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番号の若い方は赤

D-13

D-19

D-14
D-20D-27

17　谷口　旺輔 　[ 桜武会 ]
18　近藤　暖瑠 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
19　竹内　琉唯 　[ 波導館 ]
20　小野　良斗 　[ 閃捷塾 ]
21　滝沢　蛍斗 　[ 闘英館 ]

D-18

D-17

D-22 D-23

たにぐち　　 おうすけ

こんどう　      　はる

たけうち　　　 るい

　おの 　　　  　よしと

たきさわ          　けいと

　　　　　　　　22　大瀬紳太郎  　[ 闘英館 ]
23　鈴木　大翔 　[ 輪道会 ]
24　深井　泉来 　[ 新城 MAC]
25　外山　由都 　[ 桜武会 ]
26　西山　大翔 　[ 極真梶原道場　　松阪支部 ]

  おおせ　 しんたろう

　すずき　     　　たいが

　ふかい       　　みく

　とやま　     　　ゆうと

にしやま         　ひろと

D-58

44 加藤　　洸 　[ 闘英館 ]
45 神島　悠吏 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
46　山﨑　涼平 　[ 桜武会 ]
47　岩瀬　雷元 　[ 命武會 ]
48　城戸　隆晴 　[ 閃捷塾 ]
49　滝沢　奏太 　[ 闘英館 ]
50　村上　徹哉 　[ 波導館 ]
51　加藤　草大 　[ 輪道会 ]

D-41

D-42
D-47

D-39

D-40
D-46

D-54

 かとう　　　　　　 こう

かみしま　    ゆうり

やまさき　  りょうへい

 いわせ　    らいげん

  きど　    りゅうせい

たきさわ　    かなた

むらかみ    　てつや

 かとう　    そうだい

D-21

 9　藤田　葵斗 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
10　奥野　心遥 　[ 拳王道　東郷支部 ]
11　吉川　尚汰 　[ 立志会 ]
12　古井戸利公 　[ 波導館 ]
13　高山　陽登 　[ 闘英館 ]
14　高橋　結衣 　[ 閃捷塾 ]
15　木下　蓮都 　[ 正道会館　健明館 ]
16　本杉　一騎 　[ 立志会 ]

D-5 D-1

D-6 D-2

D-7 D-3

D-8 D-4
D-12 D-10

D-11 D-9

D-16 D-15

　ふじた　　　　 あおと

　おくの　　　　 こはる

よしかわ　　 しょうた

　   こいど　　    りつも

たかやま　　　はると

たかはし　  　  ゆい

きのした　　　れんと

もとすぎ　　　いっき

1　立石　琉偉 　[ 波導館 ]
2　小林　　凪 　[ 正道会館　健明館 ]
3　渡辺　賢心 　[ 闘英館 ]
4　斉藤　旭飛 　[ 立志会 ]
5　中島　愛香 　[ 闘龍會 本部 ]
6　吉野凌太郎 　[ 極真カラテ石黒道場]
7　赤川　蒼空 　[ 正道会館　健明館 ]
8　髙須　亮成 　[ 立志会 ]

たていし　  　  るい

こばやし　  　  　なぎ

わたなべ　　 けんしん

さいとう　　　あさひ

なかじま　　　あいか

  よしの　りょうたろう

あかがわ　　　 そら

　たかす　        りょうせい

体育協会長杯　幼年男女混合 初心の部 優勝・準優勝・3位 2名Dコート

体育協会長杯　小学1年男子 初心の部 優勝・準優勝・3位 2名Dコート

体育協会長杯　小学2年男子・軽量 初心の部 優勝・準優勝・3位 2名Dコート

体育協会長杯　小学2年男子・重量 初心の部 優勝・準優勝Dコート

体育協会長杯　小学3年男子 初心の部 優勝・準優勝・3位 2名Dコート

体育協会長杯　小学4年男子 初心の部 優勝・準優勝・3位 2名Dコート

D-24

D-38

27　古井戸我公 　[ 波導館 ]
28　秦　　颯甫 　[ 新城 MAC]
29　谷口　陽大 　[ 拳王道　東郷支部 ]
30　内山　瑛司 　[ 桜武会 ]
31　秦　　凰峨 　[ 拳王道　東郷支部 ]

D-29

D-28

D-34

　こいど　　　がく

はた　　　　 そうすけ

たにぐち　　　 はるた

うちやま　　　 えいじ

はた　　　　 おうが

 みのわ　      ばんな

 はらだ　 きんのすけ

 しらい　     ただよし

 にいみ　      せいあ

　            かずき

しばさき　    れんと

32　蓑輪　帆渚 　[ 拳王道　東郷支部 ]
33　原田欣之介 　[ 波導館 ]
34　白井　完宜 　[ 新城 MAC]
35　新實　聖空 　[ 立志会 ]
36　フィッシャー和輝 　[ 極真浜井派　木島道場 ]
37　柴﨑　蓮翔 　[ 拳王道　本部 ]

D-35

D-30

D-31
D-26

D-25

いしぐろ　  きりと

 えんどう　    らいと

 にいみ　   ひなと

にしかわ　    たいせい

 きいち　     きょうすけ

さわやま　    はやと

52　石黒暉利斗 　[ 佐藤道場 ]
53　遠藤　来斗 　[ 閃捷塾 ]
54　新美陽菜翔 　[ 遂心塾 ]
55　西川　大惺 　[ 閃捷塾 ]
56　木一　恭輔 　[ 虎徹　拳進会 ]
57　澤山　颯人 　[ 遂心塾 ]

