（社）日本空手協会

第４１回 神奈川県空手道選手権大会（全国大会出場選手選考会）

個人戦 形の部
種目

ベスト８表

平成２６年４月６日 (日）秦野市総合体育館
優勝

小学３年生男子 橋本 基 （神空会）

準優勝
佐竹 隼 （神空会）

第３位

第４位

山田 聖人 （茅ヶ崎） 小黒 悠星 （都筑）

第５位
滝浪 健 （平塚北）

第６位
角田 光翼 （都筑）

第７位
藤井 世詩 （横浜）

第８位
森 怜也 （横須賀南）

齋藤 晴美 （神空会） 多和田 志菜（横浜中央）
竹ノ内 遥奈 （茅ヶ崎）
小学３年生女子 福田 陽菜乃 （川崎） 上野 こず枝 （伊勢原）
及川 志門 （南横浜） 中村 星優 （神空会） 山本 香樹 （平塚北） 菅野 翔太 （横浜中央）
小野寺 陸 （伊勢原） 青木 悠 （戸塚）
小学４年生男子 吉井 健太 （神空会） 平田 和杜 （横浜中央）
小学４年生女子 栁田 亜衣 （神空会） 岩本 萌 （高森）

及川 彩夏 （茅ヶ崎） 塩見 苺香 （中原）

松元 瑠渚 （川崎）

飯野 風花 （平塚北）

柳川アイビー愛美（伊勢原）

小学５年生男子 飛良 修平 （神空会） 橋本 人和 （都筑）

飯田 優介 （戸塚）

中野 直紀 （高森）

矢沢 優仁 （横浜）

渋谷 一斗 （横浜中央）
小島 慶太 （戸塚）

石原 瑠愛 （戸塚）
小学５年生女子 喜多 汐織 （横浜中央）

天田 みこの （横浜） 島袋 吏恋 （川崎）

田中 耕平 （戸塚）

加藤 新菜 （横須賀南）
鈴木 暦 （本牧）

渡久地 アミ （横浜西）
石黒 百々花 （川崎）

小学６年生男子 宮本 凌羽佑 （中原） 尾登 春彦 （秦野西） 廣瀧 大河 （都筑）

小出 敬士 （戸塚）

柳澤 汰良 （横浜中央）
渡井 雄翔 （横浜西） 小林 泰地 （都筑）

小学６年生女子 泉 優里花 （川崎）

西田 楓 （横浜中央） 古賀 美咲 （川崎）

木内 凜 （伊勢原）

渡井 愛海 （横浜西） 松元 沙南 （川崎）

中学１年生男子 星野 翔 （平塚北）

田島 航大 （平塚北） 川上 隼空 （伊勢原） 澤口 蓮太郎 （戸塚） 吉田 天下 （神空会） 八木 北斗 （神空会） 飯田 武志 （横浜中央）
相沢 陸 （横浜中央）

