
第33回岐阜県少年少女空手道選手権大会 
令和４年５月５日  岐阜メモリアルセンター

学年  男女 順位 氏名 ふりがな 学校名 所属名
小学生１年  男子 優勝 磯貝 道介 いそがい みちすけ 緑苑小 拳和多治見

準優勝 小林 絆央 こばやし きお 本巣小 和道岐刑則松
３位 小椋 歩輝 おぐら いぶき 本田小 松涛一濤塾
４位 長谷川 航架 はせがわ こうが 富岡小 松涛勝空塾

小学生１年  女子 優勝 河瀬 なな かわせ なな 大野西小 拳和拳真館
準優勝 小林 美虹 こばやし みこ 大野西小 拳和拳真館

３位 金子 心優 かねこ みゆ 黒野小 松涛一濤塾
４位 伊藤 詩華 いとう しいか 安桜小 松涛関羽塾

小学生２年  男子 優勝 稲垣 翔勇 いながき とい 加納小 松涛忠節
準優勝 青山 大晄 あおやま たいき 本巣小 和道岐刑則松

３位 廣瀬 綺一 ひろせ きいち 川並小 松涛志空塾
４位 堀 祐誠 ほり ゆうせい 本巣小 松涛一濤塾

小学生２年  女子 優勝 小林 眞花 こばやし はな 大野西小 拳和拳真館
準優勝 小野 桜輝子 おの さきこ 城西小 松涛関羽塾

３位 今井 仁菜 いまい にな 岐南北小 和道岐東
４位 徳山 暖菜 とくやま はるな 岐阜小 和道岐刑

小学生３年  男子 優勝 竹中 維吹 たけなか いぶき 小島小 拳和拳真館
準優勝 澤井 優斗 さわい ゆうと 堀津小 和道中島

３位 日比 伶 ひび れい 竹鼻小 和道羽島
４位 渡邊 雅斗 わたなべ まさと 北方小 和道名空会

小学生３年  女子 優勝 畑中 芽衣 はたなか めい 泉小 拳和多治見
準優勝 井上 栞那 いのうえ かんな 岐南西小 松涛一濤塾

３位 田邉 咲歩 たなべ さほ 北方小 協会大垣
４位 森川 志帆 もりかわ しほ 岐南東小 和道岐東

小学生４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
準優勝 佐々 楓 ささ かえで 旭小 拳和多治見

３位 髙橋 絢介 たかはし けんすけ 瑞穂西小 松涛志空塾
４位 広瀬 善仁 ひろせ よしひと 茜部小 和道陽南

小学生４年  女子 優勝 神谷 珂帆 かみや かほ 岩野田小 和道美濃
準優勝 青山 葉月 あおやま はづき 本巣小 和道岐刑則松

３位 後藤 花歩 ごとう かほ 安桜小 陰陽聖心館
４位 星野 莉心 ほしの りこ 竹鼻小 和道中島

小学生５年  男子 優勝 小畑 龍伸 おばた りょうしん 本田小 松涛一濤塾
準優勝 伊藤 総志 いとう そうし 揖斐川小 拳和拳真館

３位 大隅 至道 おおすみ しどう 桜ケ丘小 若井アカデミー
４位 小森 一毅 こもり いつき 揖斐川小 拳和拳真館

小学生５年  女子 優勝 三宅 紗良早 みやけ さらは 明郷小 松涛勝空塾
準優勝 水谷 百花 みずたに ももか 西郷小 松涛北星塾

３位 飯田 楓 いいだ かえで 真桑小 松涛一濤塾
４位 柿木 美咲 かきぎ みさき 北方小 拳和拳真館

小学生６年  男子 優勝 浅井 健琉 あさい たける 滝呂小 拳和多治見
準優勝 山越 惺陽 やまこし せいや 三輪南小 松涛誠空塾

３位 竹中 絃貴 たけなか げんき 小島小 拳和拳真館
４位 日比 士 ひび つかさ 竹鼻小 和道羽島

小学生６年  女子 優勝 多田 瑚々奈 ただ ここな 瀬尻小 松涛関羽塾
準優勝 中島 朱梨 なかしま あかり 茜部小 協会笠松

３位 森島 弥生 もりしま やよい 三里小 和道陽南
４位 小松 禀衣采 こまつ りいさ 本荘小 松涛岐中
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学年  男女 順位 氏名 ふりがな 学校名 所属名