D-55

D-48

D-49
D-44

D-43

41　畑田　瑞喜 　[ 極真梶原道場　松阪支部 ]
42　池原　凜輝 　[ 武源 ]
43　矢野　匠海 　[ 克己空手塾 ]

はただ　　　 みずき

いけはら　　　りき

 やの　　　　たくみ 

D-45

まつもと　　　こうき

  こじま　   こうへい

ありむら　　　らいや

38　松本　虹輝 　[ フジプロ空手クラブ ]
39　小島　滉平 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
40　有村　徠矢 　[ 峰武塾 ]

62　菅沼　颯介 　[ 拳王道　東郷支部 ]
63　早川　結大 　[ 大志会館 ]
64　小嶋　悠斗 　[ フジプロ空手クラブ ]
65  岩間　蒼杜 　[ 輪道会 ]

すがぬま　   そうすけ

はやかわ　    ゆうと

 こじま　     ゆうと

 いわま　     あおと

 　      

58　マリノッシ心翠猛 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
59　柴﨑　悠翔 　[ 拳王道　本部 ]
60　新實　走太  　[ 立志会 ]
61  中野　詠斗 　[ 虎徹　拳進会 ]

        　　    こしも

しばさき　    ゆうと

 にいみ　     そうた

なかの　      えいと

 　      
D-61

D-57 D-56
D-52 D-50

D-53 D-51

D-36 D-37
D-32

D-33



番号の若い方は赤

 はらだ　こうのすけ 　やまだ　　　　るい

D-87

72　原田鴻之介 　[ 波導館 ] 73　山田　塁允 　[ 神誠会 ]

まつもと 

    ささき　  あすみ
80　松元みちる 　[ 闘龍會　本部 ]
81　佐々木杏遙 　[ 武源 ]

82　池原　凜奈 　[ 武源 ]
83　小島　理緒 　[ フジプロ空手クラブ ]

D-75

D-69 D-70

いけはら　     りな

 こじま　      りお

優勝・準優勝・3位 2名体育協会長杯　小学5年男子 初心の部 優勝・準優勝Dコート

体育協会長杯　小学6年男子 初心の部 優勝Dコート

 あおえ　     かいせい

 むらせ　     こうや

 とがみ　      ひかる

D-66

66　青江　魁聖 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
67　村瀬　煌也 　[ 虎徹 ]
68　戸上　光琉 　[ 閃捷塾 ]

 おくの　    しゅうや

にし　        ふうき

    こくえ　  かんた

69　奥野　秋也 　[ 拳王道　東郷支部 ]
70　西　  楓暉 　[ 虎徹　拳進会 ]
71　小久江幹太 　[ 峰武塾 ]

D-62 D-63
D-59

D-60

よしかわ　　れおな

  ゆだ　       かんな

まつもと

D-71

74　吉川伶央菜 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
75　湯田　柑奈 　[ 拳王道　本部 ]
76　松元みそら 　[ 闘龍會　本部 ]

 かとう　      ちはな

 あおえ　     みらい

 こじま      　ゆずな

77　加藤　千花 　[ 輪道会 ]
78　青江　魁来 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
79　小嶋　柚南 　[ フジプロ空手クラブ ]

D-67 D-68
D-64

D-65

 こむろ　     りひと

はましま　   しゅんき

わたなべ　     そら

D-86

84　小室　利人 　[ 虎徹　拳進会 ]
85　濱島　旬輝 　[ 桜武会 ]
86　渡辺　蒼空 　[ 波導館 ]

D-80
D-72

体育協会長杯　小学1・2年女子 初心の部 優勝・準優勝Dコート

体育協会長杯　小学3・4年女子 初心の部 優勝・準優勝Dコート

体育協会長杯　小学1年男子 初級の部 優勝・準優勝Dコート

体育協会長杯　小学2年男子・軽量 初級の部 優勝・準優勝・3位 2名Dコート

87　林  　楓真 　[ 正道会館　健明館 ]
88　曽我　泰雅 　[ 闘心館 ]
89　山田幸之丞 　[ 佐藤道場 ]
90  江口　隼生 　[ 桜武会 ]

はやし      　  ふうま

  そが      　たいが

 やまだ　 こうのすけ

えぐち　   しゅんせい

 　      

D-81
D-73

D-74

D-90

  いとう　     せいま

なかしま　      しゅう

はまぐち　    ゆいと

 よしの　しょうたろう

 しらい　         かい

 ばんの　      あると

97　伊藤　誠真 　[ 閃捷塾 ]
98　中島     鷲 　[ 闘英館 ]
99　濱口　結叶 　[ 武源 ]
100　吉野匠太郎 　[ 極真カラテ石黒道場 ]
101　白井     海 　[ 新城 MAC]
102　坂野　有飛 　[ 佐藤道場 ]

  たぐち　        ぜん

  あさの　       いつき

  たかす　    つなひで

よこやま　    そうま

こんどう　    ゆづき

  ふじた　     そうま

91　田口     前 　[ 闘英館 ]
92　浅野     樹 　[ 極真カラテ石黒道場 ]
93　髙須　是秀 　[ 立志会 ]
94　横山　蒼馬 　[ 闘英館 ]
95　近藤　優月 　[ 輪道会 ]
96　藤田　壮真 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

