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優勝 榎木田　保

敢闘賞

形（一般男子） 秦　勝明

形（壮年男女）

優勝 小野　夏海

優勝　 南雲　ルキア

敢闘賞

敢闘賞

海老原　みい奈

準優勝

組手（一般男子有段者）

組手（シニア）

組手（シニア）

組手（一般女子）

組手（一般女子）

形（高校・一般有級者）

形（高校・一般有級者）

形（高校・一般有級者）

形（高校・一般有段者） 優勝

形（高校・一般有段者）

形（高校・一般有段者）

形（一般）

組手（高校・一般女子）

組手（一般女子）

組手（シニア男子）

形（一般男子） 準優勝

形（一般女子） 優勝

形（シニア女子）

形（シニア女子）

優勝

優勝

2016年1月10日（日） 第15回全国武道空手道交流大会（世界武道連盟風林火山）

組手（防具空手の部/小学3年） 優勝  南雲　ルキア 

組手（防具空手の部/小学3年） 第3位 須田　爽人 

組手（防具空手の部/高校・一般男子） 第3位  秦　勝明 

組手（防具空手の部/壮年男子）

形（小学3年） 南雲　ルキア 

第3位 

第3位  榎木田　保 

2016年5月1日（日） 第2回錬武舘流防具付空手道オープン選手権大会 

組手（小学2年生男子）

組手（小学4年生男子）

組手（小学4年生男子） 第3位  須田　爽人 

組手（小学4年生男子） 奥井　基弘 

組手（小学4年生男子） 豊崎　凌生 

組手（小学2年生女子） 準優勝 

組手（小学3・4年生女子） 榎木田　悠 

組手（小学3・4年生女子） 第3位 小野　美波 

第3位 鯨井　功大 

優勝  榎木田　保 

準優勝  新井　進 

優勝  奈良　絢花 

準優勝  豊崎　友紀 

形（小学3年生） 優勝  麻生　龍太郎 

形（小学3年生） 準優勝  榎木田　悠 

形（小学3年生） 第3位  大塚　菜々夏 

形（小学4年生） 準優勝  須田　爽人 

形（小学4年生） 第3位　  奥井　基弘 

準優勝  豊崎　友紀 

第3位  小野　奈緒美 

第3位 小野　洋平 

奈良　絢花 

第3位 新井　進 

第3位 麻生　武郎 

       

2016年5月14日（土） 第14回神奈川県空手道選手権大会（日本防具空手道連盟）

組手（小学4年生男子） 第3位 須田　爽人 

形（小学3・4年生） 第3位  須田　爽人 

準優勝  麻生　武郎 

       

2016年5月29日（日） 第10回全日本格斗打撃選手権大会    

第3位  秦　洋子 

       

2016年6月5日（日） 第62回春季柏市民体育大会空手道競技大会 （柏市空手道連盟）

準優勝  奈良　絢花 

敢闘賞  榎木田　保 

形（小学3・4年生） 第3位  麻生　龍太郎 

麻生　武郎 

奈良　絢花 

優勝  川野　こずえ* 

第3位 豊崎　友紀 

*真錬会として出場  

       

2016年6月19日（日） 平成28年　東日本武道空手道交流大会　BAY CUP大会  

組手（小学1年生男子） 水野　兼伸 

組手（小学2年生男子） 高澤　桜志 
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準優勝

優勝

組手（一般男子）

敢闘賞

形（一般男子） 優勝

形（一般男子）

形（一般男子）

準優勝

組手（一般男子中量級） 準優勝

組手（マスターズ） 準優勝

準優勝

優勝

総合

総合 敢闘賞

敢闘賞

須田　爽人

組手（一般女子）

敢闘賞

形（一般有段者男女）

準優勝

組手（一般男子軽量級）

組手（一般男子中量級） 準優勝

形（高校・一般男子） 優勝

形（マスターズ）

優勝 小野　夏海

秦　丈

優勝 海老原　みい奈

敢闘賞

準優勝

2016年6月19日（日）

組手（小学3年生男子） 関口　来雅 

組手（小学3年生男子） 第3位 麻生　龍太郎 

組手（小学4・5年生男子） 須田　爽人 

優勝  鯨井　功大 

形（小学3年生男子） 麻生　龍太郎 

麻生　武郎 

準優勝  八木　延好 

第3位  鯨井　功大 

       

2016年6月26日（日） SUPER空手道　ジュニアワールドグランプリ  

形（小学3年生女子） 大塚　菜々夏 

       

2016年6月26日（日） 第26回闘技空手道拳誠会館格闘王座決定戦

山脇　研吾 

榎木田　保 

       

