
第32回岐阜県少年少女空手道選手権大会 令和３年５月４日,１６日　岐阜メモリアルセンター

個人（４位まで）

学年　男女 順位 氏名 ふりがな 学校名 所属名 氏名 ふりがな 学校名 所属名

小学生１年　男子 優勝 堀　祐誠 ほり　ゆうせい 本巣小 松涛一濤塾 山口　瑠唯 やまぐち　るい 藍見小 和道美濃 所属名 入賞者数 所属名 入賞者数

小学生１年　男子 準優勝 加藤　樹 かとう　いつき 川島小 和道岐東 佐藤　皐 さとう　こう 旭ヶ丘小 陰陽聖心館 拳和多治見 6 和道美濃 23
小学生１年　男子 ３位 廣瀬　綺一 ひろせ　きいち 川並小 松涛志空塾 木下　泰良 きのした　たいら 倉知小 陰陽聖心館 拳和拳真館 5 和道稲羽 1
小学生１年　男子 ４位 鵜飼　みつる うかい　みつる 大和小 拳和拳真館 稲垣　翔勇 いながき　とい 加納小 松涛忠節 和道陽南 2 和道本巣 1
小学生１年　女子 優勝 小林　眞花 こばやし　はな 大野西小 拳和拳真館 澤田　ゆあり さわだ　ゆあり 長森北小 和道美濃 和道美濃 1 和道高山 1
小学生１年　女子 準優勝 西垣　愛琉 にしがき　あいる 本巣小 和道岐刑則松 石原　来望 いしはら　くるみ 下有知小 和道美濃 和道岐刑 2 和道岐刑則松 1
小学生１年　女子 ３位 今井　仁菜 いまい　にな 岐南北小 和道岐東 山田　紬愛 やまだ　ちゅら 西郷小 和道岐刑則松 和道岐刑則松 1 和道古川 1
小学生１年　女子 ４位 小塩　りつこ おじお　りつこ 加納小 松涛関羽塾 小野　桜輝子 おの　さきこ 城西小 松涛関羽塾 和道岐東 4 松涛一濤塾 1
小学生２年　男子 優勝 竹中　維吹　 たけなか　いぶき 小島小 拳和拳真館 古川　拓磨 ふるかわ　たくま 加茂野小 和道美濃 和道中島 1 松涛志空塾 2
小学生２年　男子 準優勝 澤井　優斗 さわい ゆうと 堀津小 和道中島 濱口　天晴 はまぐち　てんせい 古川小 和道古川 和道羽島 1 松涛関羽塾 2
小学生２年　男子 ３位 日比　伶 ひび　れい 竹鼻小 和道羽島 小野木　俐斗 おのぎ　りと 長森南小 和道美濃 和道名空会 2 松涛勝空塾 1
小学生２年　男子 ４位 渡邊　雅斗 わたなべ　まさと 北方小 和道名空会 松涛一濤塾 5 松涛忠節 2
小学生２年　女子 優勝 畑中　芽衣 はたなか　めい 泉小 拳和多治見 神谷　凌帆 かみや　りほ 岩野田小 和道美濃 松涛志空塾 3 松涛誠空塾 1
小学生２年　女子 準優勝 村上　栞菜 むらかみ　かんな 長森南小 和道陽南 河合　琴音 かわあい　ことね 田原小 陰陽聖心館 松涛勝空塾 1 協会関金竜 1
小学生２年　女子 ３位 井上　栞那 いのうえ　かんな 岐南西小 松涛一濤塾 西部　ななは にしぶ　ななは 中有知小 和道美濃 松涛忠節 1 陰陽聖心館 9
小学生２年　女子 ４位 坂　理衣奈 ばん　りいな 岐阜小 松涛関羽塾 小瀬木　雫月 おぜき　しずく 富岡小 陰陽聖心館 松涛北星塾 1 47
小学生３年　男子 優勝 磯貝　英介 いそがい　えいすけ 緑苑小 拳和多治見 野平　渓太 のひら　けいた 芥見小 和道美濃 松涛関羽塾 4
小学生３年　男子 準優勝 佐々　楓 ささ　かえで 旭小 拳和多治見 髙橋　絢介 たかはし　けんすけ 瑞穂西小 松涛志空塾 松涛誠空塾 1
小学生３年　男子 ３位 広瀬　善仁 ひろせ　よしひと 茜部小 和道陽南 長屋　進次朗 ながや　しんじろう 倉地小 協会関金竜 協会大垣 2
小学生３年　男子 ４位 室　藍徹 むろ　あいと 八幡小 協会大垣 栢之間　新 かやのま　あらた 岐南東小 和道稲羽 協会笠松 2
小学生３年　女子 優勝 神谷　珂帆 かみや　かほ 岩野田小 和道美濃 後藤　花歩 ごとう　かほ 安桜小 陰陽聖心館 陰陽聖心館 1
小学生３年　女子 準優勝 後藤　花歩 ごとう　かほ 安桜小 陰陽聖心館 余郷　花凛 よごう　かりん 富岡小 陰陽聖心館 清流スポーツ 2
小学生３年　女子 ３位 青山　葉月 あおやま　はづき 本巣小 和道岐刑 渡瀬　月咲 わたせ　つきさ 長森北小 和道美濃 48
小学生３年　女子 ４位 竹中　仁菜 たけなか　にいな 厚見小 和道岐東 神谷　珂帆 かみや　かほ 岩野田小 和道美濃