D-89 D-88

D-84 D-82

 D-83 D-85
D-79 D-77

D-78 D-76

ガンバレ 石川道場
国際空手道連盟極真会館（浜井派）

極真カラテ石川道場 検索検索

-9-
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番号の若い方は赤

Cコート 体育協会長杯　小学2年男子・重量 初級の部 優勝・準優勝・3位 2名

Cコート 体育協会長杯　小学3年男子 初級の部 優勝・準優勝・3位 2名

Cコート 体育協会長杯　小学4年男子 初級の部 優勝・準優勝・3位 2名

Cコート 体育協会長杯　小学5年男子 初級の部 優勝・準優勝・3位 2名

Cコート 体育協会長杯　小学6年男子 初級の部 優勝

Cコート 体育協会長杯　小学1年女子 初級の部 優勝・準優勝

C-1

C-21

103　真野　寛章 　[ 真樹道場　愛知本部 ]
104　増井　丈聖 　[ 閃捷塾 ]
105　岡田　涼雅 　[ 桜武会 ]
106　多賀　日祈 　[ 極真カラテ石黒道場 ]
107　片山慶次郎 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

C-10

C-9

C-17

まの　      ひろあき

 ますい　     たけきよ

 おかだ　      りょうが

   たが　         ひのみ

かたやま　けいじろう

108　早川　照真 　[ 闘英館 ]
109　織田幸之助 　[ 虎徹　拳進会 ]
110　纐纈　大武 　[ 闘心館 ]
111  日比野　蓮 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

はやかわ　  しょうま

  おだ　  こうのすけ

こうけつ　    ひろむ

   ひびの　      れん

 　      

C-18
C-11

C-12

C-29

120　山本　勇心 　[ 拳王道　本部 ]
121　安江　颯太 　[ 大志会館 ]
122　佐々木貴誠 　[ 桜武会 ]
123　高村　快世 　[ 闘心館 ]
124　時原　宗汰 　[ 新城 MAC]
125　近藤　優晟 　[ 輪道会 ]
126　泉本　　諒 　[ 遂心塾 ]

112　林     蒼大 　[ 正道会館　健明館 ]
113　石本　優翔 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
114　宇田　武蔵 　[ 拳王道　本部 ]
115　髙尾　大莉 　[ 空身館 ]
116　小澤　愛翔 　[ 極真浜井派　北川道場 ]
117　谷口　蒼太 　[ 桜武会 ]
118　沓名　重宗 　[ 山田道場 ]
119　押川　耀隼 　[ 輪道会 ]

C-6

C-7

C-8

C-15

C-16

C-20

C-2

C-3

C-4

C-5
C-14

C-13

C19

やまもと　   ゆうしん

 やすえ　     そうた

    ささき　 たかまさ

たかむら　   かいせい

ときはら　    そうた

こんどう　   ゆうせい

いずもと　　　　りょう

はやし　             そうた

いしもと　　　まさと

　うだ　　　　むさし

 たかお　      だいち

  おざわ　     まなと

たにぐち　    そうた

 くつな　      しげき

おしかわ　   ようしゅん

C-45

127　伊藤　大翔 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
128　曽我心太郎 　[ 闘心館 ]
129　山中　温大 　[ 山田道場 ]
130　松本　怜大 　[ 命武會 ]
131　末松　　大 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
132　大澤　功夫 　[ 虎徹　拳進会 ]
133　柴田　基壱 　[ 大志会館 ]

C-30

C-31

C-22

C-23

C-24

 いとう　    たいしょう

  そが　   こたろう

やまなか　    はると

まつもと　     れお

すえまつ　       だい

おおさわ　     こお

 しばた　     きいち

C-32

C-33

C-40C-39

C-25

C-26

C-27

C-28

134　秋山　知暉 　[ 闘心館 ]
135　濱口　来夢 　[ 武源 ]
136　小室　秀太 　[ 虎徹　拳進会 ]
137　佐藤　優斗 　[ 森道場 ]
138　伊藤隆之介 　[ 桜武会 ]
139　松下　颯真 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
140　山中　柊二 　[ 命武會 ]
141　倉澤　勝信 　[ 閃捷塾 ]

あきやま　        ともき

はまぐち　    らいむ

 こむろ　    しゅうた

 さとう　     ゆうと

  いとう りゅうのすけ

まつした　    そうま

やまなか　   しゅうじ

くらさわ　   かつのぶ

C-51

C-52

142　樋口　世羅 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
143　加藤　和也 　[ 闘龍會　前林 ]
144　附柴　夢真 　[ 虎徹　拳進会 ]
145　馬込　涼成 　[ 森道場 ]
146　小島羅衣希 　[ 峰武塾 ]
147　江口　透矢 　[ 桜武会 ]
148　竹内　琉晴 　[ 閃捷塾 ]

C-41

C-42

C-34

C-35

C-36

 ひぐち　      せら

 かとう　     かずや

つけしば     　ゆま

 まごめ　   りょうせい

 こじま　   らいき

 えぐち　     とうや

たけうち　 りゅうせい

 C-47

せき　           つむぎ

 よこい　      ひろ

こんどう　    しんじ

 たなか　　　　 さとし

やまもと　　  あやと

 すずき　     ゆうせい

149　関　　　紬 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
150　横井　陽路 　[ 閃捷塾 ]
151　近藤　真心 　[ 桜武会 ]
152　田中　　惺 　[ 立志会 ]
153　山本　綾斗 　[ 拳王道　本部 ]
154　鈴木　悠誠 　[ 心空会 ]

 C-48

C-43

C-44
C-38

C-37

 すずき　   りょうへい

155　鈴木　崚平 　[ 閃捷塾 ]

こんどう　    ちひろ

こんどう　   しょうま　　　
156　近藤　知優 　[ 輪道会 ]
157　近藤　奨真 　[ 桜武会 ]

 C-46

いずもと　   ともか 

 わにべ　   ひなこ
158　泉本　智香 　[ 遂心塾 ]
159　鰐部比奈子 　[ 空身館 ]

160　平野　海光 　[ 空身館 ]
161　伊藤　綺星 　[ 森道場 ]

C-53

C-49 C-50

 ひらの　      うみ

 いとう　      きら
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番号の若い方は赤

Cコート 体育協会長杯　小学2年女子 初級の部

Cコート 体育協会長杯　小学3年女子 初級の部

Cコート 体育協会長杯　小学4・5年女子 初級の部

Cコート のぶなが杯　小学1年男子 武将の部

□□

Cコート のぶなが杯　小学2年男子 武将の部

□□

C-57

 ひぐち　   かのん

162　樋口華乃音 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

のむら

 さの　         みやび　　　
163　野村ひかり 　[ 学心会 ]
164　佐野　　雅 　[ 男塾 ]

C-59

たけした　     みお

みやがわ　     さき　　　
168　竹下　実央 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
169　宮川　沙希 　[ 拳聖会　宮川道場 ]

 いたづ　     あんな

 いとう　     あいら

やまもと　

165　板津　杏奈 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
166　伊藤　愛徠 　[ 森道場 ]
167　山本みいな 　[ 拳王道　本部 ]

  おおぞね　  あいと

 ながい　     あらた

なるかわ　   あきひろ　

C-71

174　大曽根愛斗 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
175　永井　現大 　[ 心空会 ]
176　成川　晃裕 　[ 静空塾 ]

C-65
C-60

 かかむ　    ひろか 　さとう　  ちりか

C-56

170　各務　弘華 　[ 極真浜井派愛知石川 ] 171　佐藤茅利佳 　[ 極真梶原道場 ]

かわた　　　 しおう　　

C-64

172　川田　獅桜 　[ 桜武会 ] 173　ファンタクミ 　[ 真樹道場　横浜南 ]

177 　沖野　修大 　[ ノーティーカラテアカデミー ]
178　本郷　海大 　[ 闘龍會　前林 ]
179　木村　歩積 　[ 佐藤道場 ]
180   東海林優叶  　[拳王道　東郷支部 ]

おきの　     しゅうた

ほんごう　    かいと

 きむら　     ほづみ

 しょうじ　  ゆうと

 　      

C-66
C-61

C-62

Cコート のぶなが杯　小学3年男子 武将の部 優勝・準優勝・3位 2名

Cコート のぶなが杯　小学4年男子 武将の部 優勝・準優勝

Cコート のぶなが杯　小学5年男子 武将の部 優勝・準優勝・3位 2名

185　田村　公聖 　[ 静空塾 ]
186　植村　悠隼 　[ 心空会 ]
187　永冶晃太郎 　[ 闘心館 ]
188  各務　壮祐 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

 たむら　     こうせい

うえむら　     はると

 ながや　 こうたろう

 かかむ　    そうすけ

 　      

181　檮木　　海 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
182　工藤　幸輝 　[ 闘心館 ]
183　宮沢　　凪 　[ 心空会 ]
184  木村　奏翔 　[ 武源 ]

ゆすき　　　　　かい

 くどう　     こうき

みやざわ　        なぎ

 きむら　      かなと

 　      
C-76

C-73C-72
C-69C-67

C-70C-68

  さの　       じんむ

 たなか　     ひろあき

たかはし　   きっぺい

C-87

189　佐野　仁武 　[ 男塾 ]
190　田中　浩明 　[ 静空塾 ]
191　高橋　桔平 　[ 龍壱道場 ]

 ふかい　       ゆく

 たかだ　     しょうり

よしかわ　    だいち

192　深井　優来 　[ 新城 MAC]
193　高田　将里 　[ 極真浜井派　田賀道場 ]
194　吉川　太智 　[ 桜武会 ]

C-77 C-78
C-74

C-75

C-90

195　日野　　暁 　[ 遂心塾 ]
196　内村　総志 　[ 井野道場 ]
197　宮川　武海 　[ 拳聖会　宮川道場 ]
198　石黒　亜門 　[ 極真カラテ石黒道場 ]
199　中橋　勇晴 　[ 桜武会 ]
200　湯田　稜真 　[ 拳王道　本部 ]

C-83

C-84

C-79

C-80

  ひの　         あかつき

うちむら　    そうし

みやがわ　    たけみ

いしぐろ　    あもん

なかはし　   ゆうせい

  ゆだ　     りょうま

C-88

 こもり　   りゅういち

いながき　    ぎんた

おおやま　    かいと

  おおこうち きょうすけ

かたやま　    ゆうき

　ゆい　　　　　あおい

201　古森　龍一  　[ 閃捷塾 ]
202　稲垣　銀大 　[ 井野道場 ]
203　大山　魁一 　[ 武源 ]
204　大河内京介 　[ 闘英館 ]
205　片山　裕喜 　[ 井野道場 ]
206　油井　　葵 　[ 闘龍會　本部 ]

