
第八回　神奈川県空手道親善大会　平塚

一位 支部 二位 支部 三位 支部 敢闘賞4 支部 敢闘賞5 支部 敢闘賞6 支部

幼年男女 弓長　敢 戸塚 児玉　悠輔 中原 籾山　心音 横浜西 久保田　葵 秦野西 大舘　那緒 横須賀北 柴山 明日香 本牧

小学一年男子 菅　真衣嘉 神空会 上村 祐一朗 高森 原田　尚大 秦野西 田中　一輝 都筑 嘉数　陸人 都筑 安藤　慶人 小田原

小学二年男子 タンポス　悠人 茅ヶ崎 磯野　航平 高森 佐竹　悠 神空会 梅田　啓多 神空会 松尾 明日菜 平塚北 松尾 明日葡 平塚北

小学三年男子 堀口　晴 平塚北 流郷　在斗 川崎 齊藤　瞬 横浜 谷越　晴翔 茅ヶ崎 江部　太樹 横浜中央 大尾 誠志郎 長津田

小学四年男子 原　樹佑 相州二宮 山本 遼太郎 横浜 鈴木　諒 茅ヶ崎 斎藤　奏 茅ヶ崎 藤井　武蔵 秦野西 野田部 遼一郎 横浜西

小学五年男子 小榑　琢真 伊勢原 曽根　純成 茅ヶ崎 相田　真征 中原 山田 龍之亮 横浜 高橋　郁登 西湘 川口　竜 戸塚

小学六年男子 疋田　黎 戸塚 吉田　圭吾 川崎 萩原　悠吏 横浜 渡辺　次郎 西湘 ランブル オリオン 横浜 小島　光琉 西湘

中学生男子 福留　賢二 川崎 福留　友一 川崎 木下　倭斗 伊勢原 新木　康介 伊勢原 中村　脩吾 中原 斎藤　優稀 中原

高校生・一般男子(四級以下) 遠藤　寛徳 秦野西 高岡 信之輔 秦野西 吉良　和久 横浜西 中山　誠 戸塚 窪野　裕昭 中原 鈴木　智士 秦野西

高校生・一般男子(三級以上) 江澤　裕之 戸塚 髙橋　雅明 伊勢原 生沼　武士 秦野西 梅田　多一 神空会 上野　翔平 相州二宮 山野　敏夫 都筑

小学一二年女子 藤田 帆乃夏 戸塚 紺野　玲七 西湘 大木　眞秀 茅ヶ崎 加藤 英里依 平塚北 奥野　紗楽 横浜中央 奥野　奏良 横浜中央

小学三四年女子 小林　久乃 長津田 希代　杏奈 戸塚 生沼　悠菜 秦野西 細川　静流 高森 冨樫 美莉愛 長津田 松山　波奈 西湘

小学五六年女子 一石　姫那 神空会 角野　晴香 横浜 丸　明日音 川崎 山田　莉穂 茅ヶ崎 根本　紅亜 相空館 竹之内 菜月 西湘

中学生女子 岸　ケイコ 平塚北 内野 愛心凜 相空館 富田　綺咲 戸塚

高校生・一般女子(四級以下) 橋本　遥 横浜 富田　佳純 戸塚 臼井 ゆり子 西湘 二ツ山 安恵 都筑 渡邉　恵子 秦野西

高校生・一般女子(三級以上) 澤口 恵理子 戸塚 天田 ゆいの 横浜 大関　悦子 中原 橋詰　千晴 横須賀北 藤田 美奈子 都筑 閏間 佐和子 小田原

親子形一部 相田ファミリー 中原 大関ファミリー 中原 佐藤ファミリー 中原 山野ファミリー 都筑 生沼ファミリー 秦野西 太田ファミリー 神空会

親子形二部 梅田ファミリー 神空会 髙橋ファミリー 西湘 新木ファミリー 伊勢原 柏木ファミリー 小田原 佐藤ファミリー 伊勢原 白井ファミリー 都筑

兄弟形 橋本兄妹 横浜 川崎姉妹 本牧 松尾兄弟 平塚北 猪俣兄妹 横須賀北 畠平兄弟 中原 安藤兄弟 小田原

幼年男女 大舘　那緒 横須賀北 籾山　心音 横浜西 弓長　敢 戸塚 柴山 明日香 本牧 小川　颯大 秦野西 廣田　拓海 横浜

小学一年男子 菅　真衣嘉 神空会 田中　一輝 都筑 佐々木　駿 戸塚 上村 祐一朗 高森 吉田　昇大 小田原 安藤　慶人 小田原

小学二年男子 タンポス　悠人 茅ヶ崎 梅田　啓多 神空会 磯野　航平 高森 太田　和磨 神空会 安藤　駿 戸塚 佐藤 那津樹 横浜中央

小学三年男子 高橋　昊太 茅ヶ崎 島　恭介 長津田 畠平　直希 中原 工藤　颯人 茅ヶ崎 林下　想眞 川崎 流郷　在斗 川崎

小学四年男子 野田部 遼一郎 横浜西 吾妻　賢治 茅ヶ崎 亀梨　聖 相州二宮 斎藤　奏 茅ヶ崎 今井　海斗 横浜西 石渡　弘晃 横浜

小学五年男子 旭南　亮丞 相州二宮 山田 龍之亮 横浜 小榑　琢真 伊勢原 高橋　郁登 西湘 川口　竜 戸塚 宮﨑　朋也 横浜西

小学六年男子 疋田　黎 戸塚 吉田　圭吾 川崎 吉川　明輝 西湘 ランブル オリオン 横浜 小島　光琉 西湘 萩原　悠吏 横浜

中学生男子 中村　脩吾 中原 斎藤　優稀 中原 木下　倭斗 伊勢原 福留　友一 川崎 新木　康介 伊勢原 豊島　拓実 小田原

高校生・一般男子(四級以下) 柏木　正男 小田原 吉良　和久 横浜西 鈴木　智士 秦野西 柴山　晴彦 本牧 窪野　裕昭 中原 遠藤　寛徳 秦野西

高校生・一般男子(三級以上) 梅田　多一 神空会 上野　翔平 相州二宮 髙橋　雅明 伊勢原 八木　俊介 秦野西 川野　伸一 小田原 小野　正人 横浜

小学一二年女子 大木　眞秀 茅ヶ崎 石毛　杏菜 川崎 齋藤　順子 神空会 石田　夏稀 横須賀北 石井　結葉 川崎 塩見　礼葉 中原

小学三四年女子 小林　久乃 長津田 冨樫 美莉愛 長津田 長谷川 瑞紀 高森 栗原　日莉 相模原 原田　由菜 秦野西 富松　夏楓 戸塚

小学五六年女子 一石　姫那 神空会 角野　晴香 横浜 吾妻　美佳 茅ヶ崎 長谷川 沙紀 高森 根本　紅亜 相空館 丸　明日音 川崎

中学生女子 岸　ケイコ 平塚北 富田　綺咲 戸塚 内野 愛心凜 相空館

高校生・一般女子(四級以下) 冨田　佳純 戸塚 橋本　遥 横浜 臼井 ゆり子 西湘 二ツ山 安恵 都筑 渡邉　恵子 秦野西

高校生・一般女子(三級以上) 橋詰　千晴 横須賀北 天田 ゆいの 横浜 澤口 恵理子 戸塚 藤田 美奈子 都筑 大関　悦子 中原 閏間 佐和子 小田原
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