
第31回岐阜県少年少女空手道選手権大会 令和元年５月５日
■強化指定A（全少出場選手）　■強化指定選手B 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

小学生１年　男子 優勝 磯貝　英介 緑苑小 拳和会多治見 長谷川　斗亜 芥見小 和道会美濃

小学生１年　男子 準優勝 広瀬　善仁 茜部小 和道会陽南 野平 渓太 芥見小 和道会美濃

小学生１年　男子 ３位 高橋　絢介 瑞穂西小 松涛連志空塾 渡邊　結仁 高山北小 和道会高山

小学生１年　男子 ４位 松久　弘渡 大野小 拳和会拳真館 髙田　龍一 三輪南小 松涛連誠空塾

小学生１年　女子 優勝 神谷　珂帆 岩野田小 和道会美濃 余郷　花凛 富岡小 聖心館

小学生１年　女子 準優勝 青山　葉月 本巣小 和道会岐刑則松 後藤　花歩 浅倉小 聖心館

小学生１年　女子 ３位 丹羽　栞莉 稲羽東小 和道会稲羽 青山　葉月 本巣小 和道会岐刑則松

小学生１年　女子 ４位 神谷　珂帆 岩野田小 和道会美濃

小学生２年　男子 優勝 西川原　利紅 妻木小 拳和会多治見 田原　琉汰郎 富岡小 和道会美濃

小学生２年　男子 準優勝 畑中　康佑 泉小 拳和会多治見 小瀬木　統也 富岡小 聖心館

小学生２年　男子 ３位 小畑　龍伸 本田小 松涛連一濤塾 磯村　虎太郎 武儀西小 聖心館

小学生２年　男子 ４位 伊藤　総志 揖斐小 拳和会拳真館 磯村　凰太郎 武儀西小 聖心館

小学生２年　女子 優勝 三宅　紗良早 明郷小 松涛連勝空塾 佐藤　心暖 太田小 和道会美濃

小学生２年　女子 準優勝 水谷　百花 西郷小 松涛連北星塾 洞崎　珠羽 美濃小 和道会美濃

小学生２年　女子 ３位 山森　七海 金竜小 松涛連忠節 林　優亜 田原小 聖心館

小学生２年　女子 ４位 向井　美琴 竹鼻小 和道会羽島 八木　心梨 下有知小 和道会美濃

小学生３年　男子 優勝 佐野　竜之介 島小 松涛連忠節 野平　爽太 芥見小 和道会美濃

小学生３年　男子 準優勝 山越　惺陽 三輪南小 松涛連誠空塾 千賀　奏芽 八木山小 和道会美濃

小学生３年　男子 ３位 浅井　健琉 滝呂小 拳和会多治見 栃井　佑太 長森北小 松涛連忠節

小学生３年　男子 ４位 山西　大河 三輪南小 協会岐北 中島　康佑 瀬尻小 松涛連誠空塾

小学生３年　女子 優勝 小塩　愛莉（組手→） 瀬尻小 松涛連誠空塾 小塩　愛莉 瀬尻小 松涛連誠空塾

小学生３年　女子 準優勝 杉山　千尋 安桜小 松涛連関羽塾 臼井　瑠稀愛 市橋小 和道会陽南

小学生３年　女子 ３位 中島　朱梨 茜部小 協会笠松 河野　天音 大野北小 和道会本巣

小学生３年　女子 ４位 後藤　結衣 竹鼻小 和道会羽島 町野　栞那 三輪北小 松涛連誠空塾

小学生４年　男子 優勝 向井煌之典 名森小 松涛連志空塾 山口　璃貫　　SS 藍見小 和道会美濃

小学生４年　男子 準優勝 今村向陽 大和小 拳和会拳真館 池田　光志 旭ヶ丘小 聖心館

小学生４年　男子 ３位 久留　結也 金竜小 松涛連誠空塾 山口　晴輝 美濃小 和道会美濃

小学生４年　男子 ４位 谷村　咲人 梅原小 正剛館伊奈波

小学生４年　女子 優勝 堀　凛亜 茜部小 協会笠松 西村　まりあ　SS 長森南小 和道会美濃

小学生４年　女子 準優勝 毛利　希颯 正木小 松涛連志空塾 高橋　南帆 芥見東小 和道会美濃

小学生４年　女子 ３位 原　天澄 長良西小 和道会岐刑 堀　凛亜（←形） 茜部小 協会笠松

小学生４年　女子 ４位 家田　夏歩 穂積小 松涛連一濤塾 孫田　陽菜 池田小 空手アカデミー

小学生５年　男子 優勝 増田　隼也 揖斐小 拳和会拳真館 小森　八一 富岡小 和道会美濃

小学生５年　男子 準優勝 西垣　怜武 足近小 松涛連関羽塾 佐藤　心温 太田小 和道会美濃

小学生５年　男子 ３位 高橋　龍樹 長良西小 和道会岐刑 栗山　明大 富岡小 聖心館

小学生５年　男子 ４位 太田　虎太郎 長良西小 和道会岐刑 河野　詩音 大野北小 和道会本巣

小学生５年　女子 優勝 室伏　優衣 岐南北小 和道会岐東 小澤　明莉 三輪南小 和道会美濃

小学生５年　女子 準優勝 宮田　樹希 城西小 和道会岐刑 玉置　芽衣 富野小 聖心館

小学生５年　女子 ３位 加納　里紗 大野西小 拳和会拳真館 市原　彩羽 中有知小 和道会美濃

小学生５年　女子 ４位 所　栞夏 本巣小 和道会岐刑則松 渡邉　紗妃 墨俣小 松涛連一濤塾

小学生６年　男子 優勝 浅井　丈一朗 滝呂小 拳和会多治見 洞崎　矢龍 美濃小 和道会美濃

小学生６年　男子 準優勝 小坂　凛空 滝呂小 拳和会多治見 内匠　勇一朗 芥見東小 和道会美濃

小学生６年　男子 ３位 渡辺　隼士 岐南北小 和道会各務原 杉原　志琉 七郷小 松涛連志空塾

小学生６年　男子 ４位 大竹　優吾 根本小 拳和会多治見 青木　一真 大野北小 和道会本巣

小学生６年　女子 優勝 藤井　爽花 七郷小 協会大垣 小塩　唯莉 瀬尻小 松涛連誠空塾

小学生６年　女子 準優勝 水上　優花 青墓小 協会大垣 岩﨑　由奈 厚見小 松涛連一濤塾

小学生６年　女子 ３位 中山　結衣 滝呂小 拳和会多治見 藤井　爽花 七郷小 協会大垣

小学生６年　女子 ４位 金丸　亜未 七郷小 松涛連岐中 坂本　こころ 国府小 和道会高山

小学生団体 優勝 拳和会多治見

小学生団体 準優勝 和道会岐刑

小学生団体 ３位 松涛連岐中
小学生団体 ４位

全少出場選手 形 24名 組手 SS　2名 24名

種目 形　入賞者 組手　入賞者

久留　結也（松涛誠空塾）　長屋孝志朗（協会金竜）


