
 
 

【大会名】：第 1回世界空道ジュニア選手権大会 

【主	 管】：（社）全日本空道連盟 

【主	 催】：NPO法人	 国際空道連盟	   

【日	 時】：１１月１５日（土）１６日（日）  

【場	 所】：国立代々木第二体育館 

【後	 援】：文部科学省、外務省、東京都  

【協	 賛】：イオンモール株式会社他 

 

 

◇U16男子	 48Kg未満	 	 優勝：齊藤翔平（日本／三沢支部） ※ＭＶＰも獲得！	 

	 

	 

 
 

 



 
 

 



 
 

【大会名】：2014	 第 3回北海道・東北ブロック空道ジュニア選手権大会 

【主	 管】：青森県空道協会 

【主	 催】：三沢市空道協会  

【日	 時】：９月２１日（日）  

【場	 所】：三沢市武道館 

 

◇Ｕ１６男子	 48キロ未満の部	 	 	 	 	 優	 勝：齊藤	 学（三沢支部） 

◇Ｕ１３男子	 45キロ未満の部	 	 	 	 	 準優勝：五十嵐鷹人（三沢支部） 

◇Ｕ１３女子	 42キロ未満の部	 	 	 	 	 優	 勝：吉村愛梨鈴（三沢支部）	  

◇Ｕ１３女子	 42キロ超級の部	 	 	 	 	 優	 勝：高橋真綾（三沢支部）	  

◇Ｕ１３混合	 Ⅱ部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  優	 勝：附田	 樹（三沢支部） 

◇Ｕ９混合	 Ⅱ部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  準優勝：江上礼華（三沢支部） 

◇Ｕ７混合	 	 Ⅱ部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３位：吉村隼之介（三沢支部） 

◇Ｕ７混合	 	 Ⅱ部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４位：相内健太（青森市支部） 

 



 
 

 

 



 
 

【大会名】：第１３回五十嵐道場杯少年少女空道交流試合 

【主	 催】：（社）全日本空道連盟	 大道塾五十嵐道場  

【日	 時】：平成 25年９月７日（月）  

【場	 所】：三沢市総合体育館  

【後	 援】：青森県空道協会、五十嵐道場サポートクラブほか 

 

◇Ｕ１６男子	 無差別	 	 	 優勝	 	 	 齊藤翔平（三沢）	 	 準優勝	 	 齊藤	 学（三沢） 

◇Ｕ１３混合	 ４０ｋ超級	 優勝	 	 	 五十嵐鷹人（三沢）	 準優勝	 	 附田	 樹（三沢） 

◇Ｕ１３混合	 ４０ｋ未満	 優勝	 	 	 吉村愛梨鈴（三沢）	 ※最優秀選手賞（MVP）を獲得 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 準優勝	 	 吉村	 士徒（三沢） 

◇Ｕ１２混合	 交流試合	 	 優勝	 	 	 相内春花（青森市） 

◇Ｕ１２混合	 新人の部	 	 優勝	 	   吉田悠人（三沢）	 	 準優勝	 	 井戸川佳樹（青森市） 

◇Ｕ９混合	 	 無差別	 	 	 優勝	 	 	 江上礼華（三沢）   準優勝	 	 吉村隼之介（三沢） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３位	 	 	 蝦名	 累（三沢） 

◇Ｕ７混合	 	 交流戦	 	 	 優勝	 	 	 吉本陽葵（三沢） 

 

 



 
 

【大会名】：第７回青森県空道選手権大会  

【主	 管】：青森県空道協会  

【主	 催】：三沢市空道協会  

【日	 時】：７月６日（日）  

【場	 所】：三沢市武道館  

【後	 援】：三沢市、おいらせ町各教育委員会、三沢市体育協会、三沢市自治振興公社 

	 	 	 	 	  東奥日報社、デーリー東北新聞社、大道塾総本部ほか 

 

 

