第３５回徳島市空手道選手権春季大会成績表
形 競 技

優

勝

準 優 勝

第 三 位

第 三 位

幼児混合

浅井 結愛（田 宮）

神野 希咲（北 島）

中川 友雲（立 江）

小学１・２年生男子

中川 雄貴（田 宮）

黒川 佑大（田 宮）

南部 晴夢（田 宮）

清水 璃音（吉野川）

小学１・２年生女子

棚田 芽咲（日和佐） 濱松 くるみ（多家良）

郡 愛衣凜（田 宮）

中谷 楓（論 田）

小学３・４年生男子

南部 耀翔（田 宮）

浅井 陽聖（田 宮）

小学３・４年生女子

玉口 結菜（田 宮）

片山 璃彩（田 宮）

中山 夏妃（田 宮）

香留 陽咲（論 田）

小学５・６年生男子

南部 寿晴（田 宮）

南部 晴飛（田 宮）

仁田 大翔（田 宮）

松岡 里記（田 宮）

小学５・６年生女子

片山 璃夢（田 宮）

黒川 藍（田 宮）

濵松 杏（多家良）

濵 理莉子（八 万）

中学生男子

朝井 怜雄（北 島）

三橋 麗士（吉野川）

中村 翔馬（田 宮）

加藤 龍ノ介（城ノ内）

中学生女子

棚田 杏咲（日和佐）

島 璃紅（多家良）

山口 美咲（多家良）

杉本 萌音（日和佐）

高校生男子

富加見 尚輝（小松島西高）

岩丸 和生（国 府）

高校生女子

鈴木 あいな（科学技術高）

原田 陽向（吉野川） 出葉 文加里（多家良） 藤本 恵里佳（城南高）

一般女子Ⅰ部

富加見 綾音（吉野川） 中原 愛梨（吉野川）

妙見 俊樹和（田 宮） 土肥 加門（吉野川）

満壽 利毅（城南高） 松浦 創一朗（小松島西高）
岡田 雅世（阿 南）

馬場 ちひろ（八 万）

一般女子マスターズ
一般男子有級
一般男子有段
一般男子マスターズ
組 手 競 技

大久保 蓮（石 井） 上本 勇希（南小松島） 越智 有生（蔵 本）
岡田 恭典（阿 南）
優

勝

野口 晋（北 島）

堀 昌也（北 島）

西田 誠（論 田）

明石 浩志（石 井）

準 優 勝

第 三 位

第 三 位

幼児男子
幼児女子

浅井 結愛（田 宮）

神野 希咲（北 島）

馬場 りおな（八 万）

小学１・２年生男子

高木 創太（田 宮）

岩田 侑樹（田 宮）

黒川 佑大（田 宮）

南部 晴夢（田 宮）

小学１・２年生女子

立花 杏（阿 南）

濵松 くるみ（多家良）

足立 百花（八 万）

棚田 芽咲（日和佐）

小学３・４年生男子

妙見 俊樹和（田 宮）

浅井 陽聖（田 宮）

郡 琉希（田 宮）

南部 耀翔（田 宮）

小学３・４年生女子

玉口 結菜（田 宮）

笠井 花音（田 宮）

前川 佳穂（見能林）

片山 璃彩（田 宮）

小学５・６年生男子

松岡 里記（田 宮）

玉口 巧揮（田 宮）

中川 翔太（田 宮）

南部 寿晴（田 宮）

小学５・６年生女子

黒川 藍（田 宮）

片山 璃夢（田 宮）

井谷 柚菜（田 宮）

森 芭奈（田 宮）

中学生男子

三橋 麗士（吉野川）

川人 悠生（多家良） 加藤 龍ノ介（城ノ内）

小林 拓夢（阿 南）

中学生女子

笠井 瑠花（田 宮）

岩佐 乃愛（国 府）

杉本 萌音（日和佐）

松浦 琴美（国 府）

高校生男子

加藤 誠也（小松島西高） 奥田 智哉（科学技術高） 富加見 尚輝（小松島西高） 松浦 創一朗（小松島西高）

高校生女子

藤本 恵里佳（城南高） 元木 さくら（小松島西高） 柿本 千裕（徳島北高） 小倉 なつみ（小松島西高）

一般女子Ⅰ部

中原 愛梨（吉野川） 馬場 ちひろ（八 万）

岡田 雅世（阿 南）

一般女子マスターズ
一般男子有級
一般男子有段

大久保 蓮（石 井） 上本 勇希（南小松島） 是澤 秀紀（城ノ内） 佐々木 星輝（北 島）

一般男子マスターズ

岡田 恭典（阿 南）

明石 浩志（石 井）

西田 誠（論 田）

総 合 成 績

総 合 優 勝

準 優 勝

第 三 位

団 体 名

田宮道場

吉野川道場

阿南道場

堀 昌也（北 島）

