
第9回神奈川県空手道選手権大会　結果 2013年10月14日（日）
横浜文化体育館

階級名 表彰数
年中 4 佐々木　凰介 (極真神奈川港北) 藤井　蒼羽 (武心塾カラテ) 斉藤　晴 (芦原会館千葉大宮) 松原　瑠香 (芦原会館千葉大宮)
年長初中級 4 岩崎　純菜 (極真栃木大平) 木村　壮志 (渡邊道場) 佐藤　煌晟 (極真東京川端) 佐藤　慶心 (極真東京佐藤)
年長上級 2 落合　宏太 (極真神奈川港北) 笹川　大 (KWF極真千葉)

齋藤　桜舞 (同志会) 吹野　晏士 (KWF極真千葉) 山村　優奈 (極真東京佐藤) 鈴木　竜哉 (正真会)

菅波　夏綺 (波立塾) 清水　翔太 (如心館) 望月　直 (極真神奈川港北) 本多　倭己 (極真神奈川座間)
小1中級 2 大髙　結人 (極真埼玉木村) 古庄　佑希 (武心塾カラテ)
小1上級 2 小林　翔真 (正拳会) 大場　孔揮 (勇進会)

渡部　陽太 (極真神奈川野庭) 西元　航陽 (極真東京佐藤) 丹羽　晴久 (正伝流中村道場) 茅原　昂生 (MAC本部)

田村　岳 (MAC本部) 坊田　那月 (MAC宮前平) 清水　皓大 (極真東京佐藤) 島垣　陸 (西山道場)
黒須　大智 (極真栃木) 高橋　愛実 (極真栃木大平) 金城　聖昌 (光誠会) 渡部　春乃 (極真栃木大平)

増田　将彦 (極真神奈川港北) 門馬　澄斗 (義和流拳法) 山田　茂之介 (極真城東新小岩) 佐久間　大翔 (極真埼玉木村)
小2上級 2 内田　怜児 (極真埼玉木村) 由井　嶺海 (北晋寺西道場)

藤森　俊輔 (光誠会) 菅波　悠斗 (波立塾) 山﨑　大志 (極真栃木真岡) 塚野　陽斗 (波立塾)

菊池　咲弥 (極真神奈川港北) 村上　悠介 (渡邊道場) 鈴木　優羅 (極真栃木大平) 髙地　希心 (KWF極真千葉)
小3中級 2 大島　豪日 (極真栃木真岡) 森　亮斗 (MAC仲町台)
小3上級 4 大山　隆之介 (カラテスクール) 足立　大和 (KWF極真千葉) 藤野　零大 (士衛塾) 松原　樹 (芦原会館千葉大宮)
小4初級 4 清水　銘子 (極真東京佐藤) 西元　翔陽 (極真東京佐藤) 田中　竜 (波立塾) 片柳　創 (極真栃木)
小4中級 4 中村　哲士 (KWF極真千葉) 齋藤　奏太朗 (KWF極真千葉) 齋藤　海斗 (極真埼玉木村) 田中　蔵之介 (極真埼玉木村)
小4女子上級34㎏以上 1 安徳　花織里 (正伝流中村道場)
小4男子上級34㎏未満 4 井手　勇希 (韓道場) 五味田　力斗 (極真栃木大平) 石澤　大輝 (極真栃木足利) 井手　翔太 (韓道場)
小4男子上級34㎏以上 2 星野　力也 (土方道場) 田中　勇利 (KWF極真千葉)
小5初中級38㎏未満 4 平田　里玖斗 (極真神奈川港北) 吉岡　和奈子 (義和流拳法) 深田　竜生 (極真埼玉木村) 小泉　凜 (極真神奈川野庭)
小5初中級38㎏以上 2 野中　優翔 (宮本道場) 髙埜　雄太 (宮本道場)
小5女子上級38㎏未満 1 野口　夢莉 (極真東京佐藤)
小5女子上級38㎏以上 1 小林　英里香 (極真宮城)
小5男子上級38㎏未満 2 榊原　朋毅 (義和流拳法) 増野　宏希 (極真館)
小5男子上級38㎏以上 2 高橋　良朋 (極真栃木大平) 原田　つばさ (粋心會)
小6初中級43㎏未満 4 中山　圭 (MAC本部) 和田　武流 (MAC宮前平) 鈴木　怜哉 (正真会) 鈴木　柚二 (如心館)
小6初中級43㎏以上 2 野﨑　寛翔 (極真埼玉木村) 岩崎　実莉 (極真栃木大平)
小6女子上級43㎏未満 2 宮井　梨緒 (極真城東新小岩) 浜田　友里子 (西山道場)
小6女子上級43㎏以上 1 粂川　美空 (極真栃木大平)
小6男子上級43㎏未満 4 原　鉄馬 (極真神奈川座間) 土屋　義人 (MAC本部) 青木　凌翔 (極真栃木大田原) 張間　真幸 (KWF極真千葉)
小6男子上級43㎏以上 2 足立　大地 (KWF極真千葉) 菊地　諄弥 (KWF極真千葉)
中1女子47㎏未満 1 中薗　綾乃 (KWF極真千葉)
中1男子50㎏未満 2 桑原　壮平 (極真東京佐藤) 礒ヶ谷　祐弥 (勇進会)
中1男子50㎏以上 1 栁澤　侑哉 (渡邊道場)
中2･3女子52㎏未満 1 礒ヶ谷　美温 (勇進会)
中2･3男子55㎏未満 2 山畑　龍人 (拳友会) 秋葉　晃希 (KWF極真千葉)
中2･3男子55㎏以上 2 福田　勝紀 (極真栃木真岡) 増田　源太郎 (極真神奈川港北)
一般女子初級50kg以上 1 羽藤　綾音 (極真神奈川加藤)
一般女子上級50kg未満 1 浅古　麗美(高1) (極真埼玉木村)
高1男子60kg未満 1 伊代野　直希 (西山道場)
高1男子60kg以上 1 清水　政宗 (北晋寺西道場)
高2・3男子65kg未満 1 古木　誠也(高2) (空真会)
壮年男子初級70㎏未満 2 佐藤　寿夫 (極真神奈川加藤) 古川　直樹 (KWF極真千葉)
壮年男子中級70㎏未満 1 奥山　義雄 (拳摯会)
壮年男子中級70㎏以上 2 春山　康治 (カラテスクール) 岡本　浩二 (極真東京川端)

壮年男子上級70㎏未満 1 神藏　康正 (渡邊道場)

壮年男子上級70㎏以上 2 手塚　進一 (極真神奈川加藤) 斎藤　宣彦 (西山道場)

一般男子初級70kg未満 2 スレスタ サントス クマル (極真東京佐藤) 林　洋之 (極真東京佐藤)

一般男子中級70kg未満 2 菅沼　翔 (勇進会) 花山　頼生 (天翔塾)

一般男子上級70kg未満 2 杉崎　駿 (カラテスクール) 眞澄　将 (宮本道場)

一般男子上級70kg以上 1 西山　鋼 (西山道場)
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