
最優秀賞 名古屋北道院拳友会

優秀賞 名古屋中村道院拳友会

優良賞 名古屋中村道院拳友会

最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会

優秀賞 名和道院拳友会

優良賞 名古屋丸池道院拳友会

最優秀賞 名古屋北道院拳友会

優秀賞 熱田道院拳友会

優良賞 名古屋太子道院拳友会

最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会

優秀賞 熱田道院拳友会

優良賞 名古屋瀬古道院拳友会

最優秀賞 名古屋高針道院拳友会

優秀賞 金山西道院拳友会

優良賞 熱田道院拳友会

最優秀賞 名古屋中村道院拳友会

優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会

優良賞 名古屋東道院拳友会

佐々木　小春

林　佑太朗

戸田　あやの

各務　由乃

小林　紘彰

志水　ダニエル悠

田中　愛

寺西　祐汰

棚橋　奏輝

中島　涼太

秋田　心菜

藤村　誠士

布野　藍

カルシイ咲月アンナ

2016年名古屋市少林寺拳法錬成大会成績表

杉本　鷹史

笠井　出雲

中島　幹太

古橋　希翁

単演・白黄帯Ａ

単演・白黄帯Ｂ

単演・白黄帯Ｃ

単演・緑帯Ａ

単演・緑帯Ｂ

単演・緑帯Ｃ



最優秀賞 名古屋高針道院拳友会

優秀賞 名古屋中村道院拳友会

優良賞 名古屋東道院拳友会

最優秀賞 名古屋瀬古道院拳友会

優秀賞 名古屋高針道院拳友会

優良賞 金山西道院拳友会

最優秀賞 名古屋中村道院拳友会

優秀賞 名古屋瀬古道院拳友会

優良賞 名古屋吹上道院拳友会

最優秀賞 名古屋丸池道院拳友会

優秀賞 名古屋東道院拳友会

優良賞 名古屋なるこ道院拳友会

最優秀賞 名古屋北道院拳友会

優秀賞 名古屋なるこ道院拳友会

優良賞 熱田道院拳友会

最優秀賞 名古屋高針道院拳友会

優秀賞 名古屋瀬古道院拳友会

優良賞 名古屋中村道院拳友会

最優秀賞 金山西道院拳友会

優秀賞 熱田道院拳友会

優良賞 名古屋前之輪道院拳友会

濵田　友梨

加藤　弘貴

木村　優児

佐野　直輝

岡山　達哉

楠原　昊

名倉　大稀

杉本　竜真

阪野　要

川名　菜央

馬場　陽旭

大村　壮司

浅野　恵

鈴木　蒼冴

北濱　美那

服部　茉奈

松崎　詩織

後藤　紳之助

上嶋　勇駕

森瀬　陽心

濵田　智也

単演・中学生Ｂ

単演・緑帯Ｄ

単演・茶帯Ａ

単演・茶帯Ｂ

単演・茶帯Ｃ

単演・黒帯

単演・中学生Ａ



最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会 鬼頭　快空 李　晟豪

優秀賞 名古屋植田道院拳友会 堀井　なおこ 三田　玲奈

優良賞 名古屋丸池道院拳友会 澤村　碧都 カルシィ航介セルジオ

最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会 佐藤　竜信 古橋　彗

優秀賞 名古屋前之輪道院拳友会 稲葉　達哉 岡山　裕紀

優良賞 名古屋太子道院拳友会 牧村　一生 新郷　日奈子

最優秀賞 名古屋植田道院拳友会 加藤　仁清 鹿島田　優真

優秀賞 名和道院拳友会 林　純ノ介 小野　開史朗

優良賞 名古屋太子道院拳友会 平山　航也 新納　健心

最優秀賞 名古屋植田道院拳友会 柴田　芭奈 山本　詩桜

優秀賞 名古屋前之輪道院拳友会 亀田　悠葉 楠山　みおり

優良賞 名古屋太子道院拳友会 幸島　歩夢 市川　晃丞

最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会 齋藤　旭 藤村　洸希

優秀賞 名古屋植田道院拳友会 新田　悠輔 葛西　泰馳

優良賞 金山西道院拳友会 桃原　秀羽 都竹　伶弥

最優秀賞 名古屋北道院拳友会 吉川　有咲 棚橋　永翔

優秀賞 名古屋太子道院拳友会 西塚　百花 長友　湧月

優良賞 名古屋中村道院拳友会 伊藤　柊太郎 土屋　春陽

最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会 齋藤　巧弥 船橋　一矢

優秀賞 名古屋太子道院拳友会 服部　瑠璃 新納　颯真

優良賞 名古屋太子道院拳友会 八田　眞桜 森島　日向

５級

４級

３級Ａ

３級Ｂ

白黄帯Ａ

白黄帯Ｂ

６級



最優秀賞 熱田道院拳友会 伊藤　凛子 丹羽　海晴

優秀賞 名古屋太子道院拳友会 服部　瑠起 杉浦　写弥武

優良賞 名古屋桃山道院拳友会 南條　蒼空 米住　凛斗

最優秀賞 熱田道院拳友会 山中　虎太郎 村岡　湧次朗

優秀賞 名古屋太子道院拳友会 廣瀬　凱 渡辺　萩斗

優良賞 名東道院拳友会 伊藤　慎太郎 赤坂　真雪

最優秀賞 名古屋植田道院拳友会 石田　俊裕 鈴木　湊

優秀賞 名古屋太子道院拳友会 吉水　友佑 川合　琉也

優良賞 名古屋植田道院拳友会 政田　啓希 鈴木　駿太郎

最優秀賞 名古屋伏屋道院拳友会 野崎　琴乃 野崎　祐生

優秀賞 熱田道院拳友会 小出　妃奈乃 入山　栞菜

優良賞 名古屋植田道院拳友会 柳瀬　直人 松永　梨里

最優秀賞 名古屋植田道院拳友会 山口　葉名 堀井　よしの

優秀賞 熱田道院拳友会 堀田　陽生 田中　豪

優良賞 名古屋太子道院拳友会 川村　元洋 中田　暮翼

最優秀賞 熱田道院拳友会 伊藤　青太郎 永吉　健人

優秀賞 名古屋北道院拳友会 高橋　梢太 杉本　雅寅

優良賞 名古屋太子道院拳友会 牧村　斗偉 山口　創司

小学生有段

中学生段外

中学生有段Ａ

中学生有段Ｂ

２級

１級


