
第24回　三重養秀館空手道大会

平成28年10月30日（日）　　会場　鈴鹿市立西部体育館

形の部 帯別 優勝 準優勝 3位 3位
北 奈々花 清水 佑生 早川 大虎 高橋 いのり

サラナ保育園 菰野保育園 国府幼稚園 サラナ保育園
下山 愛弥 黒田 凌羽 唐松 優吉 北村 月汰
玉垣小学校 常磐西小学校 桜島小学校 亀山東小学校
岡田 昊明 松元 大貴 増井 謙心 荒井 仁湖
常磐小学校 飯野小学校 井田川小学校 浜田小学校
橋本 柊耶 川嶋 悠愛 小林 良輔 川井 果凛
楠小学校 井田川小学校 白子小学校 三重西小学校
坪川 愛結 三浦 翔琥 辻 陽麻莉 清水 優芯
常磐小学校 井田川小学校 庄内小学校 千種小学校
北村 彩菜 松岡 侑陽 岡本　紫音 高岡 柚希

一ノ宮小学校 常磐小学校 清和小学校 楠小学校
北村 空大 小椋 香乃 河村 脩平 北村 天汰

亀山東小学校 玉垣小学校 国府小学校 亀山東小学校
石谷 元人
創徳中学校
北 拓磨 平子 由依 橋本 颯太 小椋 創太

千代崎中学校 平田野中学校 楠中学校 千代崎中学校
馬路 和佳 森山 晴貴

四日市工業高校 鈴鹿高専
山下 貴久 磯部 淳史 鳴神 温子 平子 千紗

マルタカライス （株）ビュートランティック 鈴鹿中央総合病院 亀山高校

優勝 準優勝 3位 3位
仲 悠孝 藤村 伊吹 清水 佑生 清水 大晴

国府幼稚園 河曲保育園 菰野幼稚園 椿幼稚園
水野 悠力 北村 月汰 黒田 凌羽 横山 遼
楠小学校 亀山東小学校 常磐西小学校 常磐小学校
藤村 侑輝 石田 快 横部 煌芽 望月 羅粋
河曲小学校 内部小学校 牧田小学校 河曲小学校
笠井 将琥 戸田 脩己 花井 蓮 小林 奏介
川崎小学校 亀山東小学校 河曲小学校 楠小学校
北村 空大 世古 羚馬 安田 悠真 古川 悠真

亀山東小学校 河曲小学校 国府小学校 庄内小学校
海山 流亜 足立 大河 松岡 侑陽 川瀬 寛翔
内部小学校 一ノ宮小学校 常磐小学校 若松小学校
北村 天汰 森山 瑛斗 井上 朝日 河村 脩平

亀山東小学校 玉垣小学校 国府小学校 国府小学校
生守 花蓮 平井 咲帆
国府小学校 国府小学校
川嶋 悠愛 平子 夢乃 杉 柚嬉 仲 陽代里

井田川小学校 川崎小学校 国府小学校 国府小学校
辻 陽麻莉 坪川 愛結 中野 由梨奈 伊藤 彩羽
庄内小学校 常磐小学校 桜島小学校 川崎小学校
小椋 香乃 川井 胡桃 山本 愛月 辻 麻緋
玉垣小学校 三重西小学校 清和小学校 三重小学校
櫻井 洸希 小椋 創太 中村 渉太 石谷 元人
白鳥中学校 千代崎中学校 内部中学校 創徳中学校
小松 奎陽 伊藤 靖直 金丸 昌裕 畑中 元希
亀山中学校 亀山中部中学校 暁中学校 神戸中学校
平子 由依 岡田 琴音

平田野中学校 神戸中学校
井上 亮汰 馬路 和佳
神戸高校 四日市工業高校
鳴神 温子

鈴鹿中央総合病院
伊藤 凌吾 磯部 政史 西田 直弥 高野 心太郎
四郷高校 磯部建築 住友電装（株） （有）藤井製作所

高校・一般 女子

一般 男子有段

中学生 ２・３年（男子）

中学生 （女子）

高校・一般 男子

小学生 ４年生（女子）

小学生 ５・6年生（女子）

中学生 １年（男子）

小学生 ６年生（男子）

小学生 １・２年生（女子）

小学生 ３年生（女子）

小学生 ３年生（男子）

小学生 ４年生（男子）

小学生 ５年生（男子）

小学生 １年生（男子）

小学生 ２年生（男子）

組手の部

幼児 男女

高校・一般　 段外

高校・一般男子 有段

小学生 茶・黒帯

中学生 白緑帯

中学生 茶・黒帯

小学３年生 白緑帯

小学４年生 白緑帯

小学5・6年生 白緑帯

ご後援いただきました事業が終了しましたので結果を報告させていただきます。

幼児

小学１年生 白緑帯

小学２年生 白緑帯


