佐藤道場）
鈴木 択実（閃捷塾）
西川 創拳（空身館）
中学男子50キロ未満
西川 鼓太郎（寛水流 松阪）
都築 辰哉（闘龍會 本部）
中学男子50キロ以上
西村 一真（光武会館）
尾崎 直生（極真浜井 石川道場）
高校男子
加藤 真己（極真 長谷場道場）
鈴木 潤（無心塾）
壮年男子
田中 克司（闘心館）
吉水 清隆（養心会）
一般男子65キロ未満
杉田 祏輔（同志会）
吉田 将史（誠拳會館）
一般男子65キロ以上
服部 吏愛姫（波導館）
岩田 煌華（正道会館 健明館）
小学2年女子
早川 心和（空身館）
熊野 桜花（男塾）
小学3年女子
ファン マユミ（真樹道場 横浜南）
小学4年女子
大 小学5年女子35キロ未満 山田 真緒（佐藤道場）
犬飼 杏心（極真浜井 石川道場）
奥 小学5年女子35キロ以上 宮崎 紗菜（餅田道場）
平原 奏（極真浜井 石川道場）
の 小学6年女子40キロ未満 高橋 美結（閃捷塾）
部 小学6年女子40キロ以上 中山 公子（極真浜井 田賀道場）
久野 妃美香（閃捷塾）
ファン チエミ（真樹道場 横浜南）
中学女子45キロ未満
飯干 彩華（闘真会館 知立）
平原 澪（極真浜井 石川道場）
中学女子45キロ以上
石野 まこと（石野道場）
一般女子
川田 獅桜（桜武会）
小学1年男子
大曽根 愛斗（極真浜井 石川道場） 沖野 修大（ノーティー）
小学2年男子
木村 奏翔（武源）
各務 壮祐（極真浜井 石川道場）
小学3年男子
武 小学4年男子
佐野 仁武（男塾）
髙田 将里（極真浜井 田賀道場）
将 小学5年男子
古森 龍一（閃捷塾）
石黒 亜門（極真 石黒道場）
柿本 璃空（閃捷塾）
竹内 貴啓（新城MAC）
の 小学6年男子
笹井 悠河（極真浜井 藤田道場） 廣瀬 寛太（遂心塾）
部 中学男子
西山 克哉（井野道場）
柘植 善四郎（虎徹）
壮年男子
野々山 涼（拳王道 東郷）
一般男子65キロ未満
賀久 泰嗣（闘龍會 本部）
一般男子65キロ以上
田中 桃花（闘心館）
中 小学2・3年女子
近藤 真優（桜武会）
宮沢 響（心空会）
小学5・6年女子
奥
大橋 由菜（閃捷塾）
小林 李穂（極真浜井 中川道場）
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幼年男女混合
小学1年男子
小学2年男子 軽量
小学2年男子 重量
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・2年女子
小学3・4年女子
小学1年男子
小学2年男子 軽量
小学2年男子 重量
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3年女子
小学4・5年女子

3位

3位

河合 利亜人（大上會）

中村 碧斗（寛水流 成道會）

堀 摩那斗（極真梶原 松阪）

川添 倖汰（誠拳會館）

尾崎 真生（極真浜井 石川道場）

髙田 龍聖（闘英館）

千田 晃輝（顕正会館 愛知道場）

片岡 天馬（極真浜井 石川道場）

鈴木 隆（寛水流 松阪）

加藤 孝宣（我導会）

倉澤 美樹（閃捷塾）

西村 香那（光武会館）

田村 公聖（静空塾）

檮木 海（極真浜井 石川道場）

日野 暁（遂心塾）

油井 葵（闘龍會 本部）

中島 愛香（闘龍會 本部)

古井戸 利公（波導館）

高山 陽登（闘英館）

斉藤 旭飛（立志会）

鈴木 大翔（輪道会）

谷口 旺輔（桜武会）

滝沢 蛍斗（闘英館）

西山 大翔（極真梶原 松阪）

秦 凰峨（拳王道 東郷）

新實 聖空（立志会）

蓑輪 帆渚（拳王道 東郷）

谷口 陽大（拳王道 東郷）

池原 凜輝（武源）

有村 徠矢（峰武塾）

城戸 隆晴（閃捷塾）

西川 大惺（閃捷塾）

遠藤 来斗（閃捷塾）

岩瀬 雷元（命武會）

新實 走太（立志会）

岩間 蒼社（輪道会）

菅沼 颯介（拳王道 東郷）

マリノッシ 心翠猛（極真浜井 石川）

戸上 光琉（閃捷塾）

奥野 秋也（拳王道 東郷）

原田 鴻之介（波導館）
吉川 伶央菜（極真浜井 石川道場） 青江 魁来（ノーティー）
池原 凜奈（武源）

佐々木 杏遙（武源）

渡辺 蒼空（波導館）

曽我 泰雅（闘心館）

藤田 壮真（極真浜井 石川道場）

伊藤 誠真（閃捷塾）

坂野 有飛（佐藤道場）

浅野 樹（極真 石黒道場）

日比野 蓮（極真浜井 石川道場）

岡田 涼雅（桜武会）

早川 照真（闘英館）

多賀 日祈（極真 石黒道場）

近藤 優晟（輪道会）

髙尾 大莉（空身館）

小澤 愛翔（極真浜井 北川道場）

山本 勇心（拳王道 本部）

伊藤 大翔（ノーティー）

濱口 来夢（武源）

倉澤 勝信（閃捷塾）

末松 大（極真浜井 石川道場）

関 紬（ノーティー）

馬込 涼成（森道場）

附柴 夢真（虎徹 拳進会）

鈴木 悠誠（心空会）

近藤 知優（輪道会）
鰐部 比奈子（空身館）
佐野 雅（男塾）
板津 杏奈（ノーティー）
佐藤 茅利佳（極真梶原道場）

宮川 沙希（拳聖会 宮川道場）

