
平成２６年度　名古屋市錬成大会

出 場 者 名 簿

組 演 武 の 部

稲永スポーツセンター 第１競技場（名古屋市港区）

平成２６年１１月８日（土） ９時～１４時



白黄帯の部A  
3Ｒ 3コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 33 名古屋友愛道院拳友会 蛯名　花衣 エビナ　カエ 杉永　龍優 ｽｷﾞﾅｶﾞ　ﾘｭｳｾｲ

2 162 名古屋中村道院拳友会 寺西祐汰 テラニシユウタ 石川雄基 イシカワユウキ

3 247 名和道院拳友会 亀井義明 カメイヨシアキ 中安優成 ナカヤスユウセイ

4 190 名古屋緑道院拳友会 野口　航太郎 ノグチ　コウタロウ 内山　晃 ウチヤマ　ヒカル

5 222 名古屋太子道院拳友会 西塚百花 ﾆｼﾂﾞｶ ﾓﾓｶ 服部瑠璃 ﾊｯﾄﾘ ﾙﾘ

6 86 名古屋なるこ道院拳友会 森　眞翔 モリ　マナト 河合　隆太 カワイ　リュウタ

7 5 名東道院拳友会 赤坂真雪 アカサカマユキ 野田真秀 ノダマサヒデ

8 223 名古屋太子道院拳友会 原田　怜旺 ﾊﾗﾀﾞ ﾚｵﾝ 近藤　康世 ｺｳﾄﾞｳ ｺｳｾｲ

9 163 名古屋中村道院拳友会 鈴木蒼冴 スズキソウゴ 藤村友惺 フジムラユウセイ

10 73 金山西道院拳友会 神谷　瑠花 カミヤ　ルカ 手塚　樹 テツカ　イツキ

11

白黄帯の部B  
3R 4コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 248 名和道院拳友会 永井遥 ナガイハルカ 藤原朋香 フジワラトモカ

2 34 名古屋友愛道院拳友会 乾　隼人 イヌイ　ハヤト 吉良　拓斗 キラ　タクト

3 249 名和道院拳友会 坂野友耶 バンノユウヤ 森遼太郎 モリリョウタロウ

4 74 金山西道院拳友会 宇井　新 ウイ　アラタ 早川　絹人 ハヤカワ　ケント

5 268 名古屋丸池道院 柴田　陸矢 シバタ　リクヤ 柴田　佳穂 シバタ　カホ

6 193 名古屋緑道院拳友会 内藤　鵬 ナイトウ　ホウ 吉富　雅 ヨシトミ　ミヤビ

7 87 名古屋なるこ道院拳友会 河合　好香 カワイ　コノカ 髙木　風香 タカギ　フウカ

8 56 名古屋伏屋道院拳友会 船橋一矢 フナバシイチヤ 齋藤旭 サイトウアサヒ

9 164 名古屋中村道院拳友会 小林大也 コバヤシダイヤ 佐橋拓哉 サハシタクヤ

10 221 名古屋太子道院拳友会 牧村一生 ﾏｷﾑﾗ ｲｯｾｲ 八田眞桜 ﾊｯﾀ ﾏｵ

11

６級の部 　  
3Ｒ 5コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 42 名古屋北道院拳友会 吉川　陽人 ヨシカワ　ハルト 吉川　有咲 ヨシカワ　アリサ

2 10 熱田道院拳友会 山中虎太郎 ヤマナカコタロウ 横田颯真 ヨコタソウマ

3 50 名古屋伏屋道院拳友会 野崎祐生 ノザキユウキ 北澤歩奈 キタザワアユナ

4 206 名古屋島田道院拳友会 岡西徹人 ニシオカ 遠藤颯真 エンドウソウマ

5 220 名古屋太子道院拳友会 杉浦写弥武 ｽｷﾞｳﾗ ｼｬﾐｳﾑ 服部瑠起 ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｷ

6 16 熱田道院拳友会 小出起奈乃 コイデキナノ 入山栞菜 イリヤマカンナ

7 146 名古屋前之輪道院拳友会 小林瑞穂 コバヤシミズホ 杉谷美羽 スギタニミウ

8 11 熱田道院拳友会 村岡湧次朗 ムラオカユウジロウ伊藤凛子 イトウリコ
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5級の部 　  
3R 1コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 40 名古屋野立道院拳友会 岩口竜也 ｲﾜｸﾞﾁﾘｭｳﾔ 武居雅斗 ﾀｹｲﾏｻﾄ

