
第１回アクア空手道連盟　交流大会　大会結果

＜形の部＞ 平成29年3月26日　於）新日鐵住金　君津体育館

優勝 準優勝 ３位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

中村　那生 ハーモンド　信 波多野　唯花 小畑　陸斗 間彦　海藍 田中　寛右 黒野　陽翔 清水　彬弘

（國際松濤館） （鷲龍道場） （聖伸館） （國際松濤館） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （協会君津） （鷲龍道場）

髙山　直人 金野　寛親 西郷　眞武 中澤　怜雅 藤本　康平 石川　翔梧 ハーモンド　正 鈴木　真広

（聖伸館） （協会君津） （協会君津） （成徳会） （謙信館） （聖伸館） （鷲龍道場） （協会君津）

清水　瑠星 大越　壮 新垣　晴空 関谷　晴天 廣瀬　和 松永　悠 吉田　涼馬 中村　晃寿

（鷲龍道場） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （聖伸館） （協会君津） （協会君津） （協会君津） （謙信館）

古泉　智大 山田　晴士 関谷　陽 石川　友梧 吉田　怜生 滝川　來 間彦　伶海 波多野　大晴

（木更津聖嘉館） （木更津聖嘉館） （聖伸館） （聖伸館） （功道館） （謙信館） （鷲龍道場） （聖伸館）

大越　岳 高𣘺　晴道 清水　遥矢 亀山　愛斗 尾野　巧武 金子　湊 鈴木　一 中山　絢翔

（鷲龍道場） （協会君津） （協会君津） （聖伸館） （協会君津） （木更津聖嘉館） （協会君津） （國際松濤館）

吉田　脩馬 吉田　悟空 猪野　朔也 大島　竜誓 藤江　俊成 阿部　青空

（協会君津） （功道館） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （風林火山） （木更津聖嘉館）

高𣘺　晴心 石井　康介 長谷川　匠 清水　涼 作田　誠也 上野　拓海 波多野　龍星 糸井　龍匠

（協会君津） （協会君津） （協会君津） （聖伸館） （鷲龍道場） （大和松濤館） （聖伸館） （聖伸館）

河端　修 岡田　朝 宗政　仁 平野　慶太郎

（木更津聖嘉館） （大和松濤館） （木更津聖嘉館） （謙信館）

林　大雅 多ヶ谷　翔 平野　祐希 中澤　拓雅

（木更津聖嘉館） （木更津聖嘉館） （聖伸館） （成徳会）

二村　正樹 坂本　英敏 秦　勝明 阿部　学 山脇　研吾 秦　洋子

（大和松濤館） （木更津聖嘉館） （真錬会） （木更津聖嘉館） （真錬会） （真錬会）

清水　瑠華 三木　日向 林　ひかり 藤崎　みなみ 猪野　佑月 村松　杏咲 安西　心音

（協会君津） （國際松濤館） （謙信館） （功道館） （鷲龍道場） （謙信館） （天勇会）

岡田　颯 石井　さくら 榎木田　悠 清水　茜 中澤　雅月 西郷　ゆりな 石井　心菜

（大和松濤館） （鷲龍道場） （真錬会） （聖伸館） （成徳会） （協会君津） （協会君津）

木津　美咲 三木　和奏 春口　明日香 岡田　晴 林　佑夏 白澤　彩夏 太田　紬木

（聖伸館） （國際松濤館） （協会君津） （大和松濤館） （木更津聖嘉館） （鷲龍道場） （鷲龍道場）

木津　歩美 波多野　華凛 小林　由芽

（聖伸館） （聖伸館） （木更津聖嘉館）

小学５年男子

幼年

小学１年男子

小学２年男子

小学３年男子

小学４年男子

小学６年男子

中学１年男子

中学２・３年男子

一般

小学１・２年女子

小学３・４年女子