◇U11混合Ⅰ部	 30k未満	 	 優勝	 	 吉村	 士徒（三沢） 

◇U11混合Ⅰ部	 30k以上	 	 準優勝	 五十嵐	 匠（青森市） 

 

◇U11女子Ⅰ部	 38k未満	 	 優勝	 	 吉村愛梨鈴（三沢）	 準優勝	 	 佐々木京華（青森市） 

◇U13混合Ⅰ部	 40k以上	 	 優勝	 	 高橋	 真綾（三沢）	 準優勝	 五十嵐鷹人（三沢） 

◇U16混合Ⅰ部	 51k未満	 	 準優勝	 齊藤	 学（三沢）	 3位	 木原大雅（青森市） 

◇U16男子Ⅰ部	 51k以上	 	 優勝	 	 齊藤	 翔平（三沢）	 準優勝	 岩月一馬（青森市） 

◇U8	 混合	 	 	 	 	 	 	 	  吉村隼之介（三沢）	 ※ワンマッチの為、勝利者賞 

◇U9	 混合Ⅱ部	 	 	 	 	 	 	 優勝	 	 江上	 礼華（三沢）	 4位	 小澤	 拓斗（三沢） 

◇U11混合Ⅱ部	  	 	 	 	 	  三浦	 由聖（三沢）	 ※ワンマッチの為、勝利者賞 

◇U13混合Ⅱ部	 	 	 	 	 	 	 優勝	 	 附田	 樹（三沢）／準優勝	 ウォルタース辰己（三沢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

【大会名】：２０１４年	 全東北少年少女空道学年別団体選手権大会（三人制） 

【主	 管】：（社）全日本空道連盟	 大道塾仙台西支部  

【主	 催】：仙台市空道協会  

【日	 時】：平成 25年６月１日（日）  

【場	 所】：仙台市武道館 

 

◇小学５．６年生男女混合	 	 Ⅰ部	 	 準優勝  

江上遼太郎（小６／1級）、附田	 樹（小６／７級）、五十嵐鷹人（小５／初段） 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

【大会名】：「2014北斗旗 第 4回世界空道選手権大会」最終選考試合 

2014全日本空道シニア選抜選手権大会 

【主	 管】：大道塾総本部  

【主	 催】：（社）全日本空道連盟	   

【日	 時】：５月１１日（日）  

【場	 所】：仙台市青葉体育館  

【後	 援】：文部科学省、宮城県、仙台市  

【協	 賛】：イオンモール株式会社 

 

◇一般予選	 -260級	 	  リーグ戦敗退	 奈良朋弥（青森市） 

◇一般予選‐240級	 	 	 初戦敗退	 	  小野竜司（青森市） 

◇シニア中量級	 	 	 	 	 準決勝敗退	  佐々木秀晃（青森市） 

◇シニア重量級	 	 	 	 	 初戦敗退	 	  川上一也（三沢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

【大会名】：２０１４	 第 1回世界空道ジュニア選手権大会最終選考試合 

【主	 管】：大道塾総本部  

【主	 催】：（社）全日本空道連盟	   

【日	 時】：５月１０日（土）  

【場	 所】：仙台市青葉体育館  

【後	 援】：文部科学省、宮城県、仙台市  

【協	 賛】：イオンモール株式会社 

 

◇U16男子	 48Kg未満	 	 優勝：齊藤翔平（三沢） ※日本代表に決定！	 

◇U13女子	 42Kg未満	 	 ２位：吉村愛梨鈴（三沢）  

 

 

 

 

 



 
 

【大会名】：2014北斗旗全日本空道体力別選手権東北地区予選会ならび各交流試合 

【主	 催】：三沢市空道協会 

【日	 時】：３月２２日（土）	   

【場	 所】：三沢市武道館 

 

◇全日本予選	 -260級	 	 優	 勝	 奈良朋弥（青森市） 

◇シニア中量級	 	 	 	 	 優	 勝	 佐々木秀晃（青森市） 

◇シニア重量級	 	 	 	 	 準優勝	 川上一也（三沢） 

 

 

 