2016年7月3日（日） 第13回全国ジュニア空手道選手権大会 （日本防具空手道連盟）

形（小学3年生） 大塚　菜々夏 

形（小学3年生） 第3位 麻生　龍太郎 

形（小学3年生） 第3位 榎木田　悠 

形（小学4年生） 須田　爽人 

敢闘賞  奥井　基弘 

我妻　慶亮 

       

2016年8月21日（日） 第32回全日本硬式空手道選手権大会（全日本硬式空手道連盟）

組手（小学4年生男子） 須田　爽人 

       

2016年9月18日（日） 第30回記念日本硬式空手道国際選手権平塚大会  

組手（小学4年生男子） 第3位 

準優勝  奈良　絢花 

形（小学4年生男女） 須田　爽人 

優勝　  奈良　絢花 

       

2016年9月25日（日） 第33回全日本空手道選手権大会（国際総合空手道連盟）  

組手（小学1～2年生男子） 水野　兼伸 

準優勝  麻生　武郎 

山脇　研吾 

麻生　武郎 

第3位 山脇　研吾 

       

2016年10月22日（土） 第2回八街市防具付ジュニア空手道選手権大会   

組手（小学2年生男子）

組手（小学2年生男子） 第3位

組手（小学3年生男子） 第3位 麻生　龍太郎 

組手（小学2年生女子）

組手（小学2年生女子） 準優勝  濵髙 みこと 

組手（小学2年生女子） 碇谷　美実 

組手（小学3年生女子） 優勝  落合　稀來々 

組手（小学3年生女子） 榎木田　悠 

形（小学2年生男子） 準優勝  高澤　桜志 

形（小学2年生男子） 第3位  大木　奏太 

形（小学2年生男子）  敢闘賞  秦　丈 

形（小学2年生女子）  優勝  濵髙 みこと 

形（小学2年生女子）  準優勝  海老原 みい奈 

形（小学2年生女子）  敢闘賞  碇谷　美実 

形（小学3年生男子） 優勝  麻生　龍太郎 
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総合（小学生の部） 最優秀選手賞 麻生　龍太郎

準優勝 海老原 みい奈

優勝 大塚 菜々夏

準優勝 榎木田 悠

優勝

準優勝

榎木田 悠

準優勝

形（一般男女） 鯨井 功大

道衣のたたみ方団体戦

組手（防具付組手一般有段者）

準優勝

形（一般有段者男女） 準優勝

形（一般有段者男女）

組手（一般有段重量級）

組手（マスターズ１部） 石井 幸一

組手（女子一般）

総合 敢闘賞 榎木田　悠

優勝

準優勝

形（高校・一般男女） 優勝

組手（小学１年生） 準優勝

組手（シニア男子）

形（一般有段者）

形（シニア男子） 準優勝

形（一般女子） 準優勝

形（シニア女子） 優勝

形（団体）

2016年10月22日（土）

形（小学3年生男子）  準優勝  関口　来雅 

形（小学5年生男子） 第3位  我妻　慶亮 

形（小学3・4年生女子） 優勝  大塚　菜々夏 

形（小学3・4年生女子）  第3位  落合　稀來々 

       

2016年11月6日（日） 日本剛柔流空手道研修舘 第17回空手道大会

組手（小学1・2年生女子）

組手（小学1・2年生女子） 第3位 濵髙 みこと 

組手（小学3・4年生女子）

組手（小学3・4年生女子）

組手（小学3・4年生女子） 第3位 落合 稀來々 

形（小学3・4年生） 大塚 菜々夏 

形（小学3・4年生） 落合 稀來々 

形（小学3・4年生） 第3位 

形（小学4・5年生） 我妻 慶亮 

第3位 

 優勝 榎木田 悠
大塚 菜々夏
落合 稀來々
関口 来雅
我妻 慶亮 

       

2016年11月13日（日） 第63回春日部市空手道選手権大会（春日部市空手道連盟）  

第3位 秦　勝明 

形（小学3年生） 準優勝  麻生 龍太郎 

形（小学4年生） 須田 爽人 

麻生 武郎 

第3位 八木 延好 

       

2016年12月3日（土） 第14回全国空手道選手権大会（日本防具空手道連盟）  

組手（小学2年生男子） 準優勝  豊崎 光樹 

優勝  鯨井 功大 

第3位

準優勝  豊崎 友紀 

       

2016年12月11日（日） 第17回全国オープン清心空手道選手権大会  

形（小学3年生） 大塚 菜々夏 

形（小学3年生） 麻生 龍太郎 

山脇 研吾 

       

2016年12月18日（日） 第62回秋季柏市民大会体育大会空手道競技大会（柏市空手道連盟）  

宮下 遼大 

組手（小学4年生） 第3位 須田 爽人 

第3位 榎木田 保 

第3位 麻生 武郎 

山脇 研吾 

豊崎 友紀 

川野 こずえ*

第3位 山脇 研吾
川野 こずえ*
麻生 武郎

    *真錬会として出場
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