
第３６回京都剛柔会　空手道選手権大会　成績表 平成29年4月23日

形試合
Ｎｏ． 種目 優勝 準優勝 ３位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

1 小学生男子一・二年 岩井斗希 （心本） 山崎未翔 （心本） 都　宏希 （陽心） 山田師憧 （心本） 上田瑛大 （陽心） 藤田虹太 （心宇） 橋爪遼平 （陽心） 一柳瑛太朗 （大本）

2 小学生男子三・四年Ⅰ部 麦谷亮英 （心本） 若林俐青 （心本） 田井滉泰 （心本） 高間迅平 （山城） 中農泰成 （誠田） 林晃太朗 （心宇） 八田航太郎 （陽心） 清水宗哉 （空翠）

3 小学生男子三・四年Ⅱ部 坂井亮河 （大本） 上田健悟 （陽心） 竹内佑騎 （玄武） 山形郁弥 （陽心） 阪本想大 （空翠） 桑元　柚 （心宇） 早川稜真 （陽心） 山本悠介 （心宇）

4 小学生男子五・六年Ⅰ部 若林寛斗 （心宇） 豊田凪音 （心宇） 長井　悠 （心本） 麦谷悠成 （心宇） 小町祥生 （山城） 松村颯天 （心本） 長濱颯翔 （雙栗） 金澤琉輝 （剛琉）

5 小学生男子五・六年Ⅱ部 加賀良太 （大本） 神村昭翔 （雙栗） 橋爪紘介 （陽心） 藤岡琢真 （大本） 澤村恒輝 （白鶴） 岡本雄翔 （雙栗） 西光力輝 （学研） 岡本大輝 （心宇）

6 小学生女子一・二年 奥村和叶 （陽心） 麦谷杏莉 （心本） 小林永和 （陽心） 森　陽菜 （大本） 山本里美 （陽心） 小町凛夏 （山城） 千葉美乃莉 （心本） 山田珠乃 （心本）

7 小学生女子三・四年Ⅰ部 林　新葉 （山城） 長井　愛 （学研） 関本　結 （剛琉） 宇根田季 （大醍） 供川陽葵 （大本） 瓜生爽花 （大本） 川本美海 （山城） 古川心那 （山城） 木村桃花 （拳勇）

8 小学生女子三・四年Ⅱ部 平元亜子 （陽心） 吉谷亜柚 （白鶴） 馬口美羽 （白鶴） 北川心彩 （誠田） 二神桜來 （雙栗） 原田美魅 （誠田） 中谷美音 （心本） 岡田彩加 （大本）

9 小学生女子五・六年Ⅰ部 田中真優 （空翠） 嶋田　晴 （大本） 鴨井鈴葉 （山城） 関根徠夢 （山城） 福井彩音 （山城） 三浦ゆづは （空翠） 廣谷美羽 （誠田） 山本夏子 （陽心）

10 小学生女子五・六年Ⅱ部 橋元寧々 （玄武） 都　夏希 （陽心） 竹村百花 （学研） 吉阪いるみ （大本） 市井羽花 （心本） 田邊彩恵 （心本） 赤井桜羽 （心本） 上羽柚夕 （修道）

11 中学生男子 中野紘志朗 （大本） 吉岡楓凱 （山城） 正木雄大 （山城） 谷口翔哉 （大醍） 山川竜空 （空翠） 古川大稀 （山城） 田中宏太朗 （空翠） 植澤将一朗 （大本）

12 中学生女子 片川優実 （大醍） 北得　縁 （空翠） 野々村光華 （大醍） 宇根田歩 （大醍） 宇根田直 （大醍） 田井海琴 （心本） 田中裕理 （大本） 博田みあ （修道）

13 少年男子 田中透也 （大本） 山本大智 （心宇） 清水　悟 （剛琉） 川本　翼 （雙栗）

14 少年女子 竹内穂花 （山城） 野々村吉華 （大醍） 酒井　凜 （大本） 片岡香穂 （剛琉）

15 一般男子 長谷川燿司 （立命） 清水孝博 （剛琉） 松井　啓 （立命） 渡邊洋介 （玄武）

16 一般女子 辻川絢菜 （大醍） 辻川結衣 （大醍） 片岡理子 （剛琉） 髙橋彩乃 （剛琉）

17 男子５０才以上 村田尚史 （山城） 西垣日出久 （玄武） 髙橋晴彦 （剛琉） 廣部哲生 （玄武）
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組手試合
Ｎｏ． 種目 優勝 準優勝 ３位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1 小学生男子一年 中川歩武 （山城） 桑元　柑 （心宇） 小西雄晴 （心宇） 村島　漣 （心宇）

