
第6回全国大会・第4回神奈川大会　結果 2008年11月9日（日）
横浜文化体育館

《神奈川県大会》

年中の部 石澤　大輝 (極真佐野) 細矢　秀太 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 坪井　碧月 (MAC茨城) 望月　美咲 (MAC本部)

村上　大樹 (真正會) 東﨑　一眞 (真士会) 小林　陽人 (極真大平) 松沢　健太 (紅衛会)

濱村　修斗 (星和会館) 藤森　未琴 (極真高砂) 小高　貴弘 (極真大平) 新井　帝翔 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ)

小学１年初級 五十嵐　準 (士衛塾) 滝沢　陸弥 (士衛塾) 水白　侃秀 (紅衛会) 佐藤　優人 (士衛塾)

福田　晴吾 (士衛塾) 髙橋　直人 (士衛塾) 高橋　直希 (紅衛会) 菊地　諄弥 (極真千葉)

鈴木　里菜 (MAC本部) 永嶋　克也 (極真千葉) 中根　美沙 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 三寺　海都 (MAC宮前平)

小学２年初級 森井　広大 (真士会) 柳澤　侑哉 (渡邊道場) 大島　翔汰 (極真千葉) 本道　玲央 (真士会)

宇佐見　大樹 (MAC本部) 和田　暉元 (MAC本部) 中薗　綾乃 (極真千葉) 真壁　旺斗 (MAC本部)

清水　空 (北晋寺西) 中木　秀信 (紅衛会) 丸山　周真 (士衛塾) 坂本　健生 (北晋寺西)

金田　零央 (士衛塾) 三寺　将太 (MAC宮前平) 岩本　凌也 (誠心会) 鎌田　槙 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ)

鶴見　佳緯 (MAC茨城) 須永　隆太 (極真足利) 本多　善光 (MAC江戸川) 佐藤　豪海 (西山道場)

小学３年初級 小松崎　遥人 (波立塾) 柴山　叶 (士衛塾) 海藤　拓馬 (極真千葉) 勝山　凱斗 (礼心会)

小学３年中級 五十嵐　拓星 (士衛塾) 近藤　瑠美 (極真港南台) 勝又　崚 (西山道場) 矢澤　要平 (紅衛会)

阿部　祥大 (士衛塾) 熊谷　伊織 (士衛塾) 安武　佑悟 (極真座間) 中木　将成 (紅衛会)

増田　源太郎 (極真港北) 関口　勝大 (MAC本部) 水津　空良 (MAC江戸川) 塚本　成夢 (星和会館)

小学４年初級 鹿沼　崇虎 (極真真岡) 細野　将司 (MAC宮前平)

佐藤　天 (松栄塾) 福田　葉子 (FSA拳真館) 髙橋　成蓮 (極真千葉) 並木　彩加 (MAC茨城)

角田　宇蘭 (誠心会) 福田　楽渡 (MAC本部) 森島　汰門 (真士会) 片山　史華 (極真港北)

後藤　優太 (MAC本部) 大房　宇斗 (MAC本部) 小島　大我 (士衛塾) 有川　尚斗 (西山道場)

藤森　凌太 (極真高砂) 糟谷　海人 (昭武館) 山本　鈴音 (秋山道場) 渡辺　恭平 (MAC茨城)

小学５年初級 両角　哲 (FSA拳真館) 上杉　享也 (極真港北)

中島　茉奈 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 福徳　萌花 (紅衛会) 大木　紗理奈 (FSA拳真館) 沼田　優司 (士衛塾)

落合　俊貴 (極真野庭) 千田　黎一 (極真港南台) 榎本　響 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ) 竹内　麿鈴 (正伝流中村道場)

西村　成矢 (西山道場) 太田　創 (極真座間) 三浦　真希 (士衛塾) 森田　勇作 (西山道場)

椿　篤哉 (極真港北) 岸浪　静流 (紅衛会) 砂川　貴蘭 (勇志会) 猪股　嵩海 (士衛塾)

小学６年軽量級 水野　寧々 (渡邊道場) 大石　航輝 (西山道場) 水津　陸斗 (MAC江戸川) 外谷　隆人 (栄光会館)

小学６年中量級 竹澤　勇真 (MAC江戸川) 村山　知宏 (西山道場)

小学６年重量級 大山　紘之介 (士衛塾) 中島　颯樹 (ｶﾗﾃｽｸｰﾙ)

中学男子45kg未満 小浦　翼 (翔拳塾小浦道場) 髙木　貴一 (極真高砂) 多田　元気 (極真高砂) 猿子　和貴 (士衛塾)

中学男子55kg未満 竹内　皇貴 (正伝流中村道場) 実川　駿 (極真千葉)

中学男子65kg未満 大石　昌輝 (星和会館) 曲師　克哉 (極真武蔵小山)

中学男子65kg以上 水野　暁記 (渡邊道場) 大山　竜之介 (士衛塾)

女子中級軽量級 中井　由美子 (極真港南台)

女子中級体重無差別 尾前　さくら (極真千葉)

男子初級軽量級 伊藤　直哉 (極真座間) 永滝　洋一 (極真武蔵小山)

男子初級体重無差別 杉山　圭史 (極真浜井) 髙橋　康太 (極真手塚)

男子中級軽量級 滝田　和弘 (極真新小岩) 糟谷　誠 (昭武館)

男子中級体重無差別 多田　渉 (極真高砂) 細見　祐介 (坂井道場)

《全国大会》

女子軽量級 秋山　優女 (秋山道場) 伊藤　里紗 (士衛塾) 菊川　恵里 (西山道場)

女子体重無差別 片岡　由生 (丈夫塾) 佐藤　舞 (紀州俊徳会) 上野　萌子 (西山道場)

シニア軽量級 平岡　成生 (昭武館) 浦田　昌美 (茅空会) 栗原　孝 (極真大平)

シニア体重無差別 前澤　一吉 (心想流空手) 吉澤　広臣 (昭武館) 青木　宏隆 (坂井道場)

男子軽量級 内田　友和 (昭武館) 高名　一成 (星和会館) 杉原　栄二郎 (丈夫塾)

男子中量級 山本　高弘 (極真田町) 二之宮　大樹 (西山道場) 吉川　耕一 (昭武館)

男子体重無差別 中島　清貴 (極真田町) 藤沢　賢一 (極真田町) 宮島　健太 (講士館)

神奈川新聞社賞 斎藤　哲男 (極真手塚)

敢闘賞 敢闘賞

敢闘賞

優勝 準優勝 3位 3位

敢闘賞

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

優勝 準優勝 3位

敢闘賞

小学１年中上級 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

年長の部 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小学２年中上級

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

敢闘賞 敢闘賞

敢闘賞小学３年上級

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞小学４年中級

小学４年上級

小学５年中級 敢闘賞 敢闘賞

敢闘賞 敢闘賞

小学５年上級 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞


