
第２９回岐阜県少年空手道選手権大会 平成２９年５月５日（祝）

岐阜メモリアルセンター

学　年　男　女 順　位 氏　　名 学　校　名 所　属　名 氏　　名 学　校　名 所　属　名

小１男子 優勝 佐野　竜之介 島小 松涛連忠節 上野　友雅 富岡小 聖心館

小１男子 準優勝 山越　惺陽 三輪南小 松涛連誠空塾 浅井　健琉 滝呂小 拳和会多治見

小１男子 ３位 浅井　健琉 滝呂小 拳和会多治見 室伏　颯 岐南町立北小 和道岐東

小１男子 ４位 中山　眞一 滝呂小 拳和会多治見 中島　康佑 瀬尻小 松涛連誠空塾

小１女子 優勝 小塩　愛莉 瀬尻小 松涛連誠空塾 大澤　祐月 長森北小 和道美濃

小１女子 準優勝 岩崎　祐登 厚見小 松涛連一濤塾 町野　栞那 三輪北小 松涛連誠空塾

小１女子 ３位 柴田　和美 小泉小 空手アカデミー 小塩　愛莉 瀬尾小 松涛連誠空塾

小１女子 ４位 町野　栞那 三輪北小 松涛連誠空塾 河野　天音 大野町立北小 和道本巣

小２男子 優勝 向井　煌之典 名森小 松涛連志空塾 池田　光志 旭ヶ丘小 聖心館

小２男子 準優勝 大隅　創堅 北栄小 拳和会多治見 山田　干稀 美濃小 和道美濃

小２男子 ３位 土居　丈一郎 七郷小 松涛連一濤塾 後藤　應介 安桜小 聖心館

小２男子 ４位 新井　颯鬼 結小 松涛連志空塾 横山　瑛司 富加小 聖心館

小２女子 優勝 堀　凛亜 茜部小 協会笠松 西村　まりあ 長森南小 和道美濃

小２女子 準優勝 面家　早百合 長良西小 和道岐刑 高橋　南帆 芥見東小 和道美濃

小２女子 ３位 渡辺　萌杏 岐南町立北小 和道岐東 日比野　心海 芥見小 和道美濃

小２女子 ４位 勝又　歌音 北栄小 拳和会多治見 孫田　陽菜 池田小 空手アカデミー

小３男子 優勝 磯貝　大介 緑苑小 和道錬成館 小森　八一 富岡小 和道美濃

小３男子 準優勝 高橋　龍樹 長良西小 和道岐刑 河野　詩音 大野町立北小 和道本巣

小３男子 ３位 西垣　怜武 足近小 松涛連羽島北 栗山　明大 富岡小 聖心館

小３男子 ４位 前川　源太 滝呂小 拳和会多治見 江口　拓杜 富岡小 聖心館

小３女子 優勝 宮田　樹希 城西小 和道岐刑 市原　彩羽 中有知小 和道美濃

小３女子 準優勝 福井　佑芽 不田小 松涛連勝空塾 渡邉　紗妃 墨俣小 松涛連一濤塾

小３女子 ３位 渡邉　紗妃 墨俣小 松涛連一濤塾 野平　唯 芥見小 和道美濃

小３女子 ４位 林　聖徠 長森東小 松涛連北星塾 室伏　優衣 岐南町立北 和道岐東

小４男子 優勝 渡辺　隼士 岐南町立北小 和道岐東 洞崎　矢龍 美濃小 和道美濃

小４男子 準優勝 浅井　丈一朗 滝呂小 拳和会多治見 伊佐地　宗磨 桜ヶ丘小 聖心館

小４男子 ３位 小坂　凛空 滝呂小 拳和会多治見 林　幹大 長森東小 和道美濃

小４男子 ４位 小野　陽哉 養基小 拳和会拳真館 松並　琉斗 中有知小 和道美濃

小４女子 優勝 佐野　栞那 島小 松涛連忠節 岩堤　あす香 山王小 和道高山

小４女子 準優勝 藤井　爽花 七郷小 協会大垣 岩崎　由奈 厚見小 松涛連一濤塾

小４女子 ３位 金丸　亜未 七郷小 松涛連岐中 上園　未来 竹鼻小 和道羽島

小４女子 ４位 飯田　葵 真桑小 松涛連一濤塾 坂本　こころ 国府小 和道高山

小５男子 優勝 今　勇絆 大垣市立東小 協会大垣 渡邉　陽輝 美濃小 和道美濃

小５男子 準優勝 森岡　秀哉 真桑小 和道北方 渡部　健 中有知小 和道美濃

小５男子 ３位 髙倉　滉生 共栄小 拳和会多治見 松田　麟太朗 旭ヶ丘小 聖心館

小５男子 ４位 大野　達也 長良小 和道岐刑 平田　守生 田原小 聖心館

小５女子 優勝 福田　花音 城西小 和道岐刑 廣瀬　佳楽 弾正小 松涛連一濤塾

小５女子 準優勝 佐藤　月南 岐大付属小 協会大垣 市原　星彩 中有知小 和道美濃

小５女子 ３位 西垣　瞳生 足近小 松涛連羽島北 西垣　瞳生 足近小 松涛連羽島北

小５女子 ４位 廣瀬　佳楽 弾正小 松涛連一濤塾 山田　百花 美濃小 和道美濃

小６男子 優勝 灰塚　遥音 笠原小 拳和会多治見 野々村　京 長良西小 和道岐刑

小６男子 準優勝 野々村　京 長良西 和道岐刑 汲田　星空 大野町立北小 和道本巣

小６男子 ３位 河原田　理央 岐大付属小 和道丸杉 松尾　秀 瑞穂南小 松涛連志空塾

小６男子 ４位 若原　冬依 真桑小 正剛忠節 野村　禅太 蘇原第一小 協会岐北

小６女子 優勝 川尻　侑那 徹明さくら小 松涛連岐中 日比野　心栄 芥見小 和道美濃

小６女子 準優勝 水上　花蓮 青墓小 協会大垣 小森　好華 富岡小 和道美濃

小６女子 ３位 土居　姫佳 七郷小 松涛連一濤塾 髙木　海優 西郷小 松涛連北星塾

小６女子 ４位 吉田　佑衣菜 黒野小 松涛連北星塾 長尾　音羽 芥見小 和道美濃

組手入賞者種目 形入賞者



中学男子 優勝 堺　勇太 大野中 拳和会拳真館 豊田　陽也 本巣中 和道本巣

中学男子 準優勝 山下　雄也 岐阜西中 松涛連一濤塾 広　天生 美濃中 和道美濃

中学男子 ３位 若原　颯舞 大野中 拳和会拳真館 山田　聖凌 旭ヶ丘中 聖心館

中学男子 ４位 原田　聡一 大野中 拳和会拳真館 池田　宗一郎 長森中 和道美濃

中学女子 優勝 吉村　一葉 穂積中 松涛連一濤塾 河合　亜呼 美濃中 和道美濃

中学女子 準優勝 山川　朱梨亜 岐北中 和道岐刑則松 宇井　なづな 羽島中央中 和道中島

中学女子 ３位 金丸　愛 岐阜西中 松涛連岐中 島田　芽依那 美濃中 和道美濃

中学女子 ４位 木俣　睦 南ヶ丘中 拳和会多治見 古賀　光季 穂積北中 松涛連一濤塾

高校男子 優勝 羽賀　涼珠 県岐商 新井　陸稀 県岐商

高校男子 準優勝 中川　陽方 県岐商 堀　夢叶 県岐商

高校男子 ３位 河合　鴻之介 加納 辻　大輔 県岐商

高校男子 ４位 村瀬　貴紀 富田 広瀬　樹季 県岐商

高校女子 優勝 吉村　美咲 県岐商

高校女子 準優勝 伊藤　里穂 県岐商

高校女子 ３位 松原　ひかる 県岐商

高校女子 ４位 大野　里菜子 県岐商

少年団体 優勝 和道会北方支部

少年団体 準優勝 糸東会空手アカデミー

少年団体 ３位

少年団体 ４位

中学男子団体 優勝 大野中学校 美濃中学校

中学男子団体 準優勝 境川中学校 岐阜西中学校

中学男子団体 ３位 岐阜西中学校 旭ヶ丘中学校

中学男子団体 ４位 巣南中学校 桜ヶ丘中学校

中学女子団体 優勝 岐阜西中学校 美濃中学校

中学女子団体 準優勝 揖斐川中学校 穂積中学校

中学女子団体 ３位 岐阜西中学校

中学女子団体 ４位 揖斐川中学校


