
第11回　神奈川県空手道親善大会　　日時：令和２年1月5日（日）　　場所：シンコースポーツ寒川アリーナ

一位 支部 二位 支部 三位 支部 敢闘賞 支部 敢闘賞 支部 敢闘賞 支部 敢闘賞 支部 敢闘賞 支部

幼年男女 塩田　千尋 （秦野渋沢） 熊沢　希瑞 （神空会） 福田　幸哉 （川崎） 横矢　ティファニー（横浜西） 沓掛　碧凜 （神空会） 伊原　怜志 （平塚北） 武　孝太郎 （横浜） 堀　和恵 （横浜西）

小学一年男子 伊藤　龍也 （戸塚） 岩﨑　結人 （平塚北） 加藤　雅翔 （平塚北） 佐藤　辰澤 （戸塚） 渡辺　奏 （戸塚） 冨樫　壮貴 （戸塚） 中村　奏志 （戸塚） 田中　瑛翔 （戸塚）

小学二年男子 中村　悠星 （神空会） 藤田　隼颯 （戸塚） 今井　一真 （戸塚） 阪口　壮真 （平塚北） 齋藤　泰志 （横浜中央） 白石　奏智 （戸塚） 氏田　優羽 （横浜中央） 伊原　颯吾 （平塚北）

小学三年男子 川邉　銀士 （横須賀北） 福田　隆義 （横須賀北） 四家　俊太朗 （秦野渋沢） 杉山　蒼唯 （横須賀北） 梅田　倖多 （神空会） 須永　結斗 （横浜） 四家　稟太朗 （秦野渋沢） 中村　優仁 （横須賀北）

小学四年男子 片倉　悠稀 （相模原） 前田　春介 （相模原） 重徳　虎徹 （神空会） 吉川　拓真 （戸塚） 井上　慶成 （伊勢原） 権田　一颯 （相模原） 大島　輝人 （川崎） 吉岡　巧真 （中原）

小学五年男子 渡辺　倫央 （戸塚） 大庭　樹 （相州二宮） 田原　雄飛　 （戸塚） 富松　颯太郎 （戸塚） 石川　悠也 （平塚北） 西村　瑛汰 （長津田） 佐々木　魁人 （都筑） 村上　源元　 （伊勢原）

小学六年男子 湯浅　直大 （横須賀北） ルカス　スニガ （西湘） 切通　海斗 （伊勢原） 畠平　知希 （中原） 小谷野　陽人 （秦野西）

中学生男子 宮地　凌太 （横須賀北） 小谷野　悠人 （秦野西）

高校生・一般男子(四級以下) 冨樫　剛史 （戸塚） 石井　成道 （西湘） 四家　康弘 （秦野渋沢） 李　書皓 （中原）

高校生・一般男子(三級以上) 佐藤　雅浩 （伊勢原） 阿部　将宏 （都筑） 葛貫　陽介 （伊勢原） 赤嶺　有京 （都筑）

小学一二年女子 笠原　彩乃 （神空会） 熊沢　優希那 （神空会） 鴨頭　結菜 （中原） 宮地　奏音 （横須賀北） 平野　ひかり （長津田） 杉山　珠理 （平塚北） 韮澤　はな （小田原） 梅澤　百花 （小田原）

小学三四年女子 佐巴勢　七海 （横須賀北） 鈴木　南帆 （神空会） 今井　梨菜 （戸塚） 野地　郁花 （神空会） 室伏　菜央 （相州二宮） 藤川　羽音 （秦野渋沢） 久保田　葵 （綾瀬） 佐藤　唯妃 （長津田）

小学五六年女子 村上　綾 （平塚北） 内野　心 （中原） 田中　咲 （相州二宮） 中村　百桃 （小田原） 波多野　綾花 （伊勢原） 今吉　梨恵子 （綾瀬） 村田　小珀 （相模原） 中村　珠月 （神空会）