2 98 名古屋桜道院拳友会 園　美紗 ソノ　ミサ 園　和紗 ソノ　カズサ

3 219 名古屋太子道院拳友会 渡辺萩斗 ﾜﾀﾈﾍﾞ ｼｭｳﾄ 川合琉也 ｶﾜｲ ﾘｮｳﾔ

4 85 名古屋なるこ道院拳友会 佐久間　美莉 サクマ　ミノリ 阪井　かなた サカイ　カナタ

5 3 名東道院拳友会 小笠原基人 オガサワラキヒト 早田充輝 ハヤタ、ミツキ

6 97 名古屋桜道院拳友会 伊藤　杏 イトウ　アンズ 伊藤　大志 イトウ　タイシ

7 267 名古屋丸池道院 松崎　詩織 マツザキ　シオリ 山方　颯真 ヤマガタ　ソウマ

8 4 名東道院拳友会 伊藤慎太郎 イトウシンタロウ 伊藤夏海 イトウナツミ
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４級の部　  
2Ｒ 10コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 67 名古屋桃山道院拳友会 南條　蒼空 ナンジョウ　ソラ 志水　昭仁 シミズ　アキヒト

2 168 名古屋中村道院拳友会 伊藤柊太郎 イトウシュウタロウ土屋春陽 ツチヤハルヒ

3 266 名古屋丸池道院 小野　倭 オノ　ヤマト 松崎　航汰 マツザキ　コウタ

4 165 名古屋中村道院拳友会 水野真斗 ミズノマナト 山森貴登 ヤマモリタカト

5 205 名古屋島田道院拳友会 牧稀 マキホマレ 飯塚悠斗 イイヅカユウト

6 28 尾張守山道院拳友会 西野嘉紘 ニシノヨシヒロ 山根希葵 ヤマネノア

7 84 名古屋なるこ道院拳友会 阪野　要 バンノ　カナメ 永田　瑛士 ナガタ　エイジ

8 166 名古屋中村道院拳友会 山中満里奈 ヤマナカマリナ 鈴木花歩 スズキカホ

9 31 名古屋友愛道院拳友会 加地　凉 カジ　リョウ 桐山　吏翔 キリヤマ　リト

10 167 名古屋中村道院拳友会 花村幸太郎 ハナムラコウタロウ山中陽斗 ヤマナカハルト

11 15 熱田道院拳友会 田中豪 タナカゴウ 川名菜央 カワナナオ

12 90 名古屋平手道院拳友会 松山　雅人 マツヤマ　マサト 羽鳥　晃生 ハトリ　コウキ

13 32 名古屋友愛道院拳友会 松浦　芽衣 マツウラ　メイ 加地　桜 カジ　サクラ

14 71 金山西道院拳友会 小石　彩根 コイシ　アヤネ 神谷　由唯 カミヤ　ユイ

15

3級の部　 
2Ｒ 9コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 170 名古屋中村道院拳友会 佐橋直樹 サハシナオキ 河合美月 カワイミヅキ

2 83 名古屋なるこ道院拳友会 鈴木　英斗 スズキ　ヒデト 名倉　大稀 ナグラ　オオキ

3 265 名古屋丸池道院 早川　裕 ハヤカワ　ヒロ 藤沼　歩夢 フジヌマ　アユム

4 239 名古屋植田道院拳友会 石田俊裕 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 政田啓希 ﾏｻﾀﾞ ﾋﾛｷ

5 169 名古屋中村道院拳友会 前川泰雅 マエカワタイガ 上嶋陵瑛 カミジマリョウエイ

6

7



２級の部　 
2Ｒ 6コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 82 名古屋なるこ道院拳友会 二村　賢 フタムラ　ケン 赤木　瑞穂 アカキ　ミズホ