小学５・６年女子

中学生女子



第１回アクア空手道連盟　交流大会　大会結果

＜組手の部＞ 平成29年3月26日　於）新日鐵住金　君津体育館

優勝 準優勝 ３位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

ハーモンド　信 田中　寛右 中村　那生 清水　彬弘 小畑　陸斗 間彦　海藍 吉田　快世

（鷲龍道場） （鷲龍道場） （國際松濤館） （鷲龍道場） （國際松濤館） （鷲龍道場） （功道館）

石川　翔梧 中澤　怜雅 ハーモンド　正 藤本　康平 金野　寛親 鈴木　真広 髙山　直人 西郷　眞武

（聖伸館） （成徳会） （鷲龍道場） （謙信館） （協会君津） （協会君津） （聖伸館） （協会君津）

清水　瑠星 大越　壮 新垣　晴空 吉田　涼馬 廣瀬　和 秦　丈 吉澤　悠太 松永　悠

（鷲龍道場） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （協会君津） （協会君津） （真錬会） （鷲龍道場） （協会君津）

大江　侑生 野内　奏汰 滝川　來 三浦　圭人 関谷　陽 石川　友梧 古泉　智大 喜多村　咲季主

（功道館） （鷲龍道場） （謙信館） （鷲龍道場） （聖伸館） （聖伸館） （木更津聖嘉館） （鷲龍道場）

白澤　大稀 大越　岳 金子　湊 中山　絢翔 鈴木　一 糸井　修斗 尾野　巧武 江藤　昌太郎

（鷲龍道場） （鷲龍道場） （木更津聖嘉館） （國際松濤館） （協会君津） （聖伸館） （協会君津） （聖伸館）

大島　竜誓 吉田　脩馬 阿部　青空 猪野　朔也 藤江　俊成 吉田　悟空

（鷲龍道場） （協会君津） （木更津聖嘉館） （鷲龍道場） （風林火山） （功道館）

長谷川　匠 作田　誠也 高𣘺　晴心 石井　康介 糸井　龍匠 波多野　龍星 清水　涼 桐井　隼斗

（協会君津） （鷲龍道場） （協会君津） （協会君津） （聖伸館） （聖伸館） （聖伸館） （謙信館）

中田　翔也 岡田　朝 宮内　鉄太郎 平野　慶太郎 宗政　仁 河端　修

（鷲龍道場） （大和松濤館） （功道館） （謙信館） （木更津聖嘉館） （木更津聖嘉館）

中澤　拓雅 平野　祐希 鈴木　愛弥 多ヶ谷　翔

（成徳会） （聖伸館） （鷲龍道場） （木更津聖嘉館）

大石　隼風 井出　凱翔 二村　正樹 坂本　英敏 秦　勝明 鈴木　雄一 山脇　研吾 糸洲　安仁

（風林火山） （風林火山） （大和松濤館） （木更津聖嘉館） （真錬会） （聖伸館） （真錬会） （聖伸館）

藤崎　みなみ 三木　日向 村松　杏咲 清水　瑠華 猪野　佑月 安西　心音 林　ひかり

（功道館） （國際松濤館） （謙信館） （協会君津） （鷲龍道場） （天勇会） （謙信館）

宮内　愛美 中澤　雅月 岡田　颯 清水　百椛 清水　茜 石井　心菜 坂梨　晄子 石井　さくら

（功道館） （成徳会） （大和松濤館） （鷲龍道場） （聖伸館） （協会君津） （大和松濤館） （鷲龍道場）

木津　美咲 太田　紬木 三木　和奏 中田　優菜 春口　明日香 田中　智菜 岡田　晴 白澤　彩夏

（聖伸館） （鷲龍道場） （國際松濤館） （鷲龍道場） （協会君津） （鷲龍道場） （大和松濤館） （鷲龍道場）

波多野　華凛 木津　歩美

（聖伸館） （聖伸館）

小学３年男子

幼年

小学１年男子

小学２年男子

小学１・２年女子

小学３・４年女子

小学５・６年女子

中学生女子

小学４年男子

小学５年男子

小学６年男子

中学１年男子

中学２・３年男子

一般


