
種　　　　　目

幼　　　　　年 成田乃々羽 松武会 山本莉子 松武会 遠藤清司 松武会 佐藤寧々 越香会

小学１年生男子 久保柊太 越香会 上村樹生 修道館 元木碧斗 修道館 木暮風汰 越香会 藤橋　　陸 松武会 小川斗夢 大志塾 竹内恒楽 大志塾 山口琥珀 越香会

小学２年生男子 村田瑞輝 松武会 平山成優多 修道館 吉川博雅 松武会 大島琉輝 松武会 三橋俊太郎 修道館 石塚海里 大志塾 柴田隼汰 越香会 神保旺佑 大志塾

小学３年生男子 木村翼佐 修道館 村木龍乃丞 修道館 屋良洸樹 越香会 宮腰雄翔 大心館 岩間陽希 越香会 遠藤剛志 松武会 松澤英輝 越香会 生貝温大 松武会

小学４年生男子 山本寛太 松武会 落合　　旭 松武会 青木悠維 白堊会 奥野木　健 松武会 織田真之 松武会 浦野恭成 越香会 細谷優翔 松武会 村田篤輝 松武会

小学５年生男子 佐藤柊太 修道館 佐藤夕聖 修道館 金子優吾 修道館 荒井大智 大心館 藤栄銀士 松武会 田中喜大 越香会 岡﨑章良 修道館 小島慎之介 一　般

小学６年生男子 黒田翔生 一　般 村田陽輝 松武会 飯島大晴 松武会 小口日出海 松武会 木津志優 修道館 清水琉偉 越香会 大島悠楽 白堊会 小松幸太郎 越香会

中 学 生 男 子 宮原青波 越香会 清水健心 松武会 岩野夢月 一　般 塚田爽太 志道館 小川陸斗 大志塾 神田祐輔 修道館 鈴木吏音 一　般 杉澤隆之介 志道館

一般男子有級 原沢広佳
越香会
(明治)

本多直史
越香会
(明治)

吉川和孝 松武会 山本秀一 松武会

一般男子有段 築地大輝 文教大 西崎幸史郎 志道館 藤野星遥 志道館 富永僚馬 志道館

シ ニ ア 男 子 大島正之 白堊会 奈良部寛二 白堊会

小学２年生女子 竹田真彩 白堊会 落合向日葵 松武会

小学３年生女子 原篠苺花 一　般 成田羽乃加 松武会

小学４年生女子 清水　倫 松武会 佐々木 悠 白堊会

小学５年生女子 小花美月 修道館 鈴木心梅 修道館 堀　暖 一　般 新妻みなみ 松武会

小学６年生女子 吉川鈴音 松武会 榎本美海 松武会

中 学 生 女 子 今野知香 松武会 鈴木美桜 修道館 坂谷 悠 越香会 佐藤みやび 越香会

一般女子有級 幸田実怜
越香会
(明治)

永瀬未羽
越香会
(明治)

小林令奈 志道館 宮里さくら 志道館

一般女子有段 山下莉奈 志道館 関口静華 志道館

シ ニ ア 女 子 町田裕子 志道館 磯部 　恵 越香会 菊地由香子 越香会 奈良部直美 白堊会

幼　　　　　年 小林悠雅 越香会 遠藤清司 松武会 佐藤寧々 越香会 河野颯斗 修道館

小学１年生男子 木村奏介 修道館 上村樹生 修道館 郡谷悟史 越香会 久保柊太 越香会 桑名虎弥 修道館 菊池透馬 修道館 藤橋　陸 松武会 元木碧斗 修道館

小学２年生男子 三橋俊太郎 修道館 村田瑞輝 松武会 千葉将星 修道館 平山成優多 修道館 白石湊士 白堊会 瀬尾雄歩 大志塾 佐藤圭造 一　般 吉川博雅 松武会

小学３年生男子 佐藤一聖 修道館 木村翼佐 修道館 村木龍乃丞 修道館 中込友希 修道館 松浦惟斗 修道館 長尾佳泰 大心館 遠藤剛志 松武会 古川立基 越香会

小学４年生男子 三橋颯介 修道館 落合　旭 松武会 村田篤輝 松武会 庄司晴翔 修道館 栁澤昇磨 大心館 大島虹輝 松武会 織田真之 松武会 向井誠悟 大志塾

小学５年生男子 荒井大智 大心館 白井志樹 大心館 小島慎之介 一　般 矢嶋心翔 大心館 佐藤柊太 修道館 高瀬快都 越香会 藤栄銀士 松武会 佐藤夕聖 修道館

小学６年生男子 木津志優 修道館 前田安海 明光道場 都築星七 明光道場 黒田翔生 一　般 村岡竜馬 一　般 的場愛和 修道館 馬場弥礼 大志塾 坂元英叶 明光道場

中 学 生 男 子 神田祐輔 修道館 川島碁和萌 一　般 竹田栄好 白堊会 鈴木吏音 一　般 高嶋温東 修道館 塚田爽太 志道館 白井真樹 大心館 川島悠汰 越香会

高 校 生 男 子 山本剛琉 志道館 戸張　　響 修道館

一般男子有級 加藤柊馬 越香会 小林寛侍 文教大 柴田小鉄 越香会 本多直史 越香会

一般男子有段 川島康佑 越香会 藤巻　睦 文教大

シ ニ ア 男 子 大島正之 白堊会 黒田和男 白堊会

小学２年生女子 落合向日葵 松武会 竹田真彩 白堊会

小学３年生女子 栗本真由香 修道館 林　心美 修道館

小学４年生女子 清水　倫 松武会 佐々木 悠 白堊会

小学５年生女子 小花美月 修道館 堀　暖 一　般 鈴木心梅 修道館 上野愛恵 大心館

小学６年生女子 川島　絆 一　般 吉川鈴音 松武会

中 学 生 女 子 大城菜摘 志道館 井之上ななせ 大心館 佐藤みやび 越香会 坂谷 　悠 越香会

一般女子有級 有島愛歩 文教大 田村沙莉
越香会
(明治)

永瀬未羽
越香会
(明治)

幸田実怜
越香会
(明治)

一般女子有段 寺岡優奈 文教大 山下莉奈 志道館

シ ニ  ア女 子 髙橋恵美 白堊会 菊地由香子 越香会
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平成２９年度越谷市空手道選手権大会成績
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優　勝 準優勝 第  三  位 敢闘賞 敢闘賞敢闘賞敢闘賞

平成２９年９月１０日　越谷市立第一体育館