2 小学生男子二年 山崎未翔 （心本） 山田師憧 （心本） 藤田虹太 （心宇） 岩井斗希 （心本）

3 小学生男子三年Ⅰ部 若林俐青 （心本） 簑村颯太 （空翠） 赤井　翔 （心本） 林晃太朗 （心宇）

4 小学生男子三年Ⅱ部 上田太陽 （大本） 森田亘瑛 （大本） 能塒　睦 （大本） 伊吹祐人 （玄武）

5 小学生男子四年Ⅰ部 小林　浬 （空翠） 北得　暉 （空翠） 清水宗哉 （空翠） 濱村朋輝 （空翠）

6 小学生男子四年Ⅱ部 阪本想大 （空翠） 藤本聖人 （大本） 加賀啓太 （大本） 川勝瑛真 （陽心）

7 小学生男子五年Ⅰ部 福岡晴斗 （鸞風） 村上源心 （鸞風） 豊田凪音 （心宇） 木田朝陽 （心本）

8 小学生男子五年Ⅱ部 木下凛太郎 （大醍） 岡本雄翔 （雙栗） 谷山拓己 （誠田） 田茂井彪世 （修道）

9 小学生男子六年Ⅰ部 谷口純哉 （大醍） 山崎光翔 （心宇） 若林寛斗 （心宇） 川﨑晋悟 （大本）

10 小学生男子六年Ⅱ部 大朝　優 （大本） 森　陽大 （大本） 杉本　天 （大本） 加賀良太 （大本）

11 小学生女子一年 麦谷杏莉 （心本） 戸田結月 （心本） 山口華朱 （大本） 小林永和 （陽心）

12 小学生女子二年 森　陽菜 （大本） 嶋田　暖 （大本） 梅田せん （雙栗） 山田珠乃 （心本）

13 小学生女子三年Ⅰ部 瓜生爽花 （大本） 足立芹璃 （大醍） 長井　愛 （学研） 後藤宥菜 （大本）

14 小学生女子三年Ⅱ部 二神桜來 （雙栗） 増田千代 （玄武） 山田結月 （空翠） 原田美魅 （誠田）

15 小学生女子四年Ⅰ部 中世古音和 （心本） 上角依恋 （空翠） 山口夢琉 （大本） 部谷真那 （雙栗）

16 小学生女子四年Ⅱ部 岡田彩加 （大本） 永宗理咲 （鸞風）

17 小学生女子五年Ⅰ部 三浦ゆづは （空翠） 是澤由菜 （心本） 廣谷美羽 （誠田） 鴨井鈴葉 （山城）

18 小学生女子五年Ⅱ部 上羽柚夕 （修道） 門田有加 （学研）

19 小学生女子六年Ⅰ部 田中真優 （空翠） 嶋田　晴 （大本） 瀬戸口遥菜 （鸞風） 供川桜奈 （大本）

20 小学生女子六年Ⅱ部 吉阪いるみ （大本） 橋元寧々 （玄武） 市井羽花 （心本） 竹村百花 （学研）

21 中学生男子一年 山川竜空 （空翠） 篠田素良 （空翠） 平森大翔 （空翠） 長田大樂 （誠田）

22 中学生男子二年 中野紘志朗 （大本） 窪内志道 （大本） 池端　要 （空翠） 道下凌世 （空翠）

23 中学生男子三年 山川航洋 （空翠） 沼田歩葵 （極心） 植澤将一朗 （大本） 木下志道 （大醍）

24 中学生女子一年 野々村光華 （大醍） 鴨井詩葉 （山城） 坂井日菜 （大本） 宇根田直 （大醍）

25 中学生女子二年 北得　縁 （空翠） 片川優実 （大醍） 博田みあ （修道） 吉岡　望 （心本）

26 中学生女子三年 小堂利奈 （大本） 山下優莉奈 （心本） 外村亜美沙 （拳勇） 木ノ下晴菜 （大本）

27 少年男子 眞乘坊智哉 （大醍） 瀬戸結翔 （大醍） 木下頼人 （大醍） 藤野充真 （大本）

28 少年女子 大石　南 （雙栗） 酒井　凜 （大本） 竹内穂花 （山城）

29 一般男子軽量級 長谷川燿司 （立命） 樫葉亮太 （雙栗） 中來田克 （陽心） 田中大輔 （玄武）

30 一般男子中量級 井上卓也 （立命） 中西真実 （立命） 山科裕基 （陽心） 保曽川裕太 （立命）

31 一般男子重量級 中村公輔 （心本） 村松寛人 （立命） 美本康彦 （陽心） 吉田真澄 （拳勇）

32 一般女子 金藤　愛 （立命） 坂口愛実 （心宇） 木下　愛 （立命） 矢部美由紀 （立命）