中学生女子 齊藤　玲渚 （横浜） 中村　まい （中原） 吉川　実菜 （戸塚） 中村　碧衣 （横須賀北）

高校生・一般女子(四級以下) 服部　悦子 （平塚北） 濱田　史子 （長津田） 富永　育美 （秦野渋沢） 山﨑　真澄 （戸塚）

高校生・一般女子(三級以上) 藤田　美奈子 （都筑） 佐巴勢　亜希子 （横須賀北） 小林　祐子 （長津田）

親子形一部 伊藤ファミリー （戸塚） 冨樫ファミリー （長津田） 一関ファミリー （相模原） 濱田ファミリー （長津田）

親子形二部 阪口ファミリー （平塚北） 塩田ファミリー （秦野渋沢） 四家ファミリー （秦野渋沢） 山﨑ファミリー （戸塚）

兄弟形一部 藤田姉妹 （戸塚） 齋藤兄弟 （横浜中央） 加藤兄弟 （平塚北） 野田部兄弟 （横浜西）

兄弟形二部 熊沢兄弟 （神空会） 富松兄弟 （横浜） 前田兄弟 （横浜西） 宮地兄弟 （横須賀北）

幼年男女 渡辺　倫士 （戸塚） 阪口　理久 （平塚北） 熊沢　希瑞 （神空会） 福田　幸哉 （川崎） 野原　修也 （小田原） 塩田　千尋 （秦野渋沢） 武　孝太郎 （横浜） 蝉丸　愛莉 （横浜）

小学一年男子 伊藤　龍也 （戸塚） 佐藤　辰澤 （戸塚） 冨樫　壮貴 （戸塚） 藤川　羽月 （秦野渋沢） 永井　湊翔 （戸塚） 藤本　聖渚 （秦野渋沢） 辛島　理徳 （横浜） 渡辺　奏 （戸塚）

小学二年男子 藤田　隼颯 （戸塚） 中村　悠星 （神空会） 今井　一真 （戸塚） 齋藤　泰志 （横浜中央） 塩田　悠樹 （秦野渋沢） 梅原　慧 （横浜） 阪口　壮真 （平塚北） 一関　晄 （相模原）

小学三年男子 川邉　銀士 （横須賀北） 四家　俊太朗 （秦野渋沢） 梅田　倖多 （神空会） 中野　琥太郎 （伊勢原） 福田　隆義 （横須賀北） 藤本　瑚白 （秦野渋沢） 横矢　トアン （横浜西） 川村　亮晴 （横浜西）

小学四年男子 渡辺　響 （戸塚） 齋藤　蓮 （長津田） 藤本　琉碧 （秦野渋沢） 前田　春介 （相模原） 稲葉　勇人 （長津田） 佐伯　飛勇 （伊勢原） バンディー　櫂 （相模原） 里見　朗 （西湘）

小学五年男子 渡辺　倫央 （戸塚） 田原　雄飛　 （戸塚） 佐々木　魁人 （都筑） 富松　颯太郎 （戸塚） 石川　悠也 （平塚北） 堀井　吏琥 （横須賀北） 大庭　樹 （相州二宮） 富永　統太 （秦野渋沢）

小学六年男子 ルカス　スニガ （西湘） 切通　海斗 （伊勢原） 湯浅　直大 （横須賀北） 畠平　知希 （中原） 小谷野　陽人 （秦野西）

中学生男子 宮地　凌太 （横須賀北） 小谷野　悠人 （秦野西）

高校生・一般男子(四級以下) 藤川　俊一 （秦野渋沢） 山内　崇 （相模原） 吉岡　悦史 （中原） 李　書皓 （中原）

高校生・一般男子(三級以上) 阿部　将宏 （都筑） 森原　崇 （長津田） 佐藤　雅浩 （伊勢原） 竹花　智博 （西湘）

小学一二年女子 鴨頭　結菜 （中原） 熊沢　優希那 （神空会） 湯浅　花香 （横須賀北） 平野　ひかり （長津田） 山﨑　千寛 （戸塚） 市原　皐 （相州二宮） 韮澤　はな （小田原） 梅澤　百花 （小田原）

小学三四年女子 佐藤　唯妃 （長津田） 鈴木　南帆 （神空会） 佐巴勢　七海 （横須賀北） 室伏　菜央 （相州二宮） 久保田　葵 （綾瀬） 今井　梨菜 （戸塚） 須永　菜緒 （横浜） 浅川　いずみ （綾瀬）

小学五六年女子 内野　心 （中原） 田中　咲 （相州二宮） 駒場　葵 （横浜） 小川　佳希 （相模原） 加山　ゆりな （相州二宮） 村上　綾 （平塚北） 村田　小珀 （相模原） 中村　百桃 （小田原）

中学生女子 吉川　実菜 （戸塚） 中村　まい （中原） 齊藤　玲渚 （横浜） 中村　碧衣 （横須賀北）

高校生・一般女子(四級以下) 山﨑　真澄 （戸塚） 冨樫　亜里沙 （長津田） バンディー　悠 （相模原） 髙橋　沙貴代 （長津田）

高校生・一般女子(三級以上) 小林　祐子 （長津田） 佐巴勢　亜希子 （横須賀北）
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