2 147 名古屋前之輪道院拳友会 稲葉龍一 イナバリュウイチ 小林蓮 コバヤシレン

3 171 名古屋中村道院拳友会 小林麻也香 コバヤシマヤカ 伊藤香子 イトウカコ

4 70 金山西道院拳友会 手塚　理人 テツカ　リヒト 小石　真沙也 コイシ　マサヤ

5 89 名古屋平手道院拳友会 松山　隼人 マツヤマ　ハヤト 津田　遥季 ツダ　ハルキ

6 238 名古屋植田道院拳友会 柴田遥人 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 堀井よしの ﾎﾘｲ ﾖｼﾉ

7 172 名古屋中村道院拳友会 加藤弘貴 カトウヒロキ 岡村太陽 オカムラタイヨウ

8 9 熱田道院拳友会 鶴田誠也 ツルタセイヤ 丹羽宗成 ニワソウセイ

9 218 名古屋太子道院拳友会 吉水友佑 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 廣瀬凱 ﾋﾛｾ ｶﾞｲ
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1級の部A  
2Ｒ 7コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 123 名古屋東道院拳友会 加藤彰永 カトウショウエイ 加藤大玖真 カトウタクマ

2 88 名古屋平手道院拳友会 坂槇　成 サカマキ　ジョウ 木下　暁 キノシタ　アカツキ

3 7 熱田道院拳友会 清水宏奏 シミズヒロヤス 大友佑斗 オオトモユウト

4 215 名古屋太子道院拳友会 新郷考生 ｼﾝｺﾞｳ ｺｳｾｲ 氏家祐 ｳｼﾞｲｴ ﾕｳ

5 253 名古屋広路道院拳友会 余語　孝仁 ヨゴタカト 野村　つばさ ノムラ　ツバサ

6 246 名和道院拳友会 深谷玲次 フカヤレイジ 藤原一馬 フジワラカズマ

7 2 名東道院拳友会 赤坂優衣 アカサカユイ 山本晟煌 ヤマモトアキラ

8 264 名古屋丸池道院 早川　優 ハヤカワ　ユウ 藤沼　拓夢 フジヌマ　ヒロム

9 30 名古屋友愛道院拳友会 白石　真輝 シライシ　マサキ 柘植　洋瑛 ツゲ　ヒロアキ

10 41 名古屋北道院拳友会 杉本　雅寅 スギモト　マサトラ 杉本　竜真 スギモト　リュウマ

11 176 名古屋瀬古道院拳友会 髙浦　一誠 タカウラ　イッセイ 西村　英哉 ニシムラ　ヒデナリ
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１級の部B  
2Ｒ 8コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 186 名古屋高針道院拳友会 冨田　沙織 トミタ　サオリ 冨田　和美 トミタ　カズミ

2 124 名古屋東道院拳友会 水谷大雅 ミズタニダイガ 小島直紀 コジマナオキ

3 217 名古屋太子道院拳友会 牧村斗偉 ﾏｷﾑﾗ ﾄｳｲ 山口創司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳｼ

4 177 名古屋瀬古道院拳友会 越口　璃音 コシグチ　リオ 徳永　璃音 トクナガ　リン

5 138 名古屋山田道院拳友会 浅野伊吹 アサノイブキ 辻　汰希 ツジタイキ

6 8 熱田道院拳友会 佐野直輝 サノナオキ 伊藤心 イトウジン

7 254 名古屋広路道院拳友会 余語　桐羽 ヨゴキリハ 野村　あずさ ノムラ　アズサ

8 216 名古屋太子道院拳友会 川村元洋 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 中田暮翼 ﾅｶﾀ ｸﾚﾊ

9 81 名古屋なるこ道院拳友会 深谷　梢真 フカヤ　ソウマ 猪熊　駿斗 イノクマ　ハヤト

10 185 名古屋高針道院拳友会 澁谷　幸虎 シブタニ　ユキトラ 戸松　玲臣 トマツ　レオン
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小学生有段の部   
3Ｒ 6コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 139 名古屋山田道院拳友会 加藤大雅 カトウタイガ 時松北斗 トキマツホクト

2 126 名古屋東道院拳友会 村下天馬 ムラシタテンマ楠原大生 クスハラタイセイ

3 214 名古屋太子道院拳友会 寺尾柾哉 テラオ　ﾏｻﾔ 田中雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ

4 140 名古屋山田道院拳友会 岩田怜起 イワタレイキ 近藤幹人 コンドウミキト

5

中学生　段外の部 　　  
3Ｒ 2コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 211 名古屋太子道院拳友会 加藤大樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 山本陸 ヤマモト ﾘｸ

2 243 名和道院拳友会 和田優輝 ワダユウキ 加藤正暉 カトウマサキ

3 210 名古屋太子道院拳友会 森一馬 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 仲子結斗 ﾅｶｺ ﾕｳﾄ

4 244 名和道院拳友会 竹田幸平 タケダコウヘイ 橋本輝 ハシモトヒカル

5 208 名古屋太子道院拳友会 高橋ひゅうま ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳﾏ 関川祐司 ｾｷｶﾜ ﾕｳｼﾞ

6 207 名古屋太子道院拳友会 大元舞咲 ｵｵﾓﾄ ﾏｻｷ 高橋史弥 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ

7

中学生　有段部  
1Ｒ 9コート

順位 番号 ｺｰﾄﾞ1 支部名 氏　名１ 氏　名２

1 75 名古屋なるこ道院拳友会 下村　わか菜 シモムラ　ワカナ 髙木　清香 タカギ　サヤカ

2 242 名和道院拳友会 渡辺一真 ワタナベカズマ 辻藤泰心 ツジトウタイシン

3 148 名古屋前之輪道院拳友会 梅田亜由美 ウメダアユミ 金児比呂 カネコヒロイ

4 212 名古屋太子道院拳友会 武田尚樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 今井大和 ｲﾏｲ ﾔﾏﾄ

5 13 熱田道院拳友会 芳賀響月 ハガヒビキ 村岡洸大朗 ムラオカコウタロウ

6 14 熱田道院拳友会 伊藤青太郎 イトウジョウタロウ 永吉健人 ナガヨシケント

7 191 名古屋緑道院拳友会 小川　龍也 オガワ　リュウヤ 川上　真矢 カワカミ　マヤ

8 127 名古屋東道院拳友会 栗田　丈 クリタ　ジョウ 山田佳典 ヤマダヨシノリ

9 21 熱田道院拳友会 松尾春香 マツオハルカ 息野咲樹 ソクノサキ

10 213 名古屋太子道院拳友会 三鬼海嗣 ﾐｷ ｶｲｼ 吉田侑平 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

11 68 金山西道院拳友会 青山　裕和 アオヤマ　ヒロカズ加納　誠也 カノウ　マサヤ

12 240 名古屋植田道院拳友会 松本寛児 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 柴田想太 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ

13 39 名古屋野立道院拳友会 浅見雅偉 ｱｻﾐｶﾞｲ 村田晃洋 ﾑﾗﾀｱｷﾋﾛ

14 209 名古屋太子道院拳友会 山口浩武 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ 木村太紀 ｷﾑﾗ ﾀｲｼ

15 76 名古屋なるこ道院拳友会 白木　寛利 シラキ　ヒロミチ 今西　輝 イマニシ　アキラ
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2014.09.28

種目 組数 種目 組数 種目 組数 種目 組数 種目 組数

１Ｒ 単演　白黄帯Ａ 13 １Ｒ 単演　白黄帯Ｂ 13 １Ｒ 単演　白黄帯C 12 １Ｒ 単演　白黄帯D 12 １Ｒ 単演　緑帯A 11

２Ｒ 単演　茶帯A 10 ２Ｒ 単演　茶帯B 10 ２Ｒ 単演　小有 7 ２Ｒ 単演　中学生A 11 ２Ｒ 単演　中学生B 11

３Ｒ ５　級 8 ３Ｒ 中学生段外 6 ３Ｒ 白　黄A 10 ３Ｒ 白　黄A 10 ３Ｒ ６　級 8

種目 組数 種目 組数 種目 組数 種目 組数 種目 組数

１Ｒ 単演　緑帯B 11 １Ｒ 単演　緑帯C 11 １Ｒ 単演　緑帯D 11 １Ｒ 中学生有段 15 １Ｒ 単演　中学生C 11

２Ｒ ２　級 9 ２Ｒ １　級A 11 ２Ｒ １　級B 10 ２Ｒ ３　級 5 ２Ｒ ４　級 14

３Ｒ 小学生有段 4

6コート 7コート 8コート 9コート 10コート

コート進行配置図  2014

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート




