
          平成２９年４月２日 (日）伊勢原市総合体育館

個人戦 形の部

小学３年生男子 小栗　優馬 本牧 タンポス悠人 茅ヶ崎 佐藤　那津樹 横浜中央 塚本　開飛 茅ヶ崎 梅田　啓多 神空会 渡井　大誠 横浜西 小坂　奏太 都筑 笹田　凌至 横浜中央

小学４年生男子 熊澤　翔太 平塚北 吉井　康介 伊勢原 泉山　藍琉 横須賀北 北村　優樹 中原 沓掛　凛叶 神空会 大舘　琉夏 横須賀北 谷越　晴翔 茅ヶ崎 安田　青生 伊勢原

小学５年生男子 石川　大雅 茅ヶ崎 佐久間　昊生 平塚北 大木　庵 茅ヶ崎 今井　悠斗 横浜中央 髙原　凱生 逗子 飯野　夏輝 茅ヶ崎 藤田　真輝 都筑 吉良　光平 横浜西

小学６年生男子 佐竹　隼 神空会 末次　弘和 平塚北 山田　聖人 茅ヶ崎 塚本　悠太 茅ヶ崎 橋本　基 伊勢原 高橋　勇佑 都筑 白鳥　陽也 伊勢原 曽我　達哉 川崎

中学１年生男子 中村　星優 神空会 吉井　健太 伊勢原 佐藤　良太 伊勢原 田中　駿太郎 茅ヶ崎 姫野　恒太 本牧 恩田　隆輝 相模原 斎藤　香偉 相模原 橋本　駿太郎 横浜

中学２年生男子 白鳥　翔大 伊勢原 幸崎　颯斗 伊勢原 福永　優 長津田 橋本　人和 都筑 加藤　凌翔 平塚北 圓城寺　真也 戸塚 飯田　拳生 横須賀北 小島　慶大 戸塚

中学３年生男子 原　柊介 相州二宮 坂崎　聖斗 横浜中央 渡井　雄翔 横浜西 相田　勇飛 中原 阿部　幸太郎 中原 池田　友哉 相州二宮 小林　　竜太 横浜 倉田　直 逗子

高校生男子 松本　拓己 神空会 徳田　雅也 創学館 高橋　玲斗 創学館 松尾　明日香 平塚北 星野　翔 神空会 牛村　太一 伊勢原 栁田　優希 神空会 鈴木　悠翔 伊勢原

一般男子 丸岡　直人 伊勢原 酒井　勇樹 創学館 渡辺　祥介 創学館 岸間　千明 神空会 岸間　大幸 神空会 高橋　慧涼 神空会 沼田　和敏 本牧 橋本　葉介 横浜西

小学３年生女子 奥野　奏良 横浜中央 芦田　聖莉 横浜中央 奥野　紗楽 横浜中央 大木　眞秀 茅ヶ崎 石井　結葉 川崎 石田　夏稀 横須賀北 飯田　真緒 横須賀北 坪内　瑠珂 小田原

小学４年生女子 内野　純佳 川崎 横坂　こころ 横須賀北 岩渕　瑤子 高森 古宮　心陽 相模原 平田　埜乃果 横浜中央 川村　葵 都筑 渡辺　琉衣 相模原 東條　桜子 小田原

小学５年生女子 日向野にいな 秦野西 佐藤　夾雪 中原 菊池　莉凪 横浜中央 長谷川瑞紀 高森 松本　ゆりか 平塚北 栗原　日莉 相模原 高田　小春 相模原 村手　遥 伊勢原

小学６年生女子 福田　陽菜乃 川崎 園田　光莉 長津田 上野　こず枝 伊勢原 槇野　杏月 伊勢原 田中　美咲 横須賀北 栁川　葵　 茅ヶ崎 坂本　美羽 都筑 丸　明日音 川崎

中学１年生女子 古宮　愛華 相模原 栁田　亜衣　 神空会 塩見　苺香 中原 松元　瑠渚 川崎 岩本　萌 高森 東條　美琴 小田原 丸茂　遥花 長津田 角野　晴香 横浜

中学２年生女子 生沼　心愛 綾瀬 鈴木　暦 本牧 瀬戸　さくら 高森 岩澤　聖 逗子 今井　菜々子 横浜中央 内野愛心凜 相空館 大嶋　沙来 伊勢原

中学３年生女子 泉　優里花 川崎 渡井　愛海 横浜西 持田　葵 横浜西 古賀　美咲 川崎 松元　沙南 川崎 木内　凛 伊勢原 久保田　希 都筑 宮原　陽咲 相州二宮

高校生女子 石橋　咲織 創学館 吉川　来望 光明学園 杉本　奈美 光明学園 大野　桃佳 創学館 安部　諒香 光明学園 三浦　千佳 光明学園 高杉　優衣 光明学園 野島　蓮 光明学園

一般女子 堀内麻子 戸塚 小林ノリコ 長津田 高瀬史織 神空会 米田こずえ 西湘 相田広美 中原 八田賢美 伊勢原 土肥郁恵 中原 横山綾 メガロス
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個人戦 組手の部

