御礼状
この度は、第6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3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30年5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
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3位
3位
新實 礼磨（立志会）
幼年男女混合
祖父江 洋斗（清凛館）
早河 優空（拳王道）
小学1・2年男子
藤田 壮真（極真浜井派石川道場） 大曽根 愛斗（極真浜井派石川道場）
小学3年男子27キロ未満 小林 城生（昇気館 五個荘支部） 沖野 修大（ノーティー）
吉富 創太（清凛館）
高橋 正暉（闘真会館 常滑）
足立 航太郎（昇気館 五個荘支部）
小学3年男子27キロ以上 祖父江 海斗（清凛館）
田口 心道（闘英館）
伊藤 大翔（極真会館 橋本道場） 濱田 未来（極真浜井派木島道場）
小学4年男子30キロ未満 野村 魁希（闘龍會）
小学4年男子30キロ以上 本杉 一颯（立志会）
片岡 竜馬（極真浜井派石川道場） 田中 泰雅（佐藤道場）
大 小学5年男子35キロ未満
大橋 槇斗（閃捷塾）
小原 陵汰（祐心会）
名 小学5年男子35キロ以上
堀 摩那斗（極真梶原道場松坂）
小学6年男子40キロ未満 打田 武生（闘龍會）
の
小学6年男子40キロ以上 西川 剛生（正道会館 善正和會） 都築 拓辰（闘龍會）
部
髙田 龍聖（闘英館）
石黒 一樹（極真カラテ石黒道場）
中学男子50キロ未満
都築 辰哉（闘龍會）
葛谷 海人（大心館）
中学男子50キロ以上
戸髙 永遠（空身館）
高校男子60キロ未満
礒村 陸（拳王道）
高校男子60キロ以上
近藤 秋夫（七州会）
青山 充裕（大石道場）
加藤 孝宜（我導會）
甲斐 清和（空會館）
壮年男子
山下 駿（男塾）
久野 幸毅（立志会）
小林 陽一郎（大石道場）
一般男子65キロ未満
落合 大祐（空會館）
尾原 隼人（桜塾）
一般男子65キロ以上
中島 愛香（闘龍會）
小学1年女子
中島 悠香（闘龍會）
佐野 梨花（立志会）
小学3年女子
早川 心和（空身館）
板津 杏奈（ノーティー）
大 小学4年女子30キロ未満
岩口 紗藍（清凛館）
小学5年女子35キロ以上
奥
小学6年女子40キロ未満 犬飼 杏心（極真浜井派石川道場） 中島 清香（闘龍會）
の
宮崎 沙菜（餅田道場）
小学6年女子40キロ以上 岩口 花凛（清凛館）
部
平原 奏（極真浜井派石川道場）
石川 愛佳（極真浜井派石川道場）
中学女子45キロ未満
嶋田 ひな（闘真会館 知立）
中学女子45キロ以上
田渕 涼香（拳聖塾）
田中 水彩（拳聖塾）
田中 晴奈（拳聖塾）
平原 澪（極真浜井派石川道場）
一般女子
小林 京生（昇気館 五個荘支部）
小学1年男子
重松 佑星（大心館）
小学2年男子
真野 寛章（真樹道場）
庄司 圭吾（清凛館）
秦 凰峨（拳王道東郷）
清水 彪斗（我導會）
小学3年男子
武 小学4年男子
山本 勇心（拳王道）
池本 一翔（真樹道場）
将 小学5年男子
末吉 大輝（闘龍會）
坪香 天奈（七州会）
今田 涼太（闘龍會）
梶原 基（清凛館）
板谷 直來（清凛館）
大河内 京介（闘英館）
の 小学6年男子
竹市 悠人（閃捷塾）
河村 真大（閃捷塾）
部 中学男子
福田 新（大石道場）
壮年男子
野々山 涼（拳王道 東郷）
佐野 文彦（立志会）
一般男子
中
奥
の
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小学1・2年女子
小学3年女子
小学5・6年女子
中学女子

飯尾 怜奈（闘龍會）
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協
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長
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幼年男女混合
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1女子
小3女子

中川 慶治郎（虎徹）

末武 登真（極真浜井派石川道場）

北川 凌久（空身館）

小島 一星（立志会）

村松 樹（無心塾）

柴田 朔太郎（無心塾）

秋田 沙（和道会）

山本 萌乃（昇気館 五個荘支部）
緒方 真咲（空武會）

稲葉 梓紗（無心塾）

志賀 幸栄（闘英館）

山中 結人（山田道場）
小阪 翔真（寛水流 竜成会）
土岐 心音（空身館）

田中 利歩（極真浜井派石川道場） 田中 愛唯（輪道会）

中川 愛菜（虎徹）

木村 理乃（極真浜井派石川道場） 早河 愛唯（拳王道東郷）

初
心
幼年男女混合
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
小学2年女子
小学3年女子
初 小学4年女子
級 小学5年女子
体
育
協
会
長
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藤田 葵斗（極真浜井派石川道場） 松元 陽輝（闘龍會）
鈴木 大翔（輪道会）

岩井 海音（拳王道）

密井 龍一郎（閃捷塾）

住吉 侑真（岡山道場）

城戸 隆晴（閃捷塾）

西川 大惺（閃捷塾）

末松 大（極真浜井派石川道場）

山中 温大（山田道場）

戸上 光琉（閃捷塾）

赤羽 優斗（閃捷塾）

松元 みそら（闘龍會）
樋口 華乃音（極真浜井派石川道場）鈴木 柚香（究成会）
吉田 絢音（空身館）
西岡 音瑠（寛水流 竜成会）

遠藤 來玲羽（静空塾）

鈴木 心人（極真浜井派木島道場） 和合 陸翔（真樹道場）
倉澤 勝信（閃捷塾）

鈴木 一誓（極真浜井派木島道場）

