
平成29年7月

ＮＯ 氏　　名 種　　目 年齢枠 一回戦 二回戦 三回戦 準決勝 決  勝 結　　果

1 谷川　幸男 男子組手7部 70才～ 勝　6-0 勝　3-2 勝　6-0 優　勝

2 十文字佐太吉 男子組手5部 60才～64才  シード 勝　6-0 勝　6-0 負　1-4 3　位

3 小山　孝一 男子組手5部 60才～64才  シード 勝　2-0 勝　6-0 勝　4-1 負　1-1 準優勝

4 榎木田　保 男子組手4部 55才～59才 負　1-3

5 内海　定男 男子組手4部 55才～59才 負　0-4

6 小野　勝弥 男子組手4部 55才～59才  シード 勝　6-0 勝　3-2 負　3-4 3　位

7 笠原　健資 男子組手4部 55才～59才  シード 勝　3-2 負　0-3

8 銀杏　達也 男子組手3部 50才～54才 勝　2-0 負　0-1

9 加瀬　龍志 男子組手3部 50才～54才  シード 勝　3-2 負　0-5

10 川崎　貴志 男子組手3部 50才～54才 負　1-1

11 岩瀬　陽介 男子組手3部 50才～54才 勝　4-2 負　2-3

12 嶋村　泰広 男子組手2部 45才～49才 勝　5-0 勝　4-1 勝　5-1 負　0-6 3　位

13 川崎　哲史 男子組手2部 45才～49才 勝　2-1 勝　1-0 勝　4-1 勝　6-0 負　0-6 準優勝

14 矢本　幸文 男子組手2部 45才～49才 勝　4-0 負　1-2

15 古閑　達二 男子組手2部 45才～49才 勝　不戦 負　0-1

16 根本　洋二 男子組手1部 40才～44才 負　反則

17 日坂　栄司 男子組手1部 40才～44才 勝　6-0 勝　6-0 負　3-5

18 方波見　大 男子組手1部 40才～44才  シード 勝　0-0 勝　0-0 負　0-6 3　位

19 岡田登志男 男子組手1部 40才～44才 勝　3-0 負　0-1

20 谷川　幸男 男子形4部 70才～ 勝　3-2 負　0-5

21 石田　澄雄 男子形4部 70才～ 勝　4-1 勝　4-1 勝　4-1 負　1-4 準優勝

22 鬼澤　五郎 男子形3部 60才～69才  シード 負　2-3

23 鈴木　　仁 男子形3部 60才～69才  シード 負　1-4

24 小野　勝弥 男子形2部 50才～59才 負　2-3

25 西谷　健佑 男子形2部 50才～59才  シード 勝　5-0 負　0-5 3　位

26 上山　道憲 男子形1部 40才～49才  シード 負　1-4

27 横山　諦元 男子形1部 40才～49才  シード 勝　5-0 負　0-5

28 来栖　陽子 女子組手5部 55才～ 勝　2-1 負　0-5 3　位

29 笠原　園子 女子組手5部 55才～ 負　反則

30 川手　香織 女子組手4部 50才～54才 勝　6-0 負　2-3

31 斉藤　師保 女子組手4部 50才～54才  シード 勝　    ? 負　    ? 3　位

32 石原　澄子 女子組手4部 50才～54才 負　    ?

33 雑賀　弘美 女子組手3部 45才～49才 負　0-3

34 川野　こずえ 女子組手3部 45才～49才  シード 負　0-6

35 川路　飛鳥 女子組手2部 40才～44才 勝　6-0 負　1-4

36 奥津　美和子 女子組手2部 40才～44才 勝　0-0 負　2-3

37 永野　由香 女子組手2部 40才～44才 勝　6-0 勝　2-1 勝　6-0 勝　7-1 優　勝

38 小池　陽子 女子組手1部 35才～39才  シード 勝　0-0 負　1-2 準優勝

39 奥野　麻衣美 女子組手1部 35才～39才  シード 負　0-6 3　位

40 川手　香織 女子形2部 45才～54才 負　0-5

41 雑賀　弘美 女子形2部 45才～54才 負　2-3

42 井上　良江 女子形2部 45才～54才 勝　5-0 勝　4-1 負　1-4 3　位

43 奥津　美和子 女子形1部 35才～44才 勝　4-1 負　1-4

44 名倉　佐理 女子形1部 35才～44才 勝　5-0 負　1-4

勝　3-0 勝　3-1 勝　3-2 優　勝

本当の若さは充実した気力と体力!　生涯武道としての空手を求めよう!

2017　第7回ﾏｽﾀｰｽﾞ関東大会　成績表 (千葉県)

団体戦(千葉ﾁｰﾑ)　方波見・小池・加瀬・永野・小山

日程：7月16日(日)　会場:東京都日野市


