
    日時 ：   平成２８年１１月１３日

    場所 ：　 茨木県筑西市下館総合体育館    

形の部

種　　目

小学２年男子 タンポス　悠人 茅ヶ崎 秋本　悠真 埼玉 佐々木　陽翔 三多摩 飯野　祐希 茨城 天野　聖成 埼玉 武井　斗吾 茨城 小宮山　海颯 千葉　 佐竹　悠 神空会

小学３年男子 山本　勘太 埼玉 藤村　康平 埼玉 河野　元旗 山梨 島ノ江　亜琉 千葉 黒﨑　雅矢 栃木 舟久保　樹 山梨 北村　優樹 中原 吉井　康介 伊勢原

小学５年男子 小西　剛聖 埼玉 佐竹　隼 神空会 佐藤　智哉 埼玉 高野　琉斗 茨城 田淵　駿晟 東京 福田　将汰 埼玉 塚本　悠太 千葉 松崎　望 東京

小学６年男子 髙𣘺　晴心 千葉 中村　星優 神空会 狩野　尚斗 群馬 知久　嘉希 埼玉 朝倉　一輝 埼玉 遠藤　至琉 山梨 齋藤　一桜 栃木 亀田　昇吾 栃木

中学１年男子 龍見　曉周 群馬 岩渕　凌 茨城 鈴木　大悟 千葉 新井　渉正 群馬 飛良　修平 神空会 五十嵐　太紀 茨城 森井　皓一 埼玉 小林　蒼空 埼玉

中学２年男子  吉田　蒼一朗 東京 渡部　魁心 埼玉 榎本　史悠 埼玉 安藤　伊吹 中原 倉田　拓海 茨城 渡井　雄翔 横浜西 市東　達也 千葉　 榊　友哉 三多摩

高校男子 小和瀬　斗真 埼玉 柏　湧斗 茨城 瀧本　聖人 千葉 長谷川　巧 茨城 羽石　武将 千葉 平島　一樹 伊勢原 瀬古　龍生 栃木 富田　修平 三多摩

一般男子 栗原　秀元 茨城 福原　秀樹 群馬 梅山　竣也 群馬 丸岡　直人 相空館 大塚　健人 茨城 城田　國士 山梨 箕輪　優太 栃木 廣松　憲和 千葉

小学３年女子 市場　ここみ 三多摩 佐久間　美妃 千葉 岩渕　瑶子 高森 判澤　李紗 埼玉 上野　聖奈 埼玉 吉澤　桃菜 埼玉 吉田　杏泉 埼玉 小泉　杏奈 三多摩

小学５年女子 片切　美祐 埼玉 山岸　瑠里 埼玉 高橋　かなえ 栃木 古屋　璃奈 山梨 長谷川　実依 埼玉 大山　実桜 茨城 栗原　未羽 埼玉 園田　光莉 長津田

小学６年女子 渡部　愛蘭 埼玉 関澤　愛莉 三多摩 青山　凜 群馬 栁田　亜衣 神奈川 中村　綾音 埼玉 平江　彩乃 埼玉 曽根　由衣　 山梨 川本　仁香 千葉

中学２年女子 志村　珠妃 山梨 泉　優里花 川﨑 石塚　藍梨 茨城 龍　愛弓 千葉 星野　美月 埼玉 高橋　咲希 埼玉 内田　環 埼玉 本田　彩瑛 東京

一般女子 ローシン・キャンベル 茨城 早川　梨緒 埼玉 横須賀　めぐ 茨城 小出　亜弥芽 千葉 小林　ノリコ 長津田 大野　恵理香 山梨 齊藤　あゆみ 秦野西 岡本　真里 千葉

団体形 群馬県 茨城県 埼玉県 東京都 山梨県 栃木県 神奈川県 三多摩

敢闘賞 敢闘賞

第４１回関東地区空手道選手権大会結果

優  勝 準優勝 第三位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞



組手の部

種　　目

小学２年男子 小林　泰介 茨城 塚本　開飛 千葉 渡部　陸人 埼玉 タンポス　悠人 茅ヶ崎 梅田　啓多 神空会 森元　啓介 埼玉 森　敬一朗 三多摩 遠藤　暖和 千葉

小学３年男子 吉田　直哉 埼玉 黒﨑　雅矢 栃木 龍見　侑曉 群馬 島ノ江　亜琉 千葉 山本　大輔 山梨 渡辺　響 山梨 阿部　俳路 平塚北 中村　優太 千葉

小学５年男子 佐竹　隼 神空会 河野　汰郎 山梨 黒田　翔生 埼玉 塚本　悠太 千葉 黒﨑　刀雅 栃木 森　怜也 横須賀北 山田　聖人 茅ヶ崎 永島　大翔 茨城

小学６年男子 永塚　功透 埼玉 髙𣘺　晴心 千葉 石井　開土 栃木 戸谷　翼 栃木 遠藤　至琉 山梨 遠藤　空流 千葉 長谷川　匠 千葉 中村　星優 神空会

中学１年男子 佐藤　大斗 山梨 熊谷　成将 茨城 佐藤　那哉 千葉 村上　悠空 千葉 坂本　海大 三多摩 大島　鼓太郎 埼玉 菊池　悠介 横浜中央 倉持　伶太 茨城

中学２年男子 佐藤　佑真 埼玉 坂崎　聖斗 横浜中央 森田　兼太 三多摩 嶋津　裕人 埼玉 金塚　皓生 茨城 三上　和哉 埼玉 黒田　舜也 埼玉 榎本　史悠 埼玉

中学３年男子　 亭嶋　飛龍 茨城 髙橋　飛羽 千葉 松崎　大将 茨城 鈴木　勇憂 茨城 石井　秀汰 茨城 深谷　竣矢 茨城 佐々木　聡真 茨城 澤口　蓮太郎 戸塚

小学３年女子 針谷　育実 茨城 市場　ここみ 三多摩 川手　芽衣 群馬 横坂　こころ 横須賀北 荒川　真稟 東京 窪　春奈 茨城 石井　心菜 千葉 品川　七海 茨城

小学６年女子 横坂　おもと 横須賀北 齋藤　志緒 東京 大橋　こころ 栃木 森田　由良 茨城 北川　日奈子 三多摩 北村　麻友子 埼玉 渋谷　瑠良 埼玉 高橋　美喜 埼玉

中学３年女子 山田　都妃 群馬 森山　詩音 東京 秋元　怜 埼玉 福田　優香 山梨 美濃部　好咲 東京 菊池　芽梨衣 埼玉 原　愛恵 相州二宮 佐武　美和 埼玉

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞優  勝 準優勝 第三位 第三位 敢闘賞


