
第 回 本拳法群馬県選手権大会結果第３２回日本拳法群馬県選手権大会結果第３２回日本拳法群馬県選手権大会結果

平成27年11月1日（日） 桐生市青年の家 武道場平成27年11月1日（日） 桐生市青年の家　武道場

防具試合 試 合防具試合 形 試 合防具試合 形　試　合

■小学生1・2年生女子の部 ■小学生1・2年生の部■小学生1・2年生女子の部 ■小学生1・2年生の部
優勝 関 紗薫 ( 級) ［前橋］ 優勝 原島 渉 ( 級) 館林優勝 関口　紗薫 (15級) ［前橋］ 優勝 原島　渉 (10級) 館林優勝 関口　紗薫 (15級) ［前橋］ 優勝 原島　渉 (10級) 館林
準優勝 綾部 翠紀 (無級) 桐生 準優勝 山田 裕次郎 (10級) 桐生準優勝 綾部　翠紀 (無級) 桐生 準優勝 山田　裕次郎 (10級) 桐生
第三位 高木 美羽 （無級） 桐生 第三位 小池 隼平 ( 級) 笠懸第三位 高木　美羽 （無級） 桐生 第三位 小池　隼平 (９級) 笠懸第三位 高木　美羽 （無級） 桐生 第三位 小池　隼平 (９級) 笠懸
敢闘賞 高木 萌 (10級) 桐生 敢闘賞 関口 紗薫 (15級) 前橋敢闘賞 高木　萌 (10級) 桐生 敢闘賞 関口　紗薫 (15級) 前橋

■小学生1・2年生男子の部 ■小学生3・4年生の部■小学生1・2年生男子の部 ■小学生3・4年生の部
優勝 小池 隼平 (９級) 笠懸 優勝 木原 愛実 (13級) 前橋優勝 小池　隼平 (９級) 笠懸 優勝 木原　愛実 (13級) 前橋優勝 小池　隼平 (９級) 笠懸 優勝 木原　愛実 (13級) 前橋
準優勝 原島 渉 (10級) 館林 準優勝 高木 南 (７級) 桐生準優勝 原島　渉 (10級) 館林 準優勝 高木　南 (７級) 桐生
第三位 山田 裕次郎 (10級) 桐生 第三位 関口 心美 (11級) 前橋第三位 山田　裕次郎 (10級) 桐生 第三位 関口　心美 (11級) 前橋第三位 山田　裕次郎 (10級) 桐生 第三位 関口　心美 (11級) 前橋

■小学生3 4年生女子の部 ■小学生5 6年生の部■小学生3・4年生女子の部 ■小学生5・6年生の部■小学生3 4年生女子の部 ■小学生5 6年生の部
優勝 関口 心美 (11級) 前橋 優勝 原島 淳 (５級) 館林優勝 関口　心美 (11級) 前橋 優勝 原島　淳 (５級) 館林
準優勝 木原 愛実 (13級) 前橋 準優勝 湯浅 開翔 (８級) 前橋準優勝 木原　愛実 (13級) 前橋 準優勝 湯浅　開翔 (８級) 前橋準優勝 木原　愛実 ( 級) 前橋 準優勝 湯浅　開翔 ( 級) 前橋
第三位 高木 南 (７級) 桐生 第三位 石川 琢也 (７級) 笠懸第三位 高木　南 (７級) 桐生 第三位 石川　琢也 (７級) 笠懸

敢闘賞 高木 翔大 (６級) 桐生敢闘賞 高木　翔大 (６級) 桐生敢闘賞 高木 翔大 ( 級) 桐
■小学生3・4年生男子の部■小学生3・4年生男子の部
優勝 遠藤 桜 (10級) 館林 ■中学生の部優勝 遠藤　桜 (10級) 館林 ■中学生の部優勝 遠藤 桜 ( 級) 館林 中学 の部

優勝 小池 流駆 (３級) 笠懸優勝 小池　流駆 (３級) 笠懸
■小学生5 6年生男子の部 準優勝 山崎 颯大 (４級) 館林■小学生5・6年生男子の部 準優勝 山崎　颯大 (４級) 館林小学 年 男子 部 準優勝 山崎 颯大 級
優勝 原島 淳 (５級) 館林 第三位 石川 礼菜 (６級) 笠懸優勝 原島　淳 (５級) 館林 第三位 石川　礼菜 (６級) 笠懸
準優勝 関口 望維 (10級) 前橋準優勝 関口　望維 (10級) 前橋

般
準優勝 関 維
第三位 湯浅 開翔 (８級) 前橋 ■一般の部（高校生含む）第三位 湯浅　開翔 (８級) 前橋 ■ 般の部（高校生含む）
敢闘賞 石川 琢也 (７級) 笠懸 優勝 阿藏 麻予 (初段) 笠懸敢闘賞 石川　琢也 (７級) 笠懸 優勝 阿藏　麻予 (初段) 笠懸

準優勝 崎
賞

準優勝 山崎 貢司 (三段) 館林準優勝 山崎　貢司 (三段) 館林
■中学生男子の部 第三位 豊福 泰広 (四段) 館林■中学生男子の部 第三位 豊福　泰広 (四段) 館林
優勝 山崎 颯大 級 敢闘賞 篠木 真史 初優勝 山崎 颯大 (４級) 館林 敢闘賞 篠木 真史 (初段) 館林優勝 山崎　颯大 (４級) 館林 敢闘賞 篠木　真史 (初段) 館林
準優勝 小池 流駆 (３級) 笠懸 敢闘賞 高木 雄平 (初段) 桐生準優勝 小池　流駆 (３級) 笠懸 敢闘賞 高木　雄平 (初段) 桐生

■高校生男子の部■高校生男子の部
優勝 金子 慎吾 (初段) 笠懸優勝 金子 慎吾 (初段) 笠懸優勝 金子　慎吾 (初段) 笠懸
準優勝 大谷 泰生 (１級) 館林準優勝 大谷　泰生 (１級) 館林
第三位 茂木 雄亮 ( 級) 桐生第三位 茂木　雄亮 (１級) 桐生第三位 茂木　雄亮 (１級) 桐生
敢闘賞 松島 快斗 (４級) 桐生敢闘賞 松島　快斗 (４級) 桐生

■一般男子級の部■一般男子級の部
優勝 金子 領助 ( 級) 館林優勝 金子　領助 (２級) 館林優勝 金子　領助 (２級) 館林
準優勝 遠藤 武士 (５級) 館林準優勝 遠藤　武士 (５級) 館林
第三位 小池 正尚 (２級) 笠懸第三位 小池　正尚 (２級) 笠懸第三位 小池　正尚 (２級) 笠懸
敢闘賞 駒田和也 (２級) 笠懸敢闘賞 駒田和也 (２級) 笠懸

■一般男子段の部■一般男子段の部
優勝 豊福 泰広 （四段） 館林優勝 豊福　泰広 （四段） 館林優勝 豊福　泰広 （四段） 館林
準優勝 大塚 芳治 （初段） 館林

報告者 日本拳法群馬県連盟
準優勝 大塚　芳治 （初段） 館林
第三位 山崎 貢司 （三段） 館林 報告者 日本拳法群馬県連盟

事務 片 芳彦
第三位 山崎　貢司 （三段） 館林 報告者 日本拳法群馬県連盟

事務局長 片山芳彦
第三位 山崎　貢司 （ 段） 館林
敢闘賞 関口 竜 (三段) 桐生

報告者 日本拳法群馬県連盟

事務局長 片山芳彦敢闘賞 関口　竜 (三段) 桐生
敢闘賞 篠木 真史 (初段) 館林

報告者 日本拳法群馬県連盟

事務局長 片山芳彦

携帯 ０９０－２４６７－１５２３敢闘賞 篠木　真史 (初段) 館林

事務局長 片山芳彦

携帯 ０９０－２４６７－１５２３敢闘賞 篠木　真史 (初段) 館林 携帯 ０９０－２４６７－１５２３携帯 ０９０－２４６７－１５２３


