
２００４年　試合結果

小学２年の部 第三位 伊藤　祥樹
第四位 矢口　葵海

小学1年の部 第三位 長尾　景月
小学２年初級の部 優勝 伊藤　祥樹
小学４年上級の部 第三位 児玉　寛太
中学女子初級軽量の部 優勝 坂田　仁美
　　　　　　　　　

小学４年の部 準優勝 児玉　寛太
小学６年の部 第三位 富樫　昇太

第三位 風呂　正輝

 幼年の部 優勝 羽鳥　紗希
第三位 藤井　和哉

小学１・２年の部 準優勝 堀川　和馬
第三位 梁瀬　聖太

小学５・６年の部 第三位 児玉　愛里

幼年の部 第三位 羽鳥　紗希
小学1年の部 優勝 釜付　卓弥
小学２年の部 優勝 甲斐　聖也

準優勝 梁瀬　聖太
第三位 渡辺　樹來

小学３年の部 第三位 富樫　沙莉衣
小学４年の部 第四位 金田　貴裕
小学5・６年女子の部 優勝 山口　綾香

準優勝 児玉　愛里
第四位 大宮　美樹

小学６年の部 第三位 山口　詩織

小学１年の部 準優勝 長尾　景月
小学２年の部 第四位 花井　勇輝
小学４年の部 第三位 児玉　寛太
中学１年55㎏以下の部 優勝 坂田　勇貴
中学２・３年55㎏超の部 準優勝 能登　康之

小学４年の部 準優勝 小池　崚太郎
第三位 児玉　寛太

西関東地区交流試合　上級の部　９月23(木・祝)　

 第7回全中部空手道選手権大会　８月22日(日)　

冬季城西地区交流試合　初級　12月５日(日)　

秋季関東地区練成大会　11月28日(日)　於：茨城県武道館

 山梨　風林火山杯　10月17日(日)　

 聖蹟桜ヶ丘　道場内部試合　10月10日(日)　
＜　型　＞

 ＜組　手＞



  

幼年の部 優勝 羽鳥　紗希
準優勝 小長井　裕太
第三位 佐藤　夢菜

小学１年の部 優勝 重村　隼輝
準優勝 釜付　卓弥
第三位 濱　拓海

小学２年の部 準優勝 國井　響介
第三位 矢口　葵海

小学３年の部 優勝 羽鳥　寿樹也
小学４年の部 優勝 小池　崚太郎

準優勝 金田　貴裕
第三位 大谷　健太

小学５・６年の部 優勝 榎本　拓侍
準優勝 風呂　正輝

 幼年の部 優勝 矢口　李海
準優勝 小長井　裕太

小学１年の部 準優勝 水谷　攻輝
第三位 釜付　卓弥

小学２年の部 優勝 矢口　葵海
準優勝 花井　勇輝
第三位 藤井　力哉

小学3年の部 優勝 原　隆太
小学4年の部 優勝 中尾　拓巳
小５・女子小6年の部 第三位 大宮　美樹

小学１年の部 優勝 長尾　景月
小学２年の部 準優勝 小向　真人
小学４年の部 準優勝 児玉　寛太

第四位 小池　崚太郎

小学4年の部 準優勝 児玉　寛太
小学6年の部 準優勝 風呂　正輝

第三位 富樫　昇太

小学１年の部 準優勝 長尾　景月
小学２年初級の部 優勝 國井　響介
小学４年上級の部 準優勝 小池　崚太郎
中学女子初級軽量級の部 優勝 吉原　みなみ

静岡西遠・愛知東三河　交流試合　５月23日(日)

関東練成大会　５月16日(日)

第2回南大沢・北野道場内部試合　７月18日(日)　於：南大沢市民センター
 ＜　型　＞

＜組　手＞

  第2回　城西カップ　７月４日(日)　於：光が丘ドーム



小学４年の部 第三位 小池　崚太郎

小学２年初級の部 第三位 花井　勇輝
小学４年初級の部 第三位 中尾　拓巳

小学１年の部 準優勝 國井　響介
小学２年の部 準優勝 羽鳥　寿樹也
小学３年の部 第三位 小池　崚太郎
小学５・６年軽量級の部 優勝 風呂　正輝

年少・年中の部 優勝 佐藤　夢菜
準優勝 矢口　李海
第三位 羽鳥　紗希

年長の部 優勝 重村　隼輝
準優勝 釜付　卓弥
第三位 斉藤　大朗

小学１年の部 優勝 國井　響介
準優勝 矢口　葵海

小学２年の部 優勝 羽鳥　寿樹也
第三位 安永　祥希

小学３年の部 優勝 小池　崚太郎
準優勝 金田　貴裕
第三位 工藤　侑人

小学４年の部 優勝 児玉　愛里
準優勝 佐野　健人

年中の部 優勝 矢口　李海
準優勝 小長井　裕太
第三位 細川　正暉

年長の部 優勝 杉山　広樹
準優勝 釜付　卓弥
第三位 水谷　攻輝

小学１年の部 優勝 伊藤　祥樹
準優勝 梁瀬　聖太
第三位 堀川　和馬

小学３年の部 優勝 中尾　拓巳
第三位 金田　貴裕

小学４年の部 優勝 大山　ジョセフ
準優勝 平野　大智
第三位 村野　嘉紀

小学５・６年の部 準優勝 榎本　拓侍

 ＜　型　＞

 ＜組　手＞

全日本青少年大会　５月２(日)３日(月・祝)　於：国立代々木第二体育館

城西地区交流試合　４月18(日)

全日本青少年選抜試合　２月11日(日)

南大沢・北野道場内部試合　２月１日(日)　於：南大沢市民センター



第三位 吉野　健太
女子小学4・5・6年の部 優勝 山口　香織

準優勝 児玉　愛里
第三位 椛田　彩奈