C-89

C-85

C-86
C-82

C-81

C-59

C-63

C-58
C-55

優勝

優勝・準優勝

優勝

優勝

優勝・準優勝
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番号の若い方は赤

のぶなが杯　小学6年男子 武将の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　中学男子 武将の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　壮年男子 武将の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　一般男子・65キロ未満 武将の部 優勝Bコート

のぶなが杯　一般男子・65キロ以上 武将の部 優勝Bコート

のぶなが杯　小学2・3年女子 中奥の部 優勝Bコート

のぶなが杯　小学5・6年女子 中奥の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　中学女子 中奥の部 優勝・準優勝Bコート

□□

さかい　     しょうり

たけうち　   たかひろ

 かとう　   　  なお　　　

210　坂井　昇鯉 　[ 極真梶原 道 場 　 松 阪 支 部 ]
211　竹内　貴啓 　[ 新城 MA C ]
212　加藤　那於 　[ 闘英館 ]

 B-6

 ひろせ　     きんじ

かきもと　     りく

 みよし　    たいよう　

B-9

207　廣瀬　錦司 　[ 遂心塾 ]
208　柿本　璃空 　[ 閃捷塾 ]
209　三好　太陽 　[ 真樹道場　横浜南 ]

B-1
B-5

B-3
B-7

B-19
B-22

B-20
B-24

B-10

  ひろせ　　　 かんた

つけしば　　　 らん

ちょう　       さいくん

B-12

213　廣瀬　寛太 　[ 遂心塾 ]
214　附柴　来夢 　[ 虎徹　拳進会 ]
215　張　　証君 　[ 真樹道場　愛知本部 ]

 あきやま　    はやと

 たなか　    かずひろ

 ささい　      ゆうが

216　秋山　隼人 　[ 闘心館 ]
217　田中　和広 　[ 静空塾 ]
218　笹井　悠河  　[ 極真浜井派　藤田道場 ]

やました　　　　まなぶ 

  つげ　　　しろう
219　山下　　学 　[ 心空会 ]
220　柘植善四郎 　[ 虎徹 ]

221　西山　克哉 　[ 井野道場 ]
222　滝沢　利成 　[ 闘英館 ]

B-14

にしやま　　　かつや

たきさわ　　 としなり

B-16

たけかわ　　　だいき

223　武川　大輝 　[ 闘心館 ]

　せこぐち　 りょうた

 ののやま　　　りょう　　　
224　世古口良太 　[ 光武会館 ]
225　野々山　涼 　[ 拳王道　東郷支部 ]

B-18

  がく　      たいし

226　賀久　泰嗣 　[ 闘龍會　本部 ]

ながい　     ゆうと

すずむら　    よしお　　　
227　永井　友翔 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
228　鈴村　好生 　[ 闘心館 ]

 ひろせ　　　 うめこ 　たなか　　　ももは

Ｂ-17

229　廣瀬　梅子 　[ 遂心塾 ] 230　田中　桃花 　[ 闘心館 ]

□□

みやのはら　   つばき

みやざわ　　　　ひびき　　　
234　宮ノ原　椿 　[ 神誠会 ]
235　宮沢　　響 　[ 心空会 ]

こんどう　　   まゆ

こんどう　    あいな

 さいだ　      しの　

Ｂ-26

231　近藤　真優 　[ 桜武会 ]
232　近藤　愛奈 　[ 闘英館 ]
233　齋田　柴乃 　[ 山田道場 ]

□□

からさわ　     ゆみ

こばやし　     りほ　　　
239　唐澤　悠美 　[ フジプロ空手クラブ ]
240　小林　李穂 　[ 極真浜井派　中川道場 ]

B-25

B-23

B-15

B-13

B-11

B-8
B-4

B-2

おおはし　    ゆうな

 まごめ　     あやか

 たむら　     みゆう　

Ｂ-28

236　大橋　由菜 　[ 閃捷塾 ]
237　馬込　彩花 　[ 森道場 ]
238　田村　弥侑 　[ 静空塾 ]
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番号の若い方は赤

のぶなが杯　幼年男女混合 大名の部 優勝Bコート

のぶなが杯　小学1年男子 大名の部 優勝Bコート

のぶなが杯　小学2年男子 大名の部 優勝・準優勝・3位 2名Bコート

のぶなが杯　小学3年男子・27キロ未満 大名の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　小学3年男子・27キロ以上 大名の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　小学2年女子 大奥の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　小学3年女子 大奥の部 優勝・準優勝Bコート

B-35
B-30

B-31

B-41
B-37

B-46
B-43

B-51

B-53

B-48

B-21

B-29

B-36
B-32

B-33

B-42
B-38

B-47
B-44

B-52

B-54

B-49

B-39

B-27

さかい　     ひなた

241　酒井　陽向 　[ 立志会 ]

　せとぐち　   さえ

はらだ　     ここあ　　　
242　瀬戸口紗愛 　[ 立志会 ]
243　原田　心愛 　[ 正道会館　健明館 ]

B-34

なかにし　    けいた

244　中西　啓太 　[ 闘英館 ]

なつめ　    まさなり

しみず　    しょうた　　　
245　夏目　将成 　[ 正道会館　健明館 ]
246　清水　翔太 　[ 闘真会館 ]

251　木下　瑛人 　[ 正道会館　健明館 ]
252　斉藤　航樹 　[ 立志会 ]
253　古森　大虎 　[ 閃捷塾 ]
254  河合利亜斗 　[ 大上會 ]

