
２０１７ 山口県下交流試合 記録表 

 

小学 2･3 年 型の部 平安 Ⅰ 平安 Ⅲ 総得点 

青山穂乃華（ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ・防 府・９級） 22.0 20.0 42.0 ④ 

落合 爽太（ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ・宇 部・10 級） 26.5 19.5 46.0 ① 

河津 圭祐（ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ・小野田・９級) 24.5 18.0 42.5 ③ 

倉重 潤也（ｸﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ・小野田・10 級） 15.0 15.0 30.0 

竹内 一旗（ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ・宇 部・９級） 21.0 19.5 40.5 

池尻 一紀（ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞｷ・宇 部・10 級） 15.0 16.0 31.0 

中村 壮甫（ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ・山 口・無級） 15.5 15.5 31.0 

山本 智久（ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ・宇 部・９級） 21.5 22.5 44.0 ② 

吉田  空(ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ・小野田・10 級） 16.0 15.0 31.0 

 

小学４年 型の部 平安 Ⅱ 平安 Ⅳ 総得点 

伊藤 幸貴（ｲﾄｳ ｺｳｷ・小野田・５級） 24.5 21.5 46.0 ④ 

川元 優豪（ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺﾞｳ・宇 部・８級） 22.0 20.5 42.5 

髙田 琉翔（ﾀｶﾀ ﾘｭｳﾄ・防 府・９級) 24.5 24.5 49.0 ② 

田原 生大（ﾀﾊﾗ ｳﾀ・山 口・６級） 25.5 24.0 49.5 ① 

花田 虎輝（ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ・山 口・10 級） 25.0 21.0 46.0 ③ 

 

小学５・６年 型の部 平安 Ⅱ 平安 Ⅳ 総得点 

落合 美月（ｵﾁｱｲ ﾐﾂﾞｷ・宇 部・９級） 22.5 23.0 45.5 ② 

中村 仁子（ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｺ・山 口・９級） 21.0 21.5 42.5 ④ 

宮部 拓斗（ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ・山 口・８級) 24.5 26.5 51.0 ① 

久冨 浩暉（ﾋｻﾄﾐ ﾋﾛｷ・防 府・無級） 21.5 21.0 42.5 ③ 

 

中学・壮年 型の部 平安 Ⅴ 突きの型 総得点 

石森 文久（ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ・周南下松・２級） 18.0 22.5 40.5 ④ 

中丸 力夢（ﾅｶﾑﾗ ﾘﾑ・周南下松・６級） 26.0 27.5 53.5 ① 

野坂 和典（ﾉｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ・周南下松・６級) 24.0 24.5 48.5 ② 

山田佳寿美（ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾐ・宇 部・１級） 21.5 25.0 46.5 ③ 

 



小学２年 組手の部① 青山穂乃華 竹内一旗 吉田 空 

青山穂乃華（ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ・防 府・９級）  〇合一本 〇4-0 

竹内 一旗（ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ・宇 部・９級） ×合一本  ×1-1,1-4 

吉田  空(ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ・小野田・10 級） ×0-4 〇1-1,4-1  

 

小学２年 組手の部② 中野遥斗 池尻一紀 倉重潤也 

中野 遥斗（ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ・宇 部・10 級）  ×不戦勝 ×不戦勝 

池尻 一紀（ｲｹｼﾞﾘ ｶｽﾞｷ・宇 部・10 級） 〇不戦勝  ×0-5 

倉重 潤也（ｸﾗｼｹﾞ ｼﾞｭﾝﾔ・小野田・10 級） 〇不戦勝 〇5-0  

 

小学 2 年 組手の部 3 位決定戦 

   組手①の２位（  ③吉田  空   ） 

                     

   組手②の２位（  ④池尻 一紀   ） 

小学 2 年 組手の部 決勝戦 

   組手①の１位（  ①青山穂乃華   ） 

                     

   組手②の１位（  ②倉重 潤也   ） 

                        

小学３年 組手の部 落合爽太 河津圭祐 中谷光貴 中村壮甫 

落合 爽太（ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ・宇 部・10 級）  ×0-5 〇技 5-0 〇技 5-0 

河津 圭祐（ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ・小野田・９級) 〇技 5-0  〇5-0 〇技 5-0 

中谷 光貴（ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ・山 口・８級） ×0-5 ×減 0-5  〇技 5-0 

中村 壮甫（ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ・山 口・無級） ×0-5 ×0-5 ×0-5  

① 河津圭祐②落合爽太③中谷幸貴④中村壮甫 

 

小学４年 組手の部① 伊藤幸貴 髙田琉翔 花田虎輝 

伊藤 幸貴（ｲﾄｳ ｺｳｷ・小野田・５級）  〇合一本 〇合一本 

髙田 琉翔（ﾀｶﾀ ﾘｭｳﾄ・防 府・９級) ×  〇技 5-0 

花田 虎輝（ﾊﾅﾀﾞ ﾄｷ・山 口・10 級） × ×0-5  

 

