
第５回防具付全日本空手道選手権大会入賞者一覧 令和元年7月28日 工学院大学 八王子キャンパス体育館※

　型　試合
幼年 久尾 信一朗 ひさお  しんいちろう 滴水會舘・岡山 岡藤 寧星 おかふじ しずく 錬桜会・大阪 大石 樹 おおいし いつき 双龍舘・鹿児島  

    
小学生1・2年 笠原 咲愛 かさはら さくら 錬桜会・大阪 林田 朔弥 はやしだ さくや 滴水會舘・香川 合田 天翔 ごうだ  あまと 滴水會舘・岡山 安藤 七珠 あんどう ななみ 滴水會舘・岡山

    
小学生3・4年 本庄 若菜 ほんじょう わかな 錬桜会・神奈川 中西 愛麗 なかにし あいら 錬桜会・大阪 森川 いつき もりかわ いつき 錬桜会・神奈川 寺岡 渚 てらおか なぎさ 錬桜会・大阪

    
小学生5・6年 仁科 好葉 にしな このは 錬桜会・神奈川 勝連 建翔 かつれん けんと 錬桜会・神奈川 川畑 大地 かわばた だいち 錬桜会・大阪 池田 葵 いけだ  あおい 滴水會舘・岡山

    
中学生 宮本 晃希 みやもと てるき 錬桜会・神奈川 谷本 布佑重 たにもと  ふうじゅう 滴水會舘・岡山 武田 琉来亜 たけだ るきあ 滴水會舘・岡山 安田 玲音 やすだ れおん 錬桜会・大阪

    
高校生 難波 蘭 なんば らん 滴水會舘・岡山 福原 陽奈 ふくはら ひな 滴水會舘・岡山 齋藤 一翔 さいとう かずと 錬桜会・大阪 中桐 美瑚 なかぎり みこ 滴水會舘・岡山

    
一般II部 松尾 奈々里 まつお ななり 滴水會舘・岡山 白神 由美 しらが ゆみ 滴水會舘・岡山 浜辺 秀典 はまべ ひでのり 錬桜会・神奈川 三月田 淳子 みつきだ あつこ 双龍舘・鹿児島

    
一般女子 小林 遼花 こばやし はるか 滴水會舘・岡山 神代 歩郁 じんだい ほだか 滴水會舘・岡山 輕﨑 裕美子 かるさき ゆみこ 錬桜会・大阪 半田 伊津美 はんだ いずみ 錬和舘・広島

    
一般男子 矢口 悟 やぐち さとる 錬和舘・広島 寺村 陸 てらむら りく 滴水會舘・岡山 大杉 幸蒔 おおすぎ こうし 錬和舘・広島 甲斐 郁斗 かい いくと 錬桜会・大阪

組手　試合
幼年 岡藤 寧星 おかふじ しずく 錬桜会・大阪 大石 樹 おおいし いつき 双龍舘・鹿児島 久尾 信一朗 ひさお  しんいちろう 滴水會舘・岡山

   
小学生1・2年 金子 大虎 かねこ たいが 錬桜会・大阪 伊藤 輝司 いとう かいし 錬桜会・神奈川 林田 朔弥 はやしだ さくや 滴水會舘・香川 合田 天翔 ごうだ  あまと 滴水會舘・岡山

    
小学生3・4年女子下村 萌々香 しもむら ももか 錬桜会・大阪 伊藤 愛留 いとう あいる 錬桜会・神奈川 中西 愛麗 なかにし あいら 錬桜会・大阪 寺岡 渚 てらおか なぎさ 錬桜会・大阪

    
小学生3・4年男子的場 海太 まとば かいと 錬桜会・大阪 岡藤 巡星 おかふじ しゅんせい 錬桜会・大阪 野村 絆 のむら きずな 錬桜会・神奈川 美山 壱輝 みやま いつき 錬桜会・大阪

    
小学生5・6年女子井上 菜乃美 いのうえ なのみ 錬桜会・大阪 阿部 純七 あべ  じゅんな 滴水會舘・岡山 美山 心桜 みやま しおん 錬桜会・大阪 野村 綺 のむら あや 錬桜会・神奈川

    
小学生5・6年男子金子 由樹愛 かねこ ゆきあ 錬桜会・大阪 金子 隆樹 かねこ りゅうき 錬桜会・大阪 池田 葵 いけだ  あおい 滴水會舘・岡山 藤園 力 ふじぞの りき 楊心門・鹿児島

    
中学生女子 須賀 雫月 すが なつき 楊心門・鹿児島 菅原 千紘 すがはら ちひろ 錬桜会・大阪 ⾧谷川 優亜 はせがわ ゆうあ 滴水會舘・千葉  

    
中学生男子 武田 琉来亜 たけだ るきあ 滴水會舘・岡山 谷本 布佑重 たにもと  ふうじゅう 滴水會舘・岡山 笠井 奨太 かさい しょうた 錬桜会・大阪 南谷 武省 みなみたに いさみ 楊心門・鹿児島

    
高校生・一般II部女子下口 瑚々 しもぐち ここ 錬桜会・大阪 難波 蘭 なんば  らん 滴水會舘・岡山 松元 恵美 まつもと えみ 双龍舘・鹿児島 武井 章子 たけい しょうこ 錬和舘・広島

    
高校生・一般II部男齋藤 一翔 さいとう かずと 錬桜会・大阪 坂田 衣風 さかた いぶき 錬桜会・大阪 髙田 厳 たかた げん 滴水會舘・岡山 猪俣 貴久 いのまた たかひさ 正流塾・福岡

    
一般女子 古澤 みゆき ふるさわ みゆき 滴水會舘・岡山 米谷 藍加 よねたに あいか 錬桜会・大阪 柴坂 智那 しばさか ちな 錬桜会・大阪 原田 莉果子 はらだ りかこ 錬桜会・大阪

    
一般男子軽量級 原田 大夢 はらだ ひろむ 錬桜会・大阪 島村 優作 しまむら ゆうさく 錬桜会・大阪 甲斐 郁斗 かい いくと 錬桜会・大阪 島村 一成 しまむら いっせい 錬桜会・大阪

    
一般男子重量級 岩﨑 勇次 いわさき ゆうじ 錬桜会・大阪 原田 晶 はらだ ひかる 錬桜会・大阪 岩﨑 誠一 いわさき せいいち 錬桜会・大阪 寺村 陸 てらむら りく 滴水會舘・岡山

優勝 準優勝 第三位 敢闘賞

優勝 準優勝 第三位 敢闘賞