中学１年生女子 雑賀 歩佳 （神空会） 小嶋 亜弥 （平塚北） 橋本 菫 （神空会）

橋本 菖 （神空会）

中学２年生男子 栁田 優希 （神空会） 松本 拓己 （神空会） 西本 陸 （横浜）

内田 光一 （横浜中央）
鈴木 悠翔 （伊勢原） 八木 大和 （神空会） 平島 一樹 （伊勢原） 山本 由弥 （平塚北）

中学２年生女子 宮本 栞楠 （中原）

近藤 桜 （戸塚）

小原 俊介 （横浜西）

清水 菜々美 （西湘） 村岡 葵 （川崎）

飯田 真子 （横浜中央）
坂崎 夢羽 （横浜中央）
奥田 瑞希 （横須賀南）
錦郡 美実 （川崎）

城所 千尋 （伊勢原） 奥田 瑚心 （横須賀南）
小粥 莉子 （本牧）

木下 綾乃 （平塚北） 山口 茜 （川崎）

田中 萌子 （戸塚）

中学３年生男子 福納 琉依 （神空会） 斉藤 翔一 （高森）

原 伸之介 （相州二宮）
高橋 玲斗 （横須賀南）
石原 颯 （横浜）

矢島 郁巳 （伊勢原） 高橋 拓夢 （高森）

岩城 平宗 （戸塚）

中学３年生女子 石橋 咲織 （平塚北） 馬場 菜月 （戸塚）

吉川 舞 （平塚北）

城所 志歩 （伊勢原） 上西 菜穂 （秦野西） 三橋 望乃 （秦野西）

木内 澪 （伊勢原）

宮本 青依 （中原）

高校生男子

笹野 由宇 （戸塚）

高校生女子

高橋 李奈 （横須賀南）
徳田 侑香 （光明学園）
高瀬 史織 （神空会） 佐藤 菜月 （南横浜） 八田 賢美 （伊勢原） 瀬ノ口

杉山 功祐 （横須賀南）
大久保 直輝 （南横浜）
佐藤 広大 （南横浜） 真田 康希 （南横浜） 永野 風誠 （光明学園）
水野 魁政 （秦野西） 田原 弘三郎 （伊勢原）

一般男子

岸間 大幸 （神空会） 袴田 裕士 （横浜中央）
岸間 千明 （神空会） 小林 優太 （秦野西） 安藤 明宏 （中原）

一般女子

小林 ノリコ （長津田）
堀内 麻子 （戸塚）

青木 文菜 （横浜）

里紗 （光明学園）

小林 享 （都筑）

志村 百香 （秦野西）
田嶌 康之 （都筑）

井木 翔二郎（日大農獣）

園部 真知子 （長津田）
宮崎 由衣花 （長津田）
齋藤 あゆみ （秦野西）
百瀬 綾乃 （秦野西） 瀬ノ口 圭未 （長津田）

個人戦 組手の部
種目

優勝

小学３年生男子 佐竹 隼 （神空会）

準優勝
滝浪 健 （平塚北）

第３位

第４位

森 怜也 （横須賀南） 高橋 勇佑 （都筑）

第５位

第６位

末次 弘和 （平塚北） 橋本 基 （神空会）

第７位

第８位

山田 聖人 （茅ヶ崎） 仲村 飛希 （横浜西）

齋藤 晴美 （神空会） 福田 陽菜乃 （川崎） 竹ノ内 遥奈 （茅ヶ崎）
小学３年生女子 多和田 志菜（横浜中央）
平田 和杜 （横浜中央）
富田 凰雅 （戸塚）
小学４年生男子 中村 星優 （神空会） 吉井 健太 （神空会） 藤田 元気 （横須賀南）