小学４年 組手の部② 川元優豪 田原生大 林 玲央 

川元 優豪（ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺﾞｳ・宇 部・８級）  × 〇技 5-0 

田原 生大（ﾀﾊﾗ ｳﾀ・山 口・６級） 〇合一本  〇技 5-0 

林  玲央（ﾊﾔｼ ﾚｵ・下 関・８級） ×0-5 ×0-5  

吉田 空 

青山穂乃華 



 

小学４年 組手の部 3 位決定戦 

   組手①の２位（  ③髙田 琉翔   ） 

                     

   組手②の２位（  ④川元 優豪   ） 

小学４年 組手の部 決勝戦 

   組手①の１位（  ①伊藤 幸貴   ） 

                     

   組手②の１位（  ②田原 生大   ） 

 

 

小学５，６年 組手の部 池田幸次朗 宮部拓斗 中村仁子 

池田幸次朗（ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ・松 江・８級）  〇合一本 〇5-0 

宮部 拓斗（ﾐﾔﾍﾞ ﾀｸﾄ・山 口・８級) ×  ×0-4 

中村 仁子（ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｺ・山 口・９級） ×0-5 〇4-0  

① 池田幸次朗②中村仁子③宮部拓斗 

 

中学 軽量級 組手の部 徳山 優人 中丸力夢 藤原平羅 

徳山 優人（ﾄｸﾔﾏ ﾕｳﾄ・山 口・６級）  〇技 5-0 〇5-0 

中丸 力夢（ﾅｶﾏﾙ ﾘﾑ・周南下松・６級） ×0-5  ×1-1,0-5 

藤原 平羅（ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾗ・山 口・８級） ×0-5 〇1-1,5-0  

① 徳山優人②藤原平羅③中丸力夢 

中高 重量級 組手の部 伊藤悠基 岩元 仙 上田 泰義 

伊藤 悠起（ｲﾄｳ ﾕｳｷ・小野田・４級）  ×不戦勝 〇1-1,4-0 

岩元  仙（ｲﾜﾓﾄ ﾀｽｸ・浜 田・４級） 〇不戦勝  ×不戦勝 

上田 泰義（ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ・小野田・８級） ×1-1,0-4 〇不戦勝  

① 伊藤悠起②上田泰義 

 

壮年 組手の部 石森文久 今井康裕 尾本 裕 野坂和典 山根好弘 

石森 文久（ｲｼﾓﾘ ﾌﾐﾋｻ・周南下松・２級）  ×不戦勝 ×不戦勝 ×不戦勝 ×不戦勝 

今井 康裕（ｲﾏｲ ﾔｽﾋﾛ・直轄松江・４級） 〇不戦勝  0-2 ×1-3 ×0-3 

尾本  裕（ｵﾓﾄ ﾋﾛｼ・周南下松・５級） 〇不戦勝 2-0  ×0-5 ×0-5 

野坂 和典（ﾉｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ・周南下松・６級） 〇不戦勝 〇3-1 〇5-0  ×0-5 

山根 好弘（ﾔﾏﾈ ﾖｼﾋﾛ・周南下松・初段） 〇不戦勝 〇3-0 〇5-0 〇5-0  

① 山根好弘②野坂和典 

③今井（１勝１分２負【旗 1-8】-7 点）、④尾本（１勝１分２負【旗 2-10】-8 点） 

髙田 琉翔 

伊藤 幸貴 



一般初級 組手の部 岡村直樹 亀井瑠太 高山賢治 永見卓也 林田大樹 

岡村 直樹（ｵｶﾑﾗ ﾅｵｷ・直轄松江・無級）  ×0-5 × ×0-5 ×0-5 

亀井 瑠太（ｶﾒｲ ﾘｭｳﾀ・周南下松・９級） 〇5-0  ×0-4 ×0-4 〇合一本 

高山 賢治（ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ・山 口・４級） 〇合一本 〇4-0  1-0 〇5-0 

永見 卓也（ﾅｶﾞﾐ ﾀｸﾔ・下 関・無級） 〇5-0 〇4-0 0-1  2-1 

林田 大樹（ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛｷ・下 関・６級） 〇5-0 × ×0-5 1-2  

 

① 高山賢治②永見卓也（２勝２分）③亀井瑠太（２勝２負）④林田大樹 

 

団体型の部 指定型 自由型 合計点 

宇部道場Ａチーム 

（佐々木悠斗・川元優豪・落合爽太） 22.2 22.0 ③44.2 

宇部道場 B チーム 

（河岡茉奈・中坪由・落合美月） 21.4 21.3 42.7 

山口道場Ａチーム 

（田原生大・宮部拓斗・花田虎輝） 22.0 21.6 43.6 

山口道場 B チーム 

（徳山優人・藤原平羅・中谷光貴） 20.0 20.4 40.4 

直轄島根松江 

（成相翔宥・青山優衣・大島繁） 23.7 24.5 ①48.2 

周南下松道場 

（石森文久・野坂和典・中丸力夢） 22.1 23.0 ②45.1 

 

 


