御礼状
この度は、第7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4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。
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3位
3位
新實 礼磨（立志会）
藤田 葵斗（極真浜井派石川道場）
小学1年男子
祖父江 洋斗（清凛館）
吉原 颯真（立志会）
小学2年男子
松本 心翔（静空塾）
小学3年男子27キロ未満 押切 大輝（立志会）
小学4年男子30キロ未満 大曽根 愛斗（極真浜井派石川道場）藤田 壮真（極真浜井派石川道場）
足立 航太郎（昇心塾）
小学4年男子30キロ以上 祖父江 海斗（清凛館）
黒川 真太郎（極真会館 髙橋道場） 各務 壮祐（極真浜井派石川道場） 小久江 侍勇（峰武塾）
小学5年男子35キロ未満 吉武 大空（立志会）
谷口 晃（寛水流 成道會）
小学5年男子35キロ以上 本杉 一颯（立志会）
西村 竜翔（ノーティー）
小学6年男子40キロ未満 田中 梗吾（閃捷塾）
浅野 桔平（正道会館 新心館）
梶原 基（清凛館）
小原 陵汰（佑心会）
小学6年男子40キロ以上 浅井 結翔（正道会館 健明館）
中村 海斗（寛水流 成道會）
岩口 大煌（清凛館）
中学男子50キロ未満
髙田 龍聖（闘英館）
大蝶 爽人（全極真 長谷川道場） 小野 蒼太（全極真 長谷川道場） 小串 拓斗（郷英館）
中学男子50キロ以上
彦坂 維吹（善行塾）
高校男子60キロ未満
西川 鼓太朗（寛水流 松坂支部） 成川 翔（静空塾）
高校男子60キロ以上
加藤 孝宜（我導會）
壮年男子
田渕 神太（拳聖塾）
田中 克司（闘心館）
一般男子65キロ未満
山下 駿（男塾）
大野 大輔（闘真会館 常滑）
一般男子65キロ以上
中島 愛香（闘龍會）
代 靖睿（桜塾）
小学2年女子
馬田 いちか（極真会館 髙橋道場）
小学4年女子30キロ未満 丸本 依央奈（桜塾）
大 小学4年女子30キロ以上 中島 悠香（闘龍會）
奥 小学5年女子35キロ未満 早川 心和（空身館）
飯尾 ゆな（闘龍會）
の 小学6年女子40キロ以上 岩口 紗藍（清凛館）
岩口 紗藍（清凛館）
代 源（桜塾）
浅野 央花（正道会館 善正和會） 中島 清香（闘龍會）
部 中学女子45キロ未満
長澤 希空（森道場）
中学女子45キロ以上
桂 亜衣（清凛館）
一般女子 50キロ以上 田渕 涼香（拳聖塾）
山下 玲音（輪道会）
小学1年男子
高木 優虎（空武會）
小学2年男子
曽我 泰雅（闘心館）
齊藤 輝（佐藤道場）
夏目 将成（正道会館 健明館）
滝沢 蛍斗（闘英館）
小学3年男子
武 小学4年男子
高木 秀虎（空武會）
野崎 希星輝（我導會 瑞穂）
真野 寛章（真樹道場 愛知）
本郷 海大（闘龍會）
将 小学5年男子
棚原 佑太（空手道 颯）
佐伯 颯（正道会館 善正和會）
石黒 暉利斗（佐藤道場）
沓名 重宗（山田道場）
今田 涼太（闘龍會）
倉澤 勝信（閃捷塾）
の 小学6年男子
田中 蒼一朗（閃捷塾）
伊藤 大晃（極真浜井派石川道場） 附柴 来夢（虎徹 拳進会）
山田 塁允（神誠会）
部 中学男子
佐伯 良（正道会館 善正和會）
壮年男子
近藤 大道（桜武会）
一般男子65キロ未満
カイケ ハルオ コザマ（闘英館）
一般男子65キロ以上
粟野 櫻子（輪道会）
松本 心（空心塾 名和）
中 小学3年女子
山下 咲綺（郷英館）
樋口 華乃音（極真浜井派石川道場）原田 樹（善行塾）
泉田 心渚（闘英館）
小学4年女子
奥
竹下 実央（ノーティー）
山田 美夢叶（正道会館 靭優会）
小学5年女子
の
青木 彩実（恒心塾）
小学6年女子
部
佐野 結加（闘龍會）
中学女子
中川 慶治郎（虎徹 本部）
石黒 瑠衣（極真カラテ石黒道場）
幼年男女混合
体 小学1年男子
林 宥仁（桜塾）
林 俐仁（桜塾）
育 小学2年男子
山本 恋次（拳王道）
高山 陽登（闘英館）
中村 涼音（空手道 颯）
柳瀬 一生（寛水流 竜成会）
協 小学3年男子
岩井 海音（拳王道）
村松 樹（無心塾）
会 小学4年男子
下野 聡介（清凛館）
白川 大翔（大上會）
多賀 日祈（極真カラテ石黒道場） 児島 健太（誠心会）
蝶野 樹（全極真 長谷川道場）
伊藤 渡（誠心会）
長 小学5年男子
近藤 太一（空心塾 名和）
井塚 信長（ノーティー）
杯 小学6年男子
飯尾 咲奈（闘龍會）
田中 利歩（極真浜井派石川道場）
小学2年女子
赤尾 陽毬（輪道会）
初 小学3年女子
近藤 愛々（空心塾 名和）
心 小学4年女子
林 心音（桜塾）
小学6年女子
水上 宗佑（闘英館）
林 敬翔（闘心館）
大曽根 絢心（極真浜井派石川道場）野村 侑加（拳聖会 宮川道場）
幼年男女混合 軽量
密井 翔馬（閃捷塾）
英 紅波（正道会館 健明館）
尾﨑 晃生（極真浜井派石川道場） 岩口 烈恩（清凛館）
幼年男女混合 重量
体 小学1年男子
山田 翔万（立志会）
嶋田 基琉亜（闘真会館 知立）
育 小学2年男子
中西 涼青（輪道会）
浅野 桜ノ助（清凛館）
池田 晴信（輪道会）
駒月 蓮王（大心館）
協 小学3年男子
大岩 寅之助（輪道会）
外山 由都（桜武会）
樋口 翔大（桜武会）
小川 慶人（清凛館）
会 小学4年男子
高橋 颯（清凛館）
岩井 煌桐（輪道会）
伊藤 文皇（神誠会）
小林 慶都（極真カラテ石黒道場）
大宮 瑠巳（武源）
細川 藍蓮（恒心塾）
長 小学5年男子
世森 多輝（清凛館）
杯 小学6年男子
下野 いろは（清凛館）
小学1年女子
御手洗 更（男塾）
初 小学2年女子
山下 美音（輪道会）
木一 倫椛（虎徹 拳進会）
級 小学3年女子
馬場 うか（清凛館）
鳴澤 心暖（勇翔会）
小学4年女子
宮脇 りく（虎徹 拳進会）
小学5年女子

