
第14回神奈川県空手道選手権大会　結果  2018年10月14日（日）横浜文化体育館

階級名
年中 角田　ひより 飛馬道場

年長男子初中級 三畑　誠悟 極真神奈川座間

年長男子選抜 冨山　莉玖羽 吉田塾 本田　薫平 吉田塾

小1女子初中級 金子　茉莉香 MAC本部 柳川　志帆 義和流拳法

小1男子初中級 松原　悠粋 極真城南武蔵小山 林田　頼人 桜琳塾 松岡　龍 極真神奈川港北 鈴木　慶吾 SKC武心館

小1女子選抜 大久保　椎珂 野澤道場

小1男子選抜 祖父江　洋斗 清凛館

小2女子初中級 鈴木　芽衣 武心塾カラテ

小2男子初級 山川　力哉登 芦原会館千葉大宮 高橋　虎太郎 如心館 柿木　勇人 極真城南武蔵小山 藤谷　拓己 心温塾

小2男子中級 工藤　颯太 極真神奈川秦野 若原　光 KWF極真千葉

小2女子選抜 内藤　杏理 極真拳武會菅野

小2男子選抜 山本　琉士郎 拳友会中山 古川　翔大 白蓮湘南鎌倉

小3女子初中級 柳田　稀音 一狼塾 松本　さくら MAC川崎宮前平

小3男子初級 平礒　煌士 白蓮湘南鎌倉 茂手木　琉斗 MAC横浜仲町台

小3男子中級 根本　大輝 極真神奈川港北 菊池　杏弥 極真神奈川港北 石橋　悠叶 極真埼玉今井 前田　湊和 極真神奈川港北

小3女子選抜 尾場　心彩 MAC本部

小3男子選抜30未満 山下　颯志郎 吉田塾 矢口　瑛斗 大鹿道場 御代川　昂汰 武心塾カラテ 小泉　そら 飛馬道場

小3男子選抜30以上 大野　愛善 心温塾 齊藤　暖人 勇進会

小4女子初中級 河村　亜希 極真神奈川野庭 髙野　芽衣子 拳友会中山

小4男子初級 永井　丈晴 武心塾カラテ 髙山　蒼悟 拳友会中山

小4男子中級 岩野　歩夢 拳友会中山 小田島　悠翔 拳友会中山 与那嶺　太翔 極真神奈川座間 肥沼　輝紘 武心塾

小4女子選抜34未満 仙波　碧希 極真千葉小嶋

小4男子選抜34未満 和田　凜太郎 極真拳武會南浦和 江川　真祐 義和流拳法 加茂　尚政 極真栃木大田原 髙﨑　駿 心温塾

小4男子選抜34以上 青木　悠隼 極真拳武會城南品川 戸田　龍水 光誠会

小5女子初中級 山内　心愛 北海道今井道場

小5男子初中級38未満 尾上　昂優 武心塾 赤川　礼 極真神奈川秦野 浅沼　悠 MAC横浜仲町台 西場　翔希矢 MAC西袋

小5女子選抜38未満 各務　弘華 極真愛知石川

小5男子選抜38未満 古谷　貫多 SKC武心館 辻　浩優 芦原会館千葉大宮 冨山　未来斗 吉田塾 竹井　蓮人 極真宮崎山下

小5男子選抜38以上 堀本　祐惺 心温塾

小6女子初中級 岸本　乃々子 拳友会中山 山崎　未来 無真会

小6男子初中級43未満 佐々木　義英 武立会館 多田　虎太郎 如心館 市川　瑞人 翔拳塾相模原 津坂　直哉 正伝流中村道場

小6男子初中級43以上 和知　大樹 武心塾 関根　大悟 極真神奈川港北

小6女子選抜43未満 木村　美沙希 拳友会中山

小6女子選抜43以上 中村　來亜 心温塾

小6男子選抜43未満 松原　虎太 如心館 川上　大輝 正伝流中村道場

小6男子選抜43以上 岡村　漣 極真神奈川座間

中1男子初中級50未満 長濵　祐太 一狼塾 伊柳　遥翔 SKC武心館

中1男子初中級50以上 小野　修矢 極真千葉小嶋

中1男子選抜50未満 佐久間　大翔 極真埼玉木村 佐藤　春樹 武立会館

中1男子選抜50以上 永井　彗星 北峰会

中2女子初中級 川田　紗愛 武立会館

中2男子初中級53未満 斉藤　陵馬 極真神奈川座間

中2男子初中級53以上 大坪　勇貴 武心塾

中2男子選抜53未満 大鹿　統毅 大鹿道場

中2男子選抜53以上 足立　大和 芦原会館千葉大宮

中3男子選抜55未満 﨑山　翔 芦原会館千葉大宮

高1男子選抜60以上 伊藤　勇人 極真千葉五常中川

一般女子上級50未満 浅古　妃美香 極真埼玉木村

一般女子上級50以上 伊藤　今日香 極真宮城森

壮年男子初級63未満 青木　弘之 天翔塾

壮年男子初級70未満 澤幡　浩章 天翔塾

壮年男子中級63未満 齋藤　竹次郎 MAC横浜仲町台

壮年男子中級70以上 酒井　充 光誠会

壮年男子上級70未満 平出　圭一 極真神奈川秦野

壮年男子上級78未満 小倉　壮二朗 極真城南旗の台 鳩貝　則夫 古河空手道クラブ

壮年男子上級78以上 髙橋　英夫 極真下町金町

一般男子中級70未満 白石　弥 中央大学拳友会

一般男子中級70以上 向井　健海 極真城南武蔵小山

階級名 階級名
小4女子選抜34以上 大久保　芹衣 野澤道場 年長女子選抜 小岩井　咲音 桜琳塾 年長男子選抜で試合

中1女子選抜47未満 浅沼　華南 MAC横浜仲町台 小1男子選抜 瀧口　陽斗 吉田塾

中1女子選抜47以上 岩間　未来 極真神奈川野庭 小1女子選抜 岡村　遥乃 MAC湘南

中2女子選抜50未満 佐藤　梨奈 武立会館 小2女子選抜 小川　夢華 自然拳法二塚道場

中2女子選抜50以上 脇田　莉湖 礼心会 小3女子選抜 堀本　穂稀 心温塾

中3男子選抜55以上 阿部　和真 SKC武心館 小4女子選抜34未満 上村　莉央 極真埼玉今井

小5女子選抜38未満 舩木　苺衣 極真千葉小嶋

小5男子選抜38以上 梅ヶ谷　颯太 極真神奈川港北

小6女子選抜43未満 齊藤　青空 瑞心道場

小6女子選抜43以上 脇田　海音 礼心会

小6男子選抜43以上 遠藤　大地 KWF極真千葉

中1男子選抜50以上 舩木　啓都 極真千葉小嶋

青印階級2位まで 中2男子選抜53未満 岩口　大煌 清凛館

選　抜選　抜

優　勝 準　優　勝 3　位 3　位

試合不成立、第11回全日本出場権獲得者 入賞外、第11回全日本出場権獲得者

第11回全日本大会代表権獲得