小学３年男子 タンポス悠人 茅ヶ崎 塚本　開飛 茅ヶ崎 田島　友貴 都筑 佐藤　那津樹 横浜中央 小栗　優馬 本牧 小坂　奏太 都筑 太田　和磨 神空会 磯野　航平 高森

小学４年男子 大舘　琉夏 横須賀北 熊澤　翔太 平塚北 谷越　晴翔 茅ヶ崎 沓掛　凜叶 神空会 阿部　俳路 平塚北 泉山　藍琉 横須賀北 島　恭介 長津田 山内　駿之介 相模原

小学５年男子 大木　庵 茅ヶ崎 佐久間　昊生 平塚北 高岸　柚衣 茅ヶ崎 溝口　陸人 横浜西 イーデリ道寛 横浜中央 藤田　真輝 都筑 佐藤　那映 横浜中央 安藤　匠人 中原

小学６年男子 佐竹　隼 神空会 山田　聖人 茅ヶ崎 土肥　央宙 中原 滝浪　健 茅ヶ崎 森　怜也 横須賀北 橋本　基 伊勢原 塚本　悠太 茅ヶ崎 児玉　翼 茅ヶ崎

中学１年男子 藤田　元気 横須賀北 吉井　健太 伊勢原 佐藤　良太 伊勢原 太田　翔吾 横須賀北 中村　星優 神空会 久保田　蓮 綾瀬支部 伊籐　紡 横浜西 姫野　恒太 本牧

中学２年男子 幸崎　颯斗 伊勢原 菊地　悠介 横浜中央 橋本　人和 都筑 飯田　拳生 横須賀北 福永　優 長津田 加藤　凌翔 平塚北 石田　遥輝 横須賀北 圓城寺　真也 戸塚

中学３年男子 坂崎　聖斗 横浜中央 小林　竜太 横浜 原　柊介 相州二宮 石丸　諒典 川崎 前田　歩 平塚北 渡井　雄翔 横浜西 佐藤　蓮 秦野西 池田　友哉 相州二宮

高校生男子 松本　拓己 神空会 吉瀬　莉玖 光明学園 板垣　佳祐 光明学園 行田　未希也 光明学園 豊秀　一人 光明学園 飯田　清太 光明学園 山田　悠也 光明学園 山本　郁月 光明学園

一般男子 豊田　勇毅 関東学院 袴田　裕士 横浜中央 葛西　将大 関東学院 三須　滋英　 関東学院 帯屋　尊慎 関東学院 藤田　晋作 戸塚 瀬戸　秀朗 横須賀北 田原　弘三郎 伊勢原

小学３年女子 石田　夏稀 横須賀北 奥野　紗楽 横浜中央 奥野　奏良 横浜中央 芦田　聖莉 横浜中央 石井　結葉 川崎 坪内　瑠珂 小田原 大木　眞秀 茅ヶ崎 石毛　杏菜 川崎

小学４年女子 横坂　こころ 横須賀北 平田　埜乃果 横浜中央 安藤　葉月 秦野西 小林　久乃 長津田 槇野　柚月 伊勢原 岩渕　瑤子 高森 中嶋　心春 高森 内野　純佳 川崎

小学５年女子 日向野にいな 秦野西 佐藤　夾雪 中原 栗原　日莉 相模原 長谷川瑞紀 高森 松本　ゆりか 平塚北 高田　小春 相模原 菊池　莉凪 横浜中央

小学６年女子 福田　陽菜乃 川崎 槇野　杏月 伊勢原 栁川　葵　 茅ヶ崎 一石　姫那 神空会 田中　美咲 横須賀北 藤田　怜那 都筑 山野　謡 都筑 吾妻　美佳 茅ヶ崎

中学１年女子 横坂　おもと 横須賀北 栁田　亜衣　 神空会 松元　瑠渚 川崎 塩見　苺香 中原 岩本　萌 高森 東條　美琴 小田原 丸茂　遥花 長津田

中学２年女子 島袋　吏恋 川崎 内野　愛心凜 相空館 鈴木　暦 本牧 岩澤　聖 逗子 生沼　心愛 綾瀬

中学３年女子 木内　凜 伊勢原 持田　葵 横浜西 齋藤　あかり 清川 泉　優里花 川崎 古賀　美咲 川崎 松元　沙南 川崎 川口　未裕 戸塚 生天目　莉紗 長津田

高校生女子 久代　美優 光明学園 吉川　来望 光明学園 藤田　桃子 光明学園 古怒田　桜子 光明学園 安部　諒香 光明学園 野島　蓮 光明学園 杉本　奈美 光明学園 高杉　優衣 光明学園

一般女子 堀内麻子 戸塚 齋藤　あゆみ 秦野西 瀬ノ口　里紗 長津田 園部　真知子 長津田 土肥　郁恵 中原 相田　広美 中原 米田　こずえ 西湘 阿部　葵 日大
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