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令和４年度岐阜県中学生空手道選手権大会 2022年4月17日

岐阜メモリアルセンターふれ愛ドーム

種　　　目 入賞結果 氏　　名 よ　み　が　な 学　校　名 所　属

中学男子形 優勝 小坂 凛空 こさか りく 多治見中 拳和多治見

中学男子形 準優勝 浅井 丈一朗 あさい じょういちろう 多治見中 拳和多治見

中学男子形 三位 毛利 瑛 もうり あきら 鶯谷中 松涛志空塾

中学男子形 四位 坂井 勇斗 さかい ゆうと 鵜沼中 和道美濃

中学女子形 優勝 堀 凛亜 ほり りあ 加納中 協会笠松

中学女子形 準優勝 水上 優花 みなかみ ゆうか 赤坂中 協会大垣

中学女子形 三位 藤井 爽花 ふじい さやか 岐阜西中 協会大垣

中学女子形 四位 福井 佑芽 ふくい ゆめ 島中 松涛勝空塾

中学男子団体形 優勝 多治見中

中学男子団体形 準優勝 北和中

中学男子団体形 三位 鶯谷中

中学女子団体形 優勝 岐阜西中

中学女子団体形 準優勝 大野中

中学女子団体形 三位 岐北中

中学男子組手 優勝 小森 八一 こもり やいち 旭ヶ丘中 陰陽聖心館

中学男子組手 準優勝 横山 遼治 よこやま りょうじ 谷汲中 和道本巣

中学男子組手 三位 内匠 勇一朗 たくみ ゆういちろう 藍川東中 和道美濃

中学男子組手 四位 青木 一真 あおき かずま 大野中 和道本巣

中学女子組手 優勝 西村 まりあ にしむら まりあ 長森南中 和道美濃

中学女子組手 準優勝 岩﨑 由奈 いわさき ゆうな 厚見中 松涛一濤塾

中学女子組手 三位 小塩 唯莉 おじお ゆいり 緑ヶ丘中 松涛誠空塾

中学女子組手 四位 小澤 明莉 おざわ あかり 三輪中 和道美濃

中学男子団体組手 優勝 旭ヶ丘中

中学男子団体組手 準優勝 鶯谷中

中学男子団体組手 三位 大野中

中学男子団体組手 四位 巣南中

中学女子団体組手 優勝 緑ヶ丘中

中学女子団体組手 準優勝 厚見中

中学女子団体組手 三位 岐阜西中

中学女子団体組手 四位 鵜沼中

令和４年度岐阜県空手道競技大会入賞者 2022年4月17日

岐阜メモリアルセンターふれ愛ドーム

種　　　目 入賞結果  氏　　名 よ　み　が　な 所　　属

成年男子形 優勝 知念レイ明優　　 ちねんれいあきひろ 西濃運輸

成年男子形 準優勝 町田 康裕 まちだ やすひろ 西濃運輸

成年男子形 三位 杉山 優希 すぎやま ゆうき 中部学院大学

成年男子形 四位 豊吉 恭平 とよす きょうへい 愛知みずほ大学

少年男子形 優勝 原田 聡一 はらだ そういち 岐阜高専

少年男子形 準優勝 若原 颯舞 わかはらそうま 加納高校

少年男子形 三位 米原 良真 よねはら りょうま 済美高校

少年男子形 四位 黒川 睦 くろかわ あつし 岐阜高校

成年女子形 優勝 川上 友維 かわかみ ゆい 中部学院大学

成年女子形 準優勝 長尾 光紗 ながお ありさ 中京学院大学

成年女子形 三位 江口 悠紗 えぐち ゆうさ 山梨学院大学

成年女子形 四位 羽賀 雅未 はが みやび 京都産業大学

少年女子形 優勝 江口 紗颯 えぐち ささら 済美高校

少年女子形 準優勝 山川 朱梨亜 やまかわ しゅりあ 済美高校

少年女子形 三位 小寺 七聖 こでら ななせ 済美高校

少年女子形 四位 水上 花蓮 みなかみ かれん 加納高校

成年男子組手　軽量級 優勝 辻 一寛 つじ かずひろ 西濃運輸 辻のしんにょうは「点１つ」です

成年男子組手　軽量級 準優勝 市原 青空 いちはら そら 中京大学

成年男子組手　軽量級 三位 久留 尚也 くどめ なおや 天理大学

成年男子組手　軽量級 四位 村瀬 大聖 むらせ たいせい 高橋精機製作所

成年男子組手　中量級 優勝 豊田 陽也 とよだ はるや 近畿大学工学部

成年男子組手　中量級 準優勝 新井 伶和 あらい れお 関西学院大学

成年男子組手　中量級 三位 福井 拓磨 ふくい たくま 岐阜県庁

成年男子組手　中量級 四位 中川 陽方 なかがわ ひなた 同志社大学

成年男子組手　重量級 優勝 𠮷𠮷村 郁哉 よしむら ふみや 京都産業大学

成年男子組手　重量級 準優勝 久保 悠大 くぼ ゆうだい 西濃運輸

成年男子組手　重量級 三位 藤井 大河 ふじい たいが 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校

成年男子組手　重量級 該当なし

少年男子組手　 優勝 渡部 健 わたなべ けん 関高校

少年男子組手　 準優勝 平野 健輔 ひらの けんすけ 済美高校

少年男子組手　 三位 岩田 峻也 いわた しゅんや 加納高校

少年男子組手　 四位 山本 聡汰 やまもと そうた 岐阜北高校

成年女子組手 優勝 伊熊 遥花 いぐま はるか 中部学院大学

成年女子組手 準優勝 寺澤 紗良 てらざわ さら 中部学院大学

成年女子組手 三位 深澤 沙羅 ふかさわ さら 西濃運輸

成年女子組手 四位 島田　 芽依那 しまだ めいな 東洋大学

少年女子組手 優勝 江尻 ふみ えじり ふみ 済美高校

少年女子組手 準優勝 曽根 紅愛 そね くれあ 済美高校

少年女子組手 三位 吉田 羽那 よしだ はな 済美高校

少年女子組手 四位 水上 花蓮 みなかみ かれん 加納高校
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