佐藤 良太 （伊勢原） 林 夏生 （川崎）

小学４年生女子 及川 彩夏 （茅ヶ崎） 松元 瑠渚 （川崎）

飯野 風花 （平塚北） 塩見 苺香 （中原）

栁田 亜衣 （神空会）

橋本 人和 （都筑）
小学５年生男子 渋谷 一斗 （横浜中央）

田中 耕平 （戸塚）

石原 瑠愛 （戸塚）
小学５年生女子 喜多 汐織 （横浜中央）

渡久地 アミ （横浜西）
加藤 新菜 （横須賀南）
天田 みこの （横浜） 鈴木 暦 （本牧）

岩本 萌 （高森）

飛良 修平 （神空会） 矢沢 優仁 （横浜）

井口 蕉寿 （神空会） 中野 直紀 （高森）
島袋 吏恋 （川崎）

青木 悠 （戸塚）

波多野 和心 （清川）
生沼 心愛 （秦野西）

小林 北斗 （長津田） 廣瀧 大河 （都筑）
小学６年生男子 坂崎 聖斗 （横浜中央）

小出 敬士 （戸塚）

佐藤 連 （長津田）

小林 泰地 （都筑）

小学６年生女子 泉 優里花 （川崎）

古賀 美咲 （川崎）

木内 凜 （伊勢原）

清水 菜々美 （西湘） 持田 葵 （横浜西）

星野 翔 （平塚北）

浅川 遼 （都筑）

田島 航大 （平塚北） 相沢 陸 （横浜中央） 澤口 蓮太郎 （戸塚）

西田 楓 （横浜中央） 村岡 葵 （川崎）

乙坂 光雅 （横浜中央）
小林 南 （長津田）
中学１年生男子 飯田 武志 （横浜中央）
中学１年生女子 橋本 菫 （神空会）

近藤 桜 （戸塚）

奥田 瑚心 （横須賀南）
橋本 菖 （神空会）

中学２年生男子 松本 拓己 （神空会） 平島 一樹 （伊勢原） 八木 大和 （神空会） 西本 陸 （横浜）

中学３年生女子 石橋 咲織 （平塚北） 木内 澪 （伊勢原）

川上 侑也 （長津田） 加藤 宏人 （横須賀南）
山本 由弥 （平塚北） 栁田 優希 （神空会）
錦郡 美実 （川崎）

原 伸之介 （相州二宮）
鳥養 竜矢 （秦野西） 石原 颯 （横浜）

藤田 桃子 （横須賀南）
馬場 菜月 （戸塚）

渡井 愛海 （横浜西）

髙橋 ひなた （小田原）
田中 瑠佳 （横浜西） 雑賀 歩佳 （神空会） 小粥 莉子 （本牧）

飯田 真子 （横浜中央）
木下 綾乃 （平塚北） 安藤 郁音 （平塚北） 日髙 舞 （中原）
中学２年生女子 奥田 瑞希 （横須賀南）
福納 琉依 （神空会） 斉藤 翔一 （高森）
中学３年生男子 高橋 玲斗 （横須賀南）

小原 俊介 （横浜西） 石丸 諒典 （川崎）

坂田 三奈 （横浜）

田中 萌子 （戸塚）

山口 茜 （川崎）

外川 陽彩 （都筑）

三橋 望乃 （秦野西） 宮本 青依 （中原）

吉川 舞 （平塚北）

田原 弘三郎 （伊勢原）
浜岡 遼太郎 （逗子） 杉山 功祐（横須賀南）

高校生男子

大久保 直輝 （南横浜）
永野 風誠 （光明学園）
佐藤 広大 （南横浜） 真田 康希 （南横浜） 笹野 由宇 （戸塚）

高校生女子

真室 美加子（光明学園）
石合 郁香 （光明学園）
高橋 桃衣 （光明学園）
藤田 麗 （光明学園） 徳田 侑香 （光明学園）
伊藤 胡桃 （光明学園）
木村 恋 （光明学園） 板垣 鮎香（光明学園）

一般男子

袴田 健史 （横浜中央）
袴田 裕士 （横浜中央）
京増 義宗 （横須賀南）
村上 裕樹 （関東学院）
橋本 康平 （関東学院）
伊澤 悠 （秦野西）

一般女子

堀内 麻子 （戸塚）

前川 正成 （都筑）

瀬戸 秀朗（横須賀南）

楢林 美月 （関東学院）
小林 ノリコ （長津田）
奈良 珠季（日大農獣医）
百瀬 綾乃 （秦野西） 宮崎 由衣花 （長津田）
菅 真理絵 （秦野西） 瀬ノ口 圭未（長津田）

団体戦 形の部
種目

優勝

小学生低学年男子平塚神空会

準優勝

第３位

第４位

第５位

第６位

都筑

茅ヶ崎

横浜西

小学生高学年男子長津田

横浜中央

都筑

横浜西Ａ

川崎

中原

小学生高学年女子川崎Ａ

横浜西

川崎Ｂ

中学生男子

平塚神空会Ｂ

伊勢原

横浜中央支部Ａ

平塚神空会Ａ

横浜中央支部Ｂ

長津田

中学生女子

川崎

中原

高校生

南横浜

一般

中原

女子

光明学園

第７位

第８位

小学生低学年女子
横浜西Ｂ

秦野西

逗子支部

団体戦 組手の部
種目

優勝

小学生低学年男子平塚神空会

準優勝

第３位

第４位

第５位

第６位

都筑

茅ヶ崎

川崎

横浜西

小学生高学年男子長津田

都筑

横浜中央

秦野西

横浜西Ｂ

中原

小学生高学年女子川崎Ｂ

川崎Ａ

横浜西

中学生男子

平塚神空会Ｂ

平塚神空会Ａ

伊勢原

横浜中央

都筑

長津田

中学生女子

横須賀南支部

川崎

中原

伊勢原

高校生

南横浜

光明

一般

関東学院

秦野西

女子

光明学園

第７位

第８位

小学生低学年女子

中原

※３位決定戦の無い組手の３～８位はH２０年３月１６日の臨時支部長会議で決まった順位決定方法に基づく
※小・中学生全国大会の出場枠は個人戦男子６名・女子５名
年３月の支部長会議にて決定

団体戦男３組・女１組（合計４組）団体戦男女の割り振りはH２６

※全国大会の出場枠は一般個人戦男子４名・女子３名、高校生男子６名・女子５名、

団体戦１組(県本部）

茅ヶ崎

相州二宮

