
2005  平成17年度　富山市空手道連盟 その他県大会以上の結果

大会名 部門 順位等 氏名又は団体 所属

・第6回糸東会北信越大会（Ｈ17.4） 小学３、４年男子　組手 1位 林　　悠　眞 （山室中部小）

　　〃 2位 南　部　貢　志 （山室中部小）

　　〃 3位 本　橋　康　平 （山室中部小）

小学5、6年 男子　組手 1位 青　山　大　熙 （山室中部小）

少年男子　形 1位 南　部　貴　之 （不二越工業高校）

・平成17年度県高校総体（H17.6） 男子団体　形 2位 不二越工業高校

男子団体　組手 2位 不二越工業高校

男子　組手 3位 南 部 貴 之 （不二越工業高校）

・第3回県少年少女選手権（H17.6） 小学１年男子　形 1位 竹　腰　寛　騎 （桜谷小）

男子組手 2位 稲　垣　崇　弘 （西田地方小）

　　〃 3位 村　瀬　柊　人 （古沢小）

　　〃 3位 藤 井　海 斗 （寒江小）

小学２年男子　形 3位 相　沢　康　介 （光陽小）

　　〃 3位 助　野　亮　太 （西田地方小）

男子　組手 2位 森　　瑛 （寒江小）

　　〃 3位 尾 ノ 上　幸生 （光陽小）

　　〃 3位 伊　藤　直　志 （呉羽小）

女子　形 1位 北　村　優　衣 （光陽小）

　　〃 2位 玉　置　美　聡 （堀川南小）

女子　組手 3位 水　井　良　美 （富山東部小）

小学3年男子　形 2位 菅　原　隆　資 （清水町小）

　　〃 3位 高　野　智　誠 （富山東部小）

男子組手 2位 井　山　悠　介 （豊田小）

女子組手 1位 山　本　美　香 （太田小）

小学４年男子形 2位 谷　口　　純 （速星小）

男子組手 1位 中　田　景　二 （桜谷小）

　　〃 2位 黒　田　　遼 （広田小）

女子　形 3位 久　郷　志　奈 （奥田小）

女子　組手 3位 古　賀　彩　花 （光陽小）

小学５年男子　形 1位 保　本　直　也 （安野屋小）

男子　組手 2位 中　林　健一郎 （芝園小）

　　〃 3位 市　川　優　平 （古沢小）

女子　組手 1位 安　井　愛　佳 （西田地方小）

　　〃 3位 広　井　沙映子 （速星小）

　　〃 3位 尾ノ上　萌菜 （光陽小）

小学６年女子　形 1位 杉　林　果　歩 （太田小）

女子　組手 3位 藤　井　沙　妃 （寒江小）

・第10回県中学校選手権（H17.6） 男子団体　形 3位 北部中学

男子団体　組手 3位 山室中学校

女子団体　組手 3位 山室中学校

男子個人　組手 1位 孝　井　祐　太 （速星中）

女子個人　形 1位 杉　林　瑠　衣 （岩瀬中）

女子個人　組手 1位 黒 田 恵理香 （新庄中）

　　〃 2位 杉 林　瑠美衣 （岩瀬中）

・平成17北信越高校総体（H17.6） 男子個人　組手 3位 南　部　貴　之 （不二越工業高）

・第58回県民体育大会（H17.7） 成年男子　形 3位 十 二 町　　学 （大沢野支部）

組手重量級 1位 井　川　憂　也 （大沢野支部）

　　〃 3位 川　原　健太郎 （神通館支部）

成年女子　形 2位 金　田　由香利 （北支部）

　　〃 3位 鍋　谷　知　子 （婦中支部）

　　　〃　　 組手 2位 金　田　由香利 （北支部）

少年男子　　 形 1位 加　藤　　匠 （神通館支部）

　　　〃 　　　 組手 2位 南　部　貴　之 （不二越工業高）

中学生男子　組手 1位 孝　井　祐　太 （速星中）



中学生女子　形 2位 杉　林　瑠美衣 （岩瀬中）

　　　〃 　　 　組手 1位 清　田　　萌 （芝園中）

児童Ａ 組手 1位 孝　井　拓　海 （速星小）

　　〃 3位 中　林　健一郎 （芝園小）

児童Ｂ形 1位 高　橋　華　純 （山室西部小）

　　〃 2位 竹　腰　寛　騎 （桜谷小）

・第5回全日本少年少女選手権（Ｈ17.8） 個人形 出場 竹　腰　寛　騎 （桜谷小）

　　〃 出場 相  沢　康  介 （光陽小）

　　〃 出場 北  村　優  衣 （光陽小）

　　〃 出場 菅  原　隆  資 （清水町小）

　　〃 出場 保 本　直 也 （安野屋小）

個人組手 出場 稲  垣　崇  弘 （西田地方小）

　　〃 出場 森　　  瑛 （寒江小）

　　〃 出場 井  山　悠  介 （豊田小）

　　〃 出場 中  田　景  二 （桜谷小）
　　〃 出場 黒  田　  遼 （広田小）

　　〃 出場 中　林　健一郎 （芝園小）

　　〃 出場 安井　愛佳 （西田地方小）

・第13回全国中学校選手権（Ｈ17.8） 男子団体　組手 出場 山室中学校

男子個人　組手 出場 孝  井　祐  太 （速星中）

女子個人　形 出場 杉 林　瑠美衣 （岩瀬中）

女子個人　組手 出場 黒 田　恵理香 （新庄中）

・第25回國際松濤館全国大会（Ｈ17.8） 小学1年　形 1位 竹　腰　寬　騎 （富山支部）

小学４年　形 2位 中　田　景　二 （富山支部）

小学４年　組手 2位 中　田　景　二 （富山支部）

小学5年　形 3位 大　割　敬　文 （富山支部）

一般男子　組手 2位 宮　原　真　悟 （神通館支部）

　　〃 出場 辻　　健 二 （四方教室）

　　〃 出場 大  垣　 博  之 （四方教室）

　　〃 出場 中 井　 豊 （富山大学）

一般女子　組手 （有級） 2位 砂　川 　祐璃江 （富山支部）

　　〃　　　　　　 （有段） 出場 吉  井　 愛  子 （富山大学）

一般シニア　形 1位 榊  原　 一  彦 （針原支部）

一般シニア　組手 3位 上　田　信　人 （富山北支部）

約束組手 1位 針原支部
・日本スポーツマスターズ2005（Ｈ17.9） 個人　形 5位 榊  原　 一  彦 （富山北支部）

　　〃 出場 白  川　 正  視 （静道会）

個人　組手 2位 高  岡   公  平 （四方空手道教室）

　　〃 出場 室　   勝 弘 （四方空手道教室）

　　〃 出場 上  田   信  人 （富山北支部）

　　〃 出場 谷  川 　 弘 （静道会）
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