
誠真会館（東伏見道場・文星芸術大学附属高等学校空手部） 

氏名 ふりがな 所属道場  段・級 身長 体重 カテゴリー 

秋田 祐誠 あきた ゆうせい 東伏見道場 ８級 120cm 21.7kg 小１男子(選抜) 

五十嵐 仁志 いがらし ひとし 東伏見道場 ８級 120cm 25kg 小１男子(選抜) 

栗田 桃士朗 くりた ももしろう 東伏見道場 ５級 124cm 25kg 小２男子(選抜) 

荒井 勇輝 あらい ゆうき 東伏見道場 ６級 121cm 22kg 小３男子(選抜) 

伊藤 緋生 いとう ひなお 東伏見道場 ４級 142cm 35.2kg 小３女子(選抜) 

落合 希愛 おちあい のあ 東伏見道場 ６級 130cm 26kg 小３女子(選抜) 

飯塚 人和 いいづか とわ 東伏見道場 ６級 137.5cm 32.5kg 小４男子(選抜) 

吉田 樹 よしだ いつき 東伏見道場 ２級 147.5cm 56kg 小５男子重量 36kg以上(選抜) 

濱口 由統 はまぐち ゆうと 東伏見道場 ４級 148cm 38kg 小５男子重量 36kg以上(選抜) 

肥後 昇汰 ひご しょうた 東伏見道場 ２級 150cm 35kg 小６男子軽量 42kg未満(選抜) 

林 輝樹 はやし こうき 東伏見道場 １級 150cm 49kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

門馬 一成 もんま いっせい 東伏見道場 ４級 153cm 45kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

星 隼人 ほし はやと 東伏見道場 ４級 145cm 50kg 小６男子重量 42kg以上(選抜) 

家弓 慎 かゆみ まこと 東伏見道場 ３級 171cm 62kg 一般男子上級軽量 67kg未満 

松長 英之介 まつなが えいのすけ 東伏見道場 １０級 110cm 19kg 幼児年長初級男女混合 

田中 漣 たなか れん 東伏見道場 １０級 118cm 21kg 小１男子初級 9級以下 

中島 陸玖 なかじま りく 東伏見道場 １０級 119cm 25kg 小１男子初級 9級以下 

橋本 雫 はしもと しずく 東伏見道場 １０級 110cm 20kg 小１女子初級 9級以下 

深野 貴一朗 ふかの きいちろう 東伏見道場 ９級 128.8cm 31.1kg 小２男子初級 8級以下 

濱口 尚起 はまぐち なおき 東伏見道場 ８級 121cm 23kg 小２男子初級 8級以下 

関口 融 せきぐち とおる 東伏見道場 ８級 127cm 26kg 小２男子初級 8級以下 

竹内 優翔 たけうち ゆうと 東伏見道場 ８級 120cm 22.2kg 小２男子初級 8級以下 

古元 綾一 ふるもと りょういち 東伏見道場 ９級 123cm 24kg 小２男子初級 8級以下 

芦川 勇智 あしかわ ゆうち 東伏見道場 ９級 124.5cm 26kg 小２男子初級 8級以下 

根本 唯希 ねもと ゆいき 東伏見道場 ９級 115cm 21kg 小２男子初級 8級以下 



松下 昂大 まつした こうだい 東伏見道場 ８級 128cm 28kg 小２男子初級 8級以下 

酒井 啓輔 さかい けいすけ 東伏見道場 ７級 138cm 34kg 小３男子初級 7級以下 

星 侑真 ほし ゆうま 東伏見道場 ８級 130cm 34kg 小３男子初級 7級以下 

野中 空太郎 のなか そらたろう 東伏見道場 １０級 145cm 30kg 小３男子初級 7級以下 

金澤 莉空 かなざわ りく 東伏見道場 ９級 143cm 46kg 小４男子初級 6級以下 

安達 結人 あだち ゆうと 東伏見道場 ８級 139cm 31kg 小４男子初級 6級以下 

五十嵐 夕輝 いがらし ゆずき 東伏見道場 ８級 127cm 23kg 小４男子初級 6級以下 

小倉 一之介 おぐら いちのすけ 東伏見道場 ６級 131cm 35kg 小５男子初級 5級以下 

中島 迅清 なかじま じんせい 東伏見道場 ７級 129cm 25kg 小５男子初級 5級以下 

山田 拓磨 やまだ たくま 東伏見道場 ６級 135cm 29kg 小５男子初級 5級以下 

五十嵐 俊介 いがらし しゅんすけ 東伏見道場 ６級 135cm 29kg 小５男子初級 5級以下 

藤原 杏佳 ふじはら きょうか 東伏見道場 ５級 158cm 43kg 小６女子初級 5級以下 

鈴木 陸馬 すずき りくま 東伏見道場 ９級 166cm 60kg 高校生男子初級 5級以下 

宮 梨江 みや りえ 東伏見道場 ９級 161cm  一般女子初級 

石堂 伸晴 いしどう のぶはる 東伏見道場 １０級 168cm 69.9kg シニア男子初級軽量 70kg未満 

東海林 歩 とうかいりん あゆむ 文星芸術大学附属高等学校空手部 ２級 158cm 56kg 一般男子上級軽量 67kg未満 

岸 峻 きし たかと 文星芸術大学附属高等学校空手部 １級 170cm 65kg 一般男子上級軽量 67kg未満 

中里 元泉 なかざと もとみ 文星芸術大学附属高等学校空手部 ９級 160cm 50.9kg 高校生男子初級 5級以下 

飯村 豪 いいむら ごう 文星芸術大学附属高等学校空手部 １級 170cm 60kg 一般男子上級軽量 67kg未満 

集計 44           

 