きのした　    えいと

さいとう　    こうき

 こもり　     だいこ

 かわい　   りあと

 　      

247　小林　海優 　[ 正道会館　健明館 ]
248　橋本　樹季 　[ 極真カラテ石黒道場 ]
249　瀬戸口大誠 　[ 立志会 ]
250  中村　碧斗 　[ 寛水流　成道會 ]

こばやし　    かいゆう

はしもと　    いつき

  せとぐち　たいせい

なかむら　    りくと

 　      
Ｂ-40

   たわ　      しせい

 のむら　     かいき

  にしなみ　  けいた

Ｂ-45

255　多和　志清 　[ 正道会館　健明館 ]
256　野村　魁希 　[ 闘龍會　本部 ]
257　西奈美慶大 　[ 立志会 ]

258　田口　心道 　[ 闘英館 ]
259　小久江侍勇 　[ 峰武塾 ]
260　吉武　大空 　[ 立志会 ]
261  葉山　楽斗 　[ ノーティーカラテアカデミー ]

 たぐち　    ここみち

    こくえ　   しゆう

よしたけ　     そら

はやま　     がくと

 　      

  なつめ　　　たかふみ

もとすぎ　　　いっさ

 たにぐち　        あきら

B-50

262　夏目　隆史 　[ 正道会館　健明館 ]
263　本杉　一颯 　[ 立志会 ]
264　谷口　　晃 　[ 極真梶原道場　松阪支部 ]

 しみず　     けいた

ながさか　    はると

   ゆい　         さとる

265　清水　啓太 　[ 闘真会館 ]
266　長坂　遙斗 　[ 桜武会 ]
267    油井　　惺 　[ 闘龍會　本部 ]

  いわた　　　 きらか

 ねもと　     ここな

 かわそえ　     こはる

B-55

268　岩田　煌華 　[ 正道会館　健明館 ]
269　根本　心絆 　[ 龍壱道場 ]
270　川添　心暖 　[ 誠拳會館 ]

ひらばる　　　　ひかり

 ひだか　      ゆうな

 はっとり　  りあら

271　平原　　輝 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
272　日髙　由菜 　[ 正道会館　健明館 ]
273    服部吏愛姫 　[ 波導館 ]

はやかわ　    ここな

たまうら　     みな
274　早川　心和 　[ 空身館 ]
275　玉浦　美菜 　[ 大心館 ]

276　三浦　志夏 　[ 極真浜井派三浦道場 ]
277　熊野　桜花 　[ 男塾 ]

B-57

 みうら　     こなつ

くまの　      おうか
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番号の若い方は赤

B-58

B-56

B-59

B-64
B-61

B-65

B-74

B-70

B-71

B-67 B-75

B-76
B-69

B-77

B-79

B-72

B-73

のぶなが杯　小学4年女子 大奥の部 優勝Bコート

のぶなが杯　小学5年女子・35キロ未満 大奥の部 優勝・準優勝Bコート

のぶなが杯　小学5年女子・35キロ以上 大奥の部 優勝Bコート

のぶなが杯　小学6年女子・40キロ未満 大奥の部 優勝・準優勝Bコート

B-62

うえむら　     ゆあ

278　植村　優葵 　[ 心空会 ] やまもと　     ここな　　　
279　ファンマユミ 　[ 真樹道場　横浜南 ]
280　山本　心菜 　[ 静空塾 ]

いぬかい　      あこ

おくの　   くらら
281　犬飼　杏心 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
282　奥野久良々 　[ 光武会館 ]

283　小川　　栞 　[ 寛水流　成道會 ]
284　山田　真緒 　[ 佐藤道場 ]

B-63

B-60

 おがわ　       しおり

やまだ　      まお

のむら　    みやざき　     さな

285　野村こころ 　[ 学心会 ] 286　宮崎　沙菜 　[ 餅田道場 ]

のぶなが杯　小学6年女子・40キロ以上 大奥の部Bコート

B-66

なかやま　　　ここ　    こばやし　　　　 ゆい

292　中山　公子 　[ 極真浜井派　田賀道場 ] 293　小林　　唯 　[ 極真浜井派　中川道場 ]

□□

ひらばる　　　　　かな

やまもと　　　なつき　　　
290　平原　　奏 　[ 極真浜 井 派 愛 知 石 川 ]
291　山本　菜月 　[ 闘龍會　本部 ]

ほり　　　　　 るか

いしかわ　　　まなか

たかはし　　　みゆ　

B-68

287　堀　　琉榎 　[ 極真梶原道場　松阪支部 ]
288　石川　愛佳 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
289　高橋　美結 　[ 閃捷塾 ]

□□

やなぎさわ　   あやか

ひらばる　　　　 みお　　　
306　柳澤　彩加 　[ 誠 拳 會 館 ]
307　平原　　澪 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

いいぼし　　　あやか

 みよし　     ゆうな

なかやま　     あこ　

B-80

303　飯干　彩華 　[ 闘真会館 ]
304　三好　夕夏 　[ 真樹道場　横浜南 ]
305　中山　亜子 　[ 極真浜井派　田賀道場 ]

優勝

のぶなが杯　中学女子・45キロ未満 大奥の部Bコート 優勝・準優勝・3位 2名

のぶなが杯　中学女子・45キロ以上 大奥の部Bコート 優勝・準優勝

のぶなが杯　一般女子 大奥の部Bコート 優勝

Ｂ-78

294　西村　香那 　[ 光武会館 ]
295　片岡　風香 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
296　成田　夏野 　[ 闘真会館 ]
297　石川　采寧 　[ 正道会館　健明館 ]
298　久野妃美香 　[ 閃捷塾 ]

