
第８回日本拳法四国総合選手権大会　入賞者一覧表 平成２７年５月６日（祝）
香川県立武道館

幼年の部 秋元 蛍汰 ８級 徳島県連盟 森 照真 無級 香川拳法クラブ 川添 禅 無級 徳拳会 須見奏斗 無級 拳林会

小学１年生 男子の部 梶本 華咲斗 ８級 土成道場 元木 鳴海 無級 徳島県連盟 富永 椋太 ８級 徳拳会 川田 凜太朗 ８級 徳拳会

小学２年生 男子の部 須見 柚人 ６級 拳林会 上田 康太郎 ７級 土成道場 森 悠真 ７級 香川拳法クラブ 福田 樹 ７級 国府道場

小学３年生 男子の部 田村 虎太郎 ６級 今治拳友会 福田 諒 ７級 国府道場 南 柊澄 ５級 国府道場 日下 悠斗 ５級 国府道場

小学４年生 男子の部 森 生成 ６級 土成道場 上田 健太郎 ６級 土成道場 藤本 祥太 ９級 今治拳友会 弓山 弘頌 ６級 香川拳法クラブ

小学５年生 男子の部 桒原 伶光 ４級 徳島県連盟 佐藤 麟 ４級 土成道場 吉田 翔馬 ４級 徳拳会 中川 和真 ４級 土成道場

小学６年生 男子の部 中川 裕翔 ２級 土成道場 宗本 有生 ５級 徳島県連盟 寺田 颯樹 ４級 拳林会 村上 司 ２級 国府道場

小学１・２年生 女子の部 松田 愛莉 ９級 今治拳友会 西田 彩華 ７級 徳拳会 稲井 水紀 ７級 土成道場 三木 碧芭 ８級 土成道場

小学３・４年生 女子の部 上原 葵 ４級 国府道場 井出 七星 ６級 今治拳友会 村山 澪奈 ６級 徳島県連盟 藤本 弥生 ６級 香川拳法クラブ

小学５年生 女子の部 山口 心夢 ６級 土成道場 宮崎 萌子 ７級 今治拳友会 内田 楓佳 ６級 徳拳会

小学６年生 女子の部 伊藤 凛香 ５級 今治拳友会 高橋 典子 ４級 今治拳友会 古川 そら ６級 今治拳友会 田村 百萌 ３級 今治拳友会

中学１年生 男子の部 井上 千ノ佑 ２級 拳林会 森川 拓夢 ２級 土成道場 大西 海碩 ２級 小松島道場

中学２年生 男子の部 篠原 山人 ２級 小松島道場 光永 直哉 １級 土成道場 柳 龍雅 ５級 小松島道場 門田 佳大 ２級 今治拳友会

中学３年生 男子の部 木村 柊也 無級 小松島道場 宮本 滉平 無級 今治拳友会 玉置 剛 無級 今治拳友会 安村 一颯 無級 今治拳友会

中学生 女子の部 佐伯 朱音 ３級 今治拳友会 宗本 有由 ３級 徳島県連盟 岩佐 彩葉 ４級 徳拳会 日下 遥 ７級 国府道場

高校生 男子の部 光永 達哉 １級 土成道場 三馬 恭佑 １級 国府道場 越智 淳斗 ４級 今治拳友会 南 颯馬 ３級 国府道場

高校・一般女子の部 坂本 佳乃子 ２級 小松島道場 眞邉 友紀子 二段 徳島県連盟

一般男子段外の部 長野 翔太 １級 陸自善通寺 星中 佑太 ３級 今治拳友会 塩見 高充 １級 高知拳法クラブ 佐々 仁 １級 徳拳会

一般男子有段の部 井上 翔太 二段 陸自善通寺 橋口 竜一 初段 陸自善通寺 今井 駿介 初段 陸自善通寺 辻 啓太 初段 陸自善通寺

優勝 敢闘賞第三位準優勝


