
第13回神奈川県空手道選手権大会　結果   2017年10月22日（日）横浜文化体育館

階級名
年中 田代　夏葵 極真城南旗の台

年長初中級 橋本　大和 極真安斎福島 五月女　和心 極真埼玉木村 佐藤　秋哉 極真下町金町 鎌田　樹成 武将會直心塾

年長女子選抜 井上　優莉愛 極真千葉小嶋

年長男子選抜 波木井　春陽 白蓮湘南鎌倉 岡本　東真 誠真会館秋津

小1初中級 戸田　水蓮 光誠会 本杉　進太郎 武心塾 奥野　翔太 桜琳塾 高橋　虎太郎 如心館

小1女子選抜 小島　明桜 北峰会

小1男子選抜 春山　大空 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 冨山　莉王 吉田塾

小2初級 金井　秀磨 極真城南武蔵小山 杉渕　敬人 極真東京佐藤 渡邉　龍之介 MAC湘南 赤川　凛佳 極真神奈川秦野

小2中級 本田　夏 吉田塾 露木　知義 MAC宮前平 矢野　輝心 拳悠会 渡邉　桜十郎 極真埼玉木村

小2女子選抜 内藤　茉凛 正伝流中村道場

小2男子選抜 松原　晟太郎 如心館 木下　瑛介 優志館 赤羽根　慧俊 武将會直心塾 佐久間　陸翔 極真埼玉木村

小3初級 石井　成来 極真神奈川港北 熊谷　彰人 一狼塾

小3中級 栗原　歩希 KWF極真千葉 出口　幹太 MAC本部 戸田　龍水 光誠会 髙野　悠杏 MAC宮前平

小3女子選抜30未満 岡村　澪乃 MAC湘南

小3女子選抜30以上 片栁　美咲 極真栃木大平

小3男子選抜30未満 岡村　奏洋 一狼塾 山下　琥太郎 吉田塾 和工田　凌駕 極真下町金町 武井　大将 武将會直心塾

小3男子選抜30以上 本杉　一颯 立志会 丹山　映汰 極真拳武會菅野

小4初級 増井　舷太 極真神奈川秦野 長濵　直 一狼塾 塩澤　理貴 MAC横浜中山 赤川　礼 極真神奈川秦野

小4中級 鐘ヶ江　慶次 極真城西笹塚 梅ヶ谷　颯太 極真神奈川港北 栗原　優虎 KWF極真千葉 阿部　眞大 KWF極真千葉

小4女子選抜34未満 武井　桃子 武将會直心塾 佐野　瑞祇 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

小4男子選抜34未満 酒井　暖 立志会 小林　遼雅 桜琳塾 平中　悠之介 MAC横浜中山 廣田　聖太 MAC横浜中山

小4男子選抜34以上 谷口　一哉 義和流拳法

小5初中級38未満 根上　尚大 MAC本部 清水　翔太 如心館 千葉　恵太郎 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 篠原　琉斗 極真神奈川港北

小5初中級38以上 中野　徹心 相模原鈴木道場 野﨑　丈虎 MAC本部

小5女子選抜38未満 由井　園海 北晋寺西道場

小5男子選抜38未満 鵜沢　麻彦 勇進会 長井　琥冴 誠真会館秋津

小5男子選抜38以上 鈴木　銀二 桜琳塾 市原　綾佑 極真東京佐藤

小6初中級43未満 戸田　龍将 光誠会 蒲原　徠叶 KWF極真千葉 浅生　悠汰 KWF極真千葉 長島　琢都 光誠会

小6初中級43以上 近藤　佑哉 武心塾 齊藤　昴 如心館

小6女子選抜43未満 伊藤　奈穂 相模原鈴木道場

小6女子選抜43以上 岩間　未来 極真神奈川野庭

小6男子選抜43未満 由井　嶺海 北晋寺西道場 澤井　蔵太 光誠会 細矢　涼太 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 今関　龍太 吉田塾

小6男子選抜43以上 須鎗　海羅 極真拳武會岩田 庄司　雄義 松島空手道場

中1女子47未満 吉田　優輝 吉田塾

中2･3女子52未満 一瀨　眞尋 吉田塾

中2･3女子52以上 本田　志帆 吉田塾

中1男子50未満 片栁　流星 極真栃木大平 江口　勇太 勇進会

中1男子50以上 坂本　竜徳 一狼塾

中2･3男子55未満 馬本　真吾 北晋寺西道場 会田　翔空 極真埼玉木村

中2･3男子55以上 山口　叶和 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ 矢野　明心 拳悠会

高1男子60未満 由井　嶽海 北晋寺西道場

高2・3男子65未満 山内　渉（対象外） 波立塾

高2･3男子65以上 森田　晟陽 SKC武心館

一般女子初級50未満 遠藤　望歌 MAC横浜中山

一般女子上級50以上 廣瀬　美咲 顕正会館 Katherine Muñoz 極真チリ

壮年男子初級70未満 小島　隼人 天翔塾

壮年男子中級63未満 伊柳　博充 SKC武心館

壮年男子中級70未満 小川　憲久 武心塾

壮年男子中級70以上 村竹　英至 極真城西方南 中野　貴夫 極真神奈川秦野

壮年男子上級63未満 小川　優也 武心塾カラテ 三宅　智浩 極真関西総本部

壮年男子上級70未満 田辺　正人 非公開 原口　剛 ｶﾗﾃｽｸｰﾙ

壮年男子上級78未満 後藤　直久 MAC本部 田丸　秀明 MAC本部

壮年男子上級78以上 髙橋　英夫 極真下町金町 池田　浩行 極真城南武蔵小山

一般男子初級70未満 栗林　真信 中央大学拳友会 坂本　洋平 極真神奈川港北

一般男子中級70以上 向井　健海 極真城南武蔵小山 菅野　智之 極真神奈川港北

階級名
年長女子選抜 堀内　楓 極真神奈川港北

小1女子選抜 矢嶋　彩乃 白蓮湘南鎌倉

小2女子選抜 大髙　流歌 極真埼玉木村

小3女子選抜30未満 堀　柚希 士衛塾総本部

小3女子選抜30以上 小早川　凜 士衛塾総本部

小4男子選抜34以上 鈴木　颯太 白蓮湘南鎌倉

小5女子選抜38未満 松尾　茄南 正伝流中村道場

小6女子選抜43未満 中野　朋恵 桜琳塾

小6女子選抜43以上 片岡　楓月 武心塾カラテ

中1女子47未満 松尾　侑音 正伝流中村道場

中2･3女子52未満 椎野　七美 武心塾カラテ

中2･3女子52以上 上野　耀子 極真栃木真岡

中1男子50以上 武田　力 光誠会

高1男子60未満 松下　悠登 極真城東新小岩

高2・3男子65未満 髙木　龍哉 SKC武心館 第10回全日本大会代表権獲得

＊高3男子は全日本選抜対象外です

選　抜

優　勝 準　優　勝 3　位 3　位

下記選手は入賞していないが、第10回全日本出場権獲得者（選抜）


