
ゼッケン№ 氏名 支部名 ゼッケン№ 氏名 支部名 ゼッケン№ 氏名 支部名 ゼッケン№ 氏名 支部名

1 小学女子　新人戦 １・２年 231 近藤千秋 名古屋中央

2 小学女子　新人戦 ３・４年 234 福田佳歩 愛知東南・知多

3 小学男子　新人戦 １年 257 服部泰征 名古屋中央 247 中川　仁 愛知東南・知多 249 勝野雄駿 名古屋中央 242 中尾　陸 岐阜支部

4 小学男子　新人戦 ２年 260 吉村歩竜 本部直轄名古屋道場 259 宮田琉成 三重

5 小学男子　新人戦 ３年 264 大谷璃丘 名古屋中央

6 小学男子　初中級 １年 170 福井胤仁 岐阜支部 167 近藤　魁 名古屋中央 169 上林亮太 名古屋中央 164 小林壯ノ介 名古屋中央

7 小学男子　初中級 ２年 190 土岡瑶季 愛知東南・知多 173 伊坪晃志 名古屋中央 185 山下　諒 三重 178 加田大也 三重

8 小学男子　初中級 ３年 193 奥村文翔 三重 194 坂口直也 愛知東南・知多

9 小学男子　初中級 ４年 208 外山　輝 静岡西遠・愛知東三河支部 205 望月晃太郎 静岡駿河支部 199 矢野瑠我 本部直轄名古屋道場 213 羽上田峻輝 名古屋中央

10 小学男子　初中級 ５年 軽量級 217 天野辰海 静岡西遠・愛知東三河支部 215 村瀬哲也 名古屋中央

11 小学男子　初中級 ５年 　重量級 221 近藤　優 愛知東南・知多

12 一般　新人戦 軽量級

13 一般　新人戦 　重量級 238 大野隆一郎 本部直轄名古屋道場

14 一般　中級 軽量級 222 大家　涼 石川支部 224 神戸俊也 愛知東南・知多

15 一般　中級 　重量級 230 中野恵太 岐阜支部 225 吉川真司 名古屋中央

16 幼　年 軽量級 59 田木颯樹 三重

17 幼　年 重量級 61 渡邉憲信 名古屋中央 71 山上裕聖 三重 64 井山幹大 三重 67 吉武輝流 名古屋中央

18 小学女子　上級 １・２年 72 小林　海 愛知東南・知多

19 小学女子　上級 ３年 77 鈴木　舞 岐阜支部

20 小学女子　上級 ４年 78 松井　優 静岡西遠・愛知東三河支部

21 小学女子　上級 ５年 80 古田佳菜美 静岡西遠・愛知東三河支部 83 山本玲菜 愛知東南・知多

22 小学男子　上級 １年 84 古田壮真 静岡西遠・愛知東三河支部 88 竹下柚稀 静岡駿河支部

23 小学男子　上級 ２年 98 佐藤謙成 本部直轄名古屋道場 89 沖島由汰 本部直轄名古屋道場 93 松井大樹 静岡西遠・愛知東三河支部 94 近藤史弥 岐阜支部

24 小学男子　上級 ３年 109 万井将成 兵庫 102 松原峰大 奈良 99 西川凜飛 岐阜支部 106 湯田祥輝 三重

25 小学男子　上級 ４年 110 橋本仰未 本部直轄名古屋道場 124 河合孝亮 本部直轄名古屋道場 116 田木大雅 本部直轄名古屋道場 120 宮本享真 本部直轄名古屋道場

26 小学男子　上級 ５年 軽量級 138 西口修斗 大阪南支部 131 加田翔大 三重 125 古澤俊輔 三重 132 土岡己人 愛知東南・知多

27 小学男子　上級 ５年 　重量級 150 大瀧雄也 三重 140 鈴木大斗 静岡西遠・愛知東三河支部 142 多田満頼 本部直轄三重道場 145 笹川　哲 静岡西遠・愛知東三河支部

28 小学男子　上級 ６年 軽量級 158 妹島幸平 岐阜支部 154 青木克磨 静岡駿河支部 151 下田晋太朗 岐阜支部 156 黒木龍人 岐阜支部

29 小学男子　上級 ６年 　重量級 163 原口昌之介 大阪中央支部 159 岩本凌栄 静岡西遠・愛知東三河支部

30 中学女子 16 鈴木春佳 愛知東南・知多

31 中学男子 １年 軽量級 23 土岡　蒼 愛知東南・知多 18 國井慶人 岐阜支部

32 中学男子 １年 　重量級 25 河村泰斗 名古屋中央 27 鈴木慎悟 本部直轄富士道場

33 中学男子 ２・３年 軽量級 33 上田裕斗 静岡西遠・愛知東三河支部 30 杉浦翔晟 静岡西遠・愛知東三河支部

34 中学男子 ２・３年 　重量級 34 川村龍馬 三重

35 壮年（35歳以上） 40 中本洋路 石川支部 43 鞍橋　渉 富山支部

36 壮年（40歳以上） 軽量級 45 坂井克司 富山支部 47 堀場健治 本部直轄名古屋道場

37 壮年（40歳以上） 　重量級 57 金川賢児 富山支部 51 三田真弘 名古屋中央

38 39 児玉麻未子 静岡西遠・愛知東三河支部 36 阪本なつみ 愛知東南・知多

7 河辺博之 名古屋中央 8 小林龍太 城西世田谷支部 15 モイセエフ・セルゲイ 愛知東南・知多 3 村瀬広高 名古屋中央

3位 3位

39 一般　上級

日本赤十字社　東日本大新義援金チャリティー　The５th　all aichi karate tournament

第5回愛知県空手道選手権大会　入賞者一覧　　     開催日：平成24年3月18日（日）　場所：愛知県武道館　第一競技場

№ 種　目

4位3位準優勝優勝

一般女子　上級

優勝 準優勝


