
令和二年十一月二十三日

幼児男子 山本　憲政 吉野川 松本　篤來 吉野川 松浦　央将 吉野川 増尾　奏真 小松島

幼児女子 吉井　琴花 吉野川 藤本　夏花 国府

小１男子 岡田　惺己　 田宮 五島　颯介 田宮 庄野　颯馬 八万 安田　結人 八万

小１女子 香留　彩音 八万 郡　叶凜菜 田宮 神野　希咲 北島 大野　愛奈 小松島

小２男子 東條　将祐 見能林 佐々木　悠里 多家良 池上　純平 小松島 久保　慶典 勝浦

小２女子 浅井　結愛 田宮 竹内　和奏 小松島 酒井　志帆 勝浦 尾崎　メイ 小松島

小３男子初中 筒井　凛太郎 見能林 倉田　龍 田宮 山田　健心 見能林 近藤　壮真 論田

小３男子上級 泉　友厚 田宮 岩田　侑樹 田宮 髙木　創太 田宮 上田　湘 田宮

小３女子 郡　愛衣凜 田宮 棚田　芽咲 日和佐 前川　侑舞 見能林 垣内　結希 小松島

小４男子初中 増尾　雄大 小松島 佐藤　柊太 田宮 本田　琉斗 大原 竹内　壱秀 小松島

小４男子上級 清水　璃音 吉野川 宮本　空 八万 近藤　昊 国府 山口　涼輔 多家良

小４女子 濵　奈南子 八万 足達　百花 八万 濵松　くるみ 多家良 馬場　れいな 八万

小５男子初中 福永　理仁 八万 山田　悠人 小松島 西野　颯汰 小松島 明石　悠 石井

小５男子上級 庄野　大地 八万 浅井　陽聖 田宮 岡田　結仁 田宮 南部　耀翔 田宮

小５女子初中 前川　真有香 見能林 秋山　樹季 田宮 山本　妃菜 小松島 米田　雫 見能林

小５女子上級 片山　璃彩 田宮 中山　夏妃 田宮 三木　望乃葉 石井 田尾　杏菜 北島

小６男子初中 倉田　怜旺 田宮 野上　雄途 勝浦 富永　陽菜太 田宮 大野　弘登 小松島

小６男子上級 土肥　加門 吉野川 前田　知輝 吉野川 福長　輝也 大原 駒井　巧 田宮

小６女子初中 中谷　葉月 論田 浅居　夏葵 大原 目﨑　百花 大原 堀江　千尋 大原

小６女子上級 玉口　結菜 田宮 安田　純恋 八万 松岡　百花 北島 宮浦　来羽 八万

中学男子段外 土肥　右京 吉野川 中川　奏 小松島 井内　徳馬 見能林 前川　浩毅 見能林

中学男子有段 中村　翔馬 田宮 出口　惣大 吉野川 山口　颯大 多家良 松田　遼汰 大原

中学女子段外 濵　理莉子 八万 兼松　福美 蔵本 田原　咲来 多家良

中学女子有段 片山　璃夢 田宮 森田　みのり 多家良 木内　悠美 多家良 濵松　杏 多家良

成年女子 中原　愛梨 吉野川 鈴江　七歩 論田 濵　理沙 八万

成年男子 岩丸　和生 国府 濱口　礼央 石井 越智　有生 蔵本 是澤　秀紀 城之内

成年男子2部 明石　浩志 石井 福寿　和芳 小松島 堀　昌也 北島 井内　伸一 論田
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令和二年十一月二十三日

幼児男子 髙木　晴太 田宮 松浦　央将 吉野川 松本　篤來 吉野川 吉成　寛斗 国府

幼児女子 東條　七愛 大原 吉井　琴花 吉野川

小１男子 佐々木　啓丞 田宮 岡田　惺己 田宮 庄野　颯馬 八万 五島　颯介 田宮

小１女子 郡　叶凜菜 田宮 神野　希咲 北島 榊　　優月 石井 三木　想良葉 石井

小２男子 池上　純平 小松島 東條　将祐 見能林 西野　唯斗 小松島 住村　渉太 小松島

小２女子 浅井　結愛 田宮 上岡　美月 田宮 酒井　志帆 勝浦 竹内　和奏 小松島

小３男子初中 山田　健心 見能林 倉田　龍 田宮 筒井　凛太郎 見能林 有松　蒼空 見能林

小３男子上級 岩田　侑樹 田宮 髙木　創太 田宮 泉　友厚 田宮 西岡田　樹 田宮

小３女子 郡　愛衣凜 田宮 溪　凛樺 見能林 棚田　芽咲 日和佐 前川　侑舞 見能林

小４男子初中 佐藤　柊太 田宮 増尾　雄大 小松島 竹内　壱秀 小松島 佐藤　晴一 吉野川

小４男子上級 宮本　空 八万 中川　雄貴 田宮 久保　敬司 勝浦 清水　璃音 吉野川

小４女子 足達　百花 八万 濵　奈南子 八万 郡　鈴乃 国府 濵松　くるみ 多家良

小５男子初中 明石　悠 石井 内藤　百春 田宮 松田　晃希 羽ノ浦 山田　悠人 小松島

小５男子上級 南部　耀翔 田宮 宮浦　虎生 八万 溪　敦詞 見能林 久米　康生 田宮

小５女子初中 秋山　樹季 田宮 米田　雫 見能林 山本　妃菜 小松島 前川　真有香 見能林

小５女子上級 片山　璃彩 田宮 三木　望乃葉 石井 中山　夏妃 田宮 河野　彩葉 吉野川

小６男子初中 倉田　怜旺 田宮 西川　想一郎 田宮 日下　大聖 田宮 宮城　光汰 田宮

小６男子上級 妙見　俊樹和 田宮 品川　桜介 見能林 郡　琉希 田宮 福長　輝也 大原

小６女子初中 中谷　葉月 論田 米谷　幸美 蔵本 鶴本　歩恵夢 田宮 目﨑　百花 大原

小６女子上級 玉口　結菜 田宮 宮浦　来羽 八万 安田　純恋 八万 前川　佳穂 見能林

中学男子段外 福田　諒 国府 土肥　右京 吉野川 福長　悠也 大原 井内　徳馬 見能林

中学男子有段 品川　周太郎 見能林 安田　粋大 八万 坂賀　周人 蔵本 大西　拓海 蔵本

中学女子段外 濵　理莉子 八万 兼松　福美 蔵本 田原　咲来 多家良

中学女子有段 笠井　瑠花 田宮 濱口　彩音 田宮 木内　悠美 多家良 黒川　藍 田宮

成年女子 鈴江　七歩 論田

成年男子 濱口　礼央 石井 大久保　蓮 石井 阿部　舜史 蔵本 越智　有生 蔵本

成年男子2部 明石　浩志 石井 井内　伸一 論田

第１回徳島県空手道親善大会入賞者（組手）
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