にしむら　     かな

かたおか　     ふうか

  なりた　       なつの

いしかわ　       あやね

 くの　     ひみか

299　ファンチエミ 　[ 真樹道場　横浜南 ]
300　片山かな子 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
301　倉澤　美樹 　[ 閃捷塾 ]
302  根本　美優 　[ 龍壱道場 ]

かたやま           こ

くらさわ　     みき

 ねもと　     みゆう

 　      

B-81

 いしの

308　石野まこと 　[ 石野道場 ]

いちはし　　　 みく

にしかわ　　　　　はな　　　
309　市橋　美空 　[ 誠拳會館 ]
310　西川　花菜 　[ 寛水流　松阪 ]
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のぶなが杯　小学4年男子・30キロ未満 大名の部 優勝・準優勝Aコート

のぶなが杯　小学4年男子・30キロ以上 大名の部 優勝・準優勝Aコート

のぶなが杯　小学5年男子・35キロ未満 大名の部 優勝・準優勝・3位 2名Aコート

番号の若い方は赤

□□

たかはし　  しゅうへい

かたおか　   りょうま　　　
314　高橋　柊平 　[ 閃 捷 塾 ]
315　片岡　竜馬 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

きたむら　    れんと

はやかわ　  りょうすけ

やまさき　   よしとら　

A-8

311　北村　蓮斗 　[ 立志会 ]
312　早川　僚祐 　[ 大心館 ]
313　山﨑　由虎 　[ 空身館 ]

A-4
A-1

A-5

A-16
A-11

A-17

A-32
A-26

A-33

A-23
A-20

A-24

A-6
A-2

A-7
A-3

A-18

A-12
A-9

A-13

A-19

A-14

A-34
A-29

A-28
A-35

A-30

A-31

A-15

A-21

のぶなが杯　小学5年男子・35キロ以上 大名の部 優勝・準優勝Aコート

□□

こばやし　  りゅうせい

おおつき　    ぎんじ　　　
334　小林　劉晟 　[ 極真 梶 原 道 場 ]
335　大槻　銀次 　[ 正道会館　健明館 ]

 まつだ　    ひゅうが

いしかわ　ゆめのすけ

はやし　　　　だいしん　

A-25

331　松田　彪雅 　[ 空手塾 ]
332　石川夢之助 　[ 井野道場 ]
333　林　　大真 　[ 虎徹 ]

のぶなが杯　小学6年男子・40キロ以上 大名の部 優勝・準優勝Aコート

のぶなが杯　中学男子・50キロ未満 大名の部 優勝・準優勝・3位 2名Aコート

□□

にしかわ　    きらり

 ながや　        しょう　　　
345　西川　星輝 　[ 寛水 流 　 松 阪 ]
346　長屋　　憧 　[ 闘心館 ]

なかやま　    むつき

まつした　  しょうま

  なかやま　    せいと　

A-36

342　中山　睦稀 　[ 佐藤道場 ]
343　松下　翔雅 　[ 極真浜井派　田賀道場 ]
344　中山　星音 　[ 石野道場 ]

なかにし　   りょうた

 さかい　　　　　はる

 おおはし　　　 まきと

A-10

316　中西　亮太 　[ 闘英館 ]
317　酒井　　暖 　[ 立志会 ]
318　大橋　槇斗 　[ 閃捷塾 ]

あんざい　　　おうすけ

 おざわ　せいたろう

 くらうち　    たくと

319　安濟　櫻右 　[ 新城 MAC]
320　小澤誠太郎 　[ 闘英館 ]
321   倉内　拓人 　[ 峰武塾 ]

のぶなが杯　小学6年男子・40キロ未満 大名の部 優勝・準優勝Aコート
すずき　       るい

 ごとう　　　えいきち

 さいだ　　　　 ゆうと

A-27

336       　鈴木　琉生 　[ 大志会館 ]
337　後藤　英吉 　[ 極真梶原道場 ]
338　齋田　悠斗 　[ 山田道場 ]

 くまの　     やまと

 いしだ　     はると

 とき　　　　 つよし

339　熊野　大和 　[ 男塾 ]
340　石田　陽都 　[ 大志会館 ]

　341  土岐　　剛 　[ 閃捷塾 ]

A-22

322　岩田　煌魁 　[ 正道会館　健明館 ]
323　田中　拳志 　[ 闘心館 ]
324　川添　倖汰 　[ 誠拳會館 ]
325　水谷　　蓮 　[ 閃捷塾 ]
326　板津　彰人 　[ ノーティーカラテアカデミー ]

いわた　     おおが

 たなか　      けんし

かわそえ　      こうた

みずたに　　　　　れん

 いたづ　      あきと

327　日髙　遥介 　[ 正道会館　健明館 ]
328　打田　武生 　[ 闘龍會　本部 ]
329　堀　摩那斗 　[ 極真梶原道場　松阪支部 ]
330  中村　海斗 　[ 寛水流　成道會 ]

 ひだか　    ようすけ

 うちだ　    たつのり

ほり　      まなと

なかむら　    かいと

 　      

351　提　亮太朗 　[ 志道塾 ]
352　髙田　龍聖 　[ 闘英館 ]
353　鈴木　択実 　[ 閃捷塾 ]
354  葛谷　海人 　[ 大心館 ]

