
連絡先

氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

団体組手 一般男子

団体組手 小学生

団体形 小学生

組手 小学一年生以下 足立 獅 杉浦錬成塾本部 小池 來夢 浜松将陽館 伊藤 迅矢 浜松天理 杉山陽士朗 優空会

組手 小学二年生 小名木 羚 浜北松濤館 青山 煌征 細江支部 古川 朱夏 優空会 西川 真央 浜北松濤館

組手 小学三年生男子 比嘉 琥 富塚松涛館 佐藤 修斗 浜北松濤館 佐野 輝希 三方原道場 大石 脩翔 杉浦錬成塾向井

組手 小学四年生男子 松本 拓隼 杉浦錬成塾向井 谷田 想来 杉浦錬成塾本部 長谷川航佑 杉浦錬成塾本部 気仙沼理久 杉浦錬成塾本部

組手 小学三・四年生女子 鎌田ゆめ菜 細江支部 野尻 すず 浜松尚武館 江崎 彩葉 浜北松濤館 田中あゆ美 浜松南支部

組手 小学五年生男子 太田 慈人 浜北松濤館 鳥居 秀空 杉浦錬成塾本部 愛甲 乃基 杉浦錬成塾本部 内山 永翔 杉浦錬成塾本部

組手 小学六年生男子 石川 侑弥 優空会 大澤 壱多 空手道永深会 小粥 健悟 杉浦錬成塾本部 菊地 雄介 浜松将陽館

組手 小学五・六年生女子 平野 早紀 浜北松濤館 星川 乃愛 浜北松濤館 佐藤美乃梨 浜北松濤館 松坂 琴音 浜松天理

組手 中学一年生男子 太田 真暉 浜松開誠館 西川 仁啓 浜松開誠館 栗田 尊 浜松開誠館 小林 寛汰 浜松天理

組手 中学二・三年生男子 山下 竜誠 浜松尚武館 村田 有弥 浜松開誠館 黒田 晃生 浜松開誠館 齋藤 広汰 浜松天理

組手 中学生女子 永井カンナ 浜松開誠館 山口めぐみ 浜松開誠館 健石 澪 杉浦錬成塾本部 杉浦 舞奈 優空会

組手 高校生男子 今川 祐哉 浜松開誠館 伊熊 一尋 浜松開誠館 熊谷 真人 浜松開誠館 宮下 勇人 浜松開誠館

組手 高校・一般女子 稲津 紗輝 浜松修学舎 健石 咲 浜松修学舎 永井ユリカ 浜松開誠館 永井エリカ 浜松開誠館

組手 一般男子 磯部 裕介 浜松医科大学 藤森 大二郎 杉浦錬成塾本部 山本 泰資 浜松医科大学 木村 隆之 浜松中央支部

組手 シニア男子 村木 義周 浜松積志 望月 健 杉浦錬成塾向井

組手 シニア女子 永井さおり 浜北松濤館 森下 千鶴 浜松松涛館

第68回浜松市民スポーツ祭 第38回浜松市空手道選手権大会
開催日：平成２６年１１月１６日 於：浜松市浜北総合体育館 松本 毅 携帯 080-2664-7928

（組手の部 １８部門 形の部 １３部門）

競技種目
優勝 準優勝 3位

浜北松濤館Ａ 優空会 細江支部B 杉浦錬成塾本部A

浜北松濤館 優空会

浜北松濤館Ａ 浜北松濤館Ｂ 杉浦錬成塾本部A 杉浦錬成塾本部B



連絡先

氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属

第68回浜松市民スポーツ祭 第38回浜松市空手道選手権大会
開催日：平成２６年１１月１６日 於：浜松市浜北総合体育館 松本 毅 携帯 080-2664-7928

（組手の部 １８部門 形の部 １３部門）

競技種目
優勝 準優勝 3位

形 小学一年生以下 杉山陽士朗 優空会 足立 獅 杉浦錬成塾本部 袴田幸志郎 浜松積志 松芳 賢 浜松天理

形 小学二年生 西川 真央 浜北松濤館 多東 歩時 舞阪支部 内田 釉那 空手道永深会 加藤 颯隼 浜北松濤館

形 小学三年生男子 比嘉 琥 富塚松涛館 平野 秀亮 浜北松濤館 藤原 優磨 優空会 小栗 僚太 細江支部

形 小学四年生男子 山口 旭 空手道永深会 鈴木康之介 浜北松濤館 谷田 想来 杉浦錬成塾本部 中村 綾冴 空手道永深会

形 小学三・四年生女子 鎌田ゆめ菜 細江支部 久米 真永 浜松中央支部 野尻 すず 浜松尚武館 石川 歩弥 優空会

形 小学五年生男子 太田 慈人 浜北松濤館 鈴木 彩人 三方原道場 小栗 昇真 浜北松濤館 渡邉 柊麻 浜北松濤館

形 小学六年生男子 石川 侑弥 優空会 古山 雄大 浜松南支部 菊地 太陽 浜松将陽館 大澤 壱多 空手道永深会

形 小学五・六年生女子 井口 涼 優空会 髙橋 温花 浜松将陽館 星川 乃愛 浜北松濤館 古橋ほのか 浜北松濤館

形 中学生 男子 谷川 太一 浜松天理 村田 有弥 浜松開誠館 菊池 武流 浜松将陽館 齋藤 広汰 浜松天理

形 中学生 女子 杉浦 舞奈 優空会 山口めぐみ 浜松開誠館 山崎 涼香 空手道永深会 大高 美澪 浜北松濤館

形 高校・一般男子 山崎 涼也 空手道永深会 新田健太朗 浜松尚武館 大谷 圭 浜松尚武館 池ヶ谷有希 浜松中央支部

形 シニア男子・女子 菊地 富子 浜松将陽館 加藤くみ子 空手道永深会 間渕 由之 浜松将陽館 永井さおり 浜北松濤館


	結果