小学生１年  男子 優勝 壷阪 宥羽 つぼさか ゆう 徹明さくら小 陰陽聖心館
準優勝 後藤 竜宜 ごとう たつよし 岩小 和道美濃

３位 山田 拳生 やまだ けんしょう 西郷小 和道岐刑則松
４位 磯貝 道介 いそがい みちすけ 緑苑小 拳和多治見

小学生１年  女子 優勝 山崎 詩織 やまざき しおり 黒野小 和道美濃
準優勝 伊藤 詩華 いとう しいか 安桜小 松涛関羽塾

３位 日野 日心 ひの にこ 江名子小 和道高山
４位 川畑 すず かわはた すず 古川西小 和道古川

小学生２年  男子 優勝 山口 瑠唯 やまぐち るい 藍見小 和道美濃
準優勝 稲垣 翔勇 いながき とい 加納小 松涛忠節

３位 木下 泰良 きのした たいら 倉知小 陰陽聖心館
４位 西部 聖曖 にしぶ せあ 瀬尻小 陰陽聖心館

小学生２年  女子 優勝 澤田 ゆあり さわだ ゆあり 長森北小 和道美濃
準優勝 石原 来望 いしはら くるみ 下有知小 和道美濃

３位 山田 紬愛 やまだ ちゅら 西郷小 和道岐刑則松
４位 小野 桜輝子 おの さきこ 城西小 松涛関羽塾

小学生３年  男子 優勝 古川 拓磨 ふるかわ たくま 加茂野小 和道美濃
準優勝 平工 蓮翔 ひらく れんと 長森北小 和道美濃

３位 今峰 奏飛 いまみね かなと 安桜小 和道美濃
４位 須田 隆士 すだ りゅうと 美濃小 和道美濃

小学生３年  女子 優勝 神谷 凌帆 かみや りほ 岩野田小 和道美濃
準優勝 村上 栞菜 むらかみ かんな 長森南小 和道陽南

３位 小寺 由乃 こでら ゆの 茜部小 和道陽南
４位 河合 琴音 かわあい ことね 田原小 陰陽聖心館

小学生４年  男子 優勝 野平 渓太 のひら けいた 芥見小 和道美濃
準優勝 杉山 和柘 すぎやま なつ 芥見東小 和道美濃

３位 髙橋 絢介 たかはし けんすけ 瑞穂西小 松涛志空塾
４位 栢之間 新 かやのま あらた 岐南北小 和道稲羽

小学生４年  女子 優勝 山崎 綾夏 やまざき あやか 黒野小 和道美濃
準優勝 後藤 花歩 ごとう かほ 安桜小 陰陽聖心館

３位 神谷 珂帆 かみや かほ 岩野田小 和道美濃
４位 大河原 由珠 おおがわら ゆず 北方南小 協会大垣

小学生５年  男子 優勝 磯村 凰太郎 いそむら おうたろう 武儀小 陰陽聖心館
準優勝 田原 琉汰郎 たはら りゅうたろう 富岡小 和道美濃

３位 西部 樹 にしぶ いつき 中有知小 和道美濃
４位 金子 統哉 かねこ とうや 鵜沼第三小 和道美濃

小学生５年  女子 優勝 岩田 杏珠 いわた あんじゅ 安桜小 陰陽聖心館
準優勝 林 優亜 はやし ゆうあ 田原小 陰陽聖心館

３位 飯田 楓 いいだ かえで 真桑小 松涛一濤塾
４位 山田 七瑠 やまだ ななる 藍見小 和道美濃

小学生６年  男子 優勝 野平 爽太 のひら そうた 芥見小 和道美濃
準優勝 千賀 奏芽 せんが かなめ 八木山小 和道美濃

３位 豊田 晃大 とよだ こうた 穂積小 松涛一濤塾
４位 上野 友雅 うえの ゆうが 富加小 陰陽聖心館

小学生６年  女子 優勝 小塩 愛莉 おじお あいり 瀬尻小 松涛誠空塾
準優勝 大澤 祐月 おおさわ ゆづき 長森北小 和道美濃

３位 町野 栞那 まちの かんな 三輪北小 松涛誠空塾
４位 岩﨑 祐登 いわさき ゆうみ 厚見小 松涛一濤塾
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