さげ　   りょうたろう

 たかだ　   りゅうせい

 すずき　     たくみ

 くずや　     かいと

 　      

347　賀久　耀大 　[ 闘龍會　本部 ]
348　西川　創拳 　[ 空身館 ]
349　尾﨑　真生 　[ 極真浜井派愛知石川 ]
350  加藤　匠悟 　[ 閃捷塾 ]

  がく　      ようた

にしかわ　   そうけん

 おざき　      まお

 かとう　    しょうご

 　      
A-41
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番号の若い方は赤

A-42
A-38

A-37
A-43

A-39

A-47

A-64

A-44

A-49
A-54

A-55
A-50

A-58

A-48

A-62 A-63

A-65

A-66
A-59

A-67

A-60

A-61

A-56

A-57

A-51

A-52

A-45

A-40

のぶなが杯　中学男子・50キロ以上 大名の部 優勝・準優勝・3位 2名Aコート

のぶなが杯　高校男子 大名の部 優勝・準優勝Aコート

のぶなが杯　壮年男子 大名の部 優勝・準優勝・3位 2名Aコート

のぶなが杯　一般男子・65キロ未満 大名の部 優勝・準優勝Aコート

のぶなが杯　一般男子・65キロ以上 大名の部 優勝・準優勝Aコート

359　丸野　智弘 　[ 闘心館 ]
360　西川鼓太朗 　[ 寛水流　松阪 ]
361　成川　　翔 　[ 静空塾 ]
362  片岡　天馬 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

 まるの　    ともひろ

にしかわ　 こたろう

なるかわ　　　　しょう

かたおか　　　てんま

 　      

355　都築　辰哉 　[ 闘龍會　本部 ]
356　永冶咲太郎 　[ 闘心館 ]
357　太田　雄仁 　[ 大志会館 ]
358  千田　晃輝 　[ 顕正会館　愛知道場 ]

 つづき　     しんや

 ながや  しょうたろう

 おおた　    ゆうじん

 せんだ　     こうき

 　      
A-46

A-68

  かとう　     まさし

 かとう　    たかのぶ

かなもと　    こうじ

たかはし　    しげき

なかむら　   りゅうじ

 かとう　      まさみ

375　加藤　真史 　[ 男塾 ]
376　加藤　孝宜 　[ 我導会 ]
377　金本　耕治 　[ 克己空手塾 ]
378　高橋　茂樹 　[ 龍壱道場 ]
379　中村　隆二 　[ 無心塾 ]
380　加藤　真己 　[ 極真会館　長谷場道場 ]

 すずき　　　　　たかし

 いわい　　　としひこ

さかきばら　 まさとし

 せんだ　    としひさ

すずき　　　　 　じゅん

みやがわ　　 のぶゆき

369　鈴木　　隆 　[ 寛水流　松阪 ]
370　岩井　俊彦 　[ 京空会　岩井道場 ]
371　榊原　正敏 　[ 山田道場 ]
372　千田　敏久 　[ 顕正会館　愛知道場 ]
373　鈴木　　潤 　[ 無心塾 ]
374　宮川　信之 　[ 拳聖会　宮川道場 ]

にしむら　　　かずま

やなぎさわ　 りゅうせい

  かとう　       まひろ

A-53

363　西村　一真 　[ 光武会館 ]
364　柳澤　隆成 　[ 誠拳會館 ]
365　加藤　真浩 　[ 寛水流　天心会 ]

 いわい　     りきと

 ほんま　      だいき

  おざき　      なお

366　岩井　力斗 　[ 京空会　岩井道場 ]
367　本間　大輝 　[ 森道場 ]
368  尾﨑　直生 　[ 極真浜井派愛知石川 ]

□□

よしみず　   きよたか

 ももせ　     なおき　　　
384　吉水　清隆 　[ 養 心 会 ]
385　百瀬　直紀 　[ 同志会 ]

 たなか　     かつし

 とよた　    やすゆき

 みなみで　  ないと　

A-69

381　田中　克司 　[ 闘心館 ]
382　豊田　康之 　[ 桜武会 ]
383　南出那偉人 　[ 寛水流　竜成会 ]

はしらまつ　   けんた

 よしだ　     そうし

 たなか　     ゆうと

A-70

386　柱松　拳太 　[ 寛水流　竜成会 ]
387　吉田　将史 　[ 誠拳會館 ]
388　田中　友斗 　[ 心空会 ]

389　鶴田　裕季 　[ 闘英館 ]
390　杉田　祏輔 　[ 同志会 ]
391　井上　和貴 　[ 極真梶原道場　松阪支部 ]
392  富山飛伊路 　[ 極真浜井派　中国北京 ]

 つるた　     ゆうき

 せんだ　　　ゆうすけ

いのうえ　　　かずき

とみやま　　ひいろ

 　      

サンキューラーメン
みよし市福田店

〒470-0225 愛知県みよし市福田町山畑101

090-6461-0434
PM5:00～AM3:00（L.O）営業時間 月曜日定 休 日

T E L：0 5 6 1－3 9－4 8 8 5（予約優先制）
定 休 日：毎週火曜日・第 2・3月曜日
営業時間：平　　日AM9：00 ～ PM9：00
　　　　　土・日・祝 AM8：00 ～ PM8：00

の
ぶ
な
が
杯

祝祝祝祝