小学生４年　男子 優勝 西川原　利紅 にしかわらりく 妻木小 拳和多治見 大野　喜一 おおの　きいち 芥見東小 和道美濃 個人（全少出場）

小学生４年　男子 準優勝 小畑　龍伸 おばた　りょうしん 本田小 松涛一濤塾 磯村　凰太郎 いそむら　おうたろう 武儀小 陰陽聖心館

小学生４年　男子 ３位 大隅　至道 おおすみ　しどう 北栄小 清流スポーツ 磯村　虎太郎 いそむら　こたろう 武儀小 陰陽聖心館 所属名 入賞者数 所属名 入賞者数

小学生４年　男子 ４位 畑中　康佑 はたなか　こうすけ 泉小 拳和多治見 金子　統哉 かねこ　とうや 鵜沼第三小 和道美濃 拳和多治見 4 和道美濃 10
小学生４年　女子 優勝 三宅　紗良早 みやけ　さらは 明郷小 松涛勝空塾 岩田　杏珠 いわた　あんじゅ 安桜小 松涛関羽塾 松涛志空塾 2 陰陽聖心館 1
小学生４年　女子 準優勝 山森　七海 やまもり　ななみ 金竜小 松涛忠節 洞崎　珠羽 ほらざき　じゅね 美濃小 和道美濃 拳和拳真館 2 松涛関羽塾 1
小学生４年　女子 ３位 水谷　百花 みずたに　ももか 西郷小 松涛北星塾 飯田　楓 いいだ　かえで 真桑小 松涛一濤塾 松涛一濤塾 1 12
小学生４年　女子 ４位 佐々木　美空 ささき　みそら 北方小 和道名空会 山森　七海 やまもり　ななみ 金竜小 松涛忠節 和道美濃 1
小学生５年　男子 優勝 浅井　健琉 あさい　たける 滝呂小 拳和多治見 野平　爽太 のひら　そうた 芥見小 和道美濃 松涛勝空塾 1
小学生５年　男子 準優勝 水上　唯信 みなかみ　ゆいしん 青墓小 協会大垣 千賀　奏芽 せんが　かなめ 八木山小 和道美濃 松涛関羽塾 1
小学生５年　男子 ３位 山越　惺陽 やまこし　せいや 三輪南小 松涛誠空塾 上野　友雅 うえの　ゆうが 富加小 陰陽聖心館 12
小学生５年　男子 ４位 室伏　颯 むろふし　そう 岐南北小 和道岐東 新井　琳斗 あらい　りんと 結小 松涛志空塾

小学生５年　女子 優勝 多田　瑚々奈 ただ　ここな 瀬尻小 松涛関羽塾 大澤　祐月 おおさわ　ゆずき 長森北小 和道美濃

小学生５年　女子 準優勝 杉山　千尋 すぎやま　ちひろ 安桜小 松涛関羽塾 小塩　愛莉 おじお　あいり 瀬尻小 松涛誠空塾

小学生５年　女子 ３位 中島　朱梨 なかしま　あかり 茜部小 協会笠松 河野　天音 こうの　あまね 大野北小 和道本巣

小学生５年　女子 ４位 小寺　菜々美 こでら　ななみ 揖斐小 拳和拳真館 後藤　美空 ごとう　みく 芥見小 和道美濃

小学生６年　男子 優勝 向井　煌之典 むかい　こうのすけ 名森小 松涛志空塾 山口　璃貫 やまぐち　りつき 藍見小 和道美濃

小学生６年　男子 準優勝 今村　向陽 いまむら　こうよう 大和小 拳和拳真館 川井　晴輝 かわい　はるき 美濃小 和道美濃

小学生６年　男子 ３位 大隅　創堅 おおすみ　そうけん 北栄小 清流スポーツ 松並　歩武 まつなみ　あゆむ 中有知小 和道美濃

小学生６年　男子 ４位 土居　丈一郎 どい　じょういちろう 七郷小 松涛一濤塾 小島 刀水 こじま　かたな 国府小 和道高山

小学生６年　女子 優勝 毛利  希颯 もうり  ののか 正木小 松涛志空塾 西村　まりあ にしむら　まりあ 長森南小 和道美濃

小学生６年　女子 準優勝 堀　凛亜 ほり　りあ 茜部小 協会笠松 高橋　南帆 たかはし　みなほ 芥見東小 和道美濃

小学生６年　女子 ３位 家田　夏歩 いえだ　なつほ 穂積小 松涛一濤塾 村瀬　智花 むらせ　ちはな 岩野田北小 和道美濃

小学生６年　女子 ４位 原　天澄 はら　あずみ 長良西小 和道岐刑 増田　理子 ますだ　りこ 七郷小 松涛勝空塾

形 組手

種目 形　入賞者 組手　入賞者
形 組手


