
第10回　神奈川県空手道親善大会　平塚

幼年男女 伊藤 龍也 (戸塚） 渡辺 奏 (戸塚) 加藤 雅翔 (平塚北) 桑子桜斗花 (戸塚) 佐藤 辰澤 (戸塚） 熊沢 希瑞 (神空会） 岩﨑 結人 (平塚北） 大深 航輝 (清川）

小学一年男子 藤田 隼颯 (戸塚） 馬場駿乃丞 (都筑) 中村 悠星 (神空会) 今井 一真 (戸塚) 菅 琉以嘉 (神空会） 一関 晄 (相模原） 北村 啓輔 (中原） 久保寺夏大 (秦野西）

小学二年男子 小川 颯太 (秦野西) 福田 航太 (茅ヶ崎) 大日方 陸 (高森) 橋本 涼太 (相模原) 梅田 倖多 (神空会） 冨樫 泰人 (長津田） 杉山 蒼唯 (横須賀北） 四家稟太朗 (秦野渋沢）

小学三年男子 上村祐一朗 (高森) 熊沢 和希 (神空会) 濱田想士郎 (長津田) 千田 祐輔 (綾瀬) 鈴木淳之介 (相州二宮） 佐々木 駿 (戸塚） 石橋 克弥 (西湘） 堀越 大吾 (秦野西）

小学四年男子 渡辺 倫央 (戸塚) 森 奏馬 (相州二宮) 五十嵐 渡塁 (伊勢原) 西澤 昴 (平塚北) 富松颯太郎 (戸塚） 島野 慶治 (長津田） 石丸 禎人 (川崎） 藤本涼太郎 (長津田）

小学五年男子 熊井 康仁 (相州二宮) 佐藤 太智 (横浜) 由田 天志 (横浜西) 中村 大空 (横浜西) 菊池 泰駕 (伊勢原） 青木 晃汰 (清川） 大門 柊志 (中原） 柏木 優輝 (西湘）

小学六年男子 西  聖 (横浜西) 川邉虎太朗 (横須賀北) 志谷 武英 (川崎) 西村 晃汰 (長津田) 野島 歩人 (西湘） 工藤 翔也 (横浜西） 赤嶺 一瑳 (都筑）

中学生男子 宮﨑 朋也 (横浜西) 田中 瑚那斗 (相空館) 北村 悠人 (秦野西) 吉岡幸一郎 (綾瀬) 澤田 総尚 (清川） 山口 幸生 (清川） 小谷野悠人 (秦野西） 橋本 優飛 (相模原）

高校生・一般男子(四級以下) 高梨 泰成 (中原) 鴨頭 直史 (中原) 冨樫 剛史 (戸塚) 赤嶺 有京 (都筑） 渡辺 宣寛 (茅ヶ崎） 堀越 裕次 (秦野西） 藤根 利一 (戸塚） 石井 成道 (茅ヶ崎）

高校生・一般男子(三級以上) 向原 聖忠 (中原) 阿部 将宏 (都筑) 川野 伸一 (小田原) 髙橋 英樹 (西湘） 佐藤 雅浩 (伊勢原） 足立 明彦 (横浜西） 葛貫 陽介 (伊勢原）

小学一二年女子 籾山 心音 (横浜西) 笠原 彩乃 (神空会) 室伏 菜央 (相州二宮) 熊沢優希那 (神空会） 田中 愛望 (高森） 服部 心陽 (平塚北） 鴨頭 結菜 (中原） 石井 絢葉 (川崎）

小学三四年女子 紺野 玲七 (神空会) 古屋 陽衣 (神空会) 川向 環 (戸塚) 内野 心 (中原） 加藤 聖恩 (横浜西） 田中 咲 (相州二宮） 吾妻美代子 (茅ヶ崎） 中村 結真 (戸塚）

小学五六年女子 中村 碧衣 (横須賀北) 高塚 結 (相模原) 山田 椎菜 (茅ヶ崎) 吉川 実菜 (戸塚） 佐久川彩菜 (茅ヶ崎） 小川 佳希 (相模原） 村上 綾 (平塚北） 阿部 栞 (都筑）

中学生女子 川邉 昊 (横須賀北) 齋藤 結菜 (相州二宮) 小田 歩海 (清川) 大井川 柚羽 (秦野西）

高校生・一般女子(四級以下) 牟田 泰子 (綾瀬) 加藤麻里依 (平塚北) 山﨑 真澄 (戸塚) 服部 悦子 (平塚北）

高校生・一般女子(三級以上) 澤口恵理子 (戸塚) 長谷川 友子 (高森) 生出 和江 (高森) 橋本 遥 (横浜）

親子形一部 なべっち空手部 (相模原) 加藤ファミリー (平塚北) 小室ファミリー (小田原) 新木ファミリー (伊勢原)

親子形二部 阪口ファミリー (平塚北) 服部ファミリー (平塚北) 藤本ファミリー (秦野渋沢) 久保寺ファミリー (秦野西)

兄弟形一部 中村 兄弟 (神空会) 馬場 兄弟 (都筑) 菅 兄弟 (神空会) 紺野 兄弟 (神空会)

兄弟形二部 藤田 兄弟 (戸塚) 野田部 兄弟 (横浜西) 川邉 兄弟 (横須賀北) 籾山 兄弟 (横浜西)

幼年男女 伊藤 龍也 (戸塚) 湯浅 花香 (横須賀北) 渡辺 奏 (戸塚) 熊沢 希瑞 (神空会） 横矢ティファニー (横浜西） 冨樫 壮貴 (戸塚） 中村 泰志 (戸塚） 加藤 雅翔 (平塚北）

小学一年男子 藤田 隼颯 (戸塚) 中村 悠星 (神空会) 久保寺夏大 (秦野西) 梅原 慧 (横浜） 馬場駿乃丞 (都筑） 佐藤 健 (都筑） 佐藤 琥天 (平塚北） 今井 一真 (戸塚）

小学二年男子 冨樫 泰人 (長津田) 児玉 悠輔 (中原) 三浦 颯翔 (秦野渋沢) 川邉 銀士 (横須賀北） 尾吹 颯太 (都筑） 小川 颯太 (秦野西） 福田 航太 (茅ヶ崎） 四家俊太朗 (秦野渋沢）

小学三年男子 濱田想士郎 (長津田) 上村祐一朗 (高森) 小宮 颯太 (相州二宮) 千田 祐輔 (綾瀬） 堀越 大吾 (秦野西） 佐々木 駿 (戸塚） バンディー櫂 (相模原） 加藤 稜大 (長津田）

小学四年男子 尾下 陽登 (長津田) 渡辺 倫央 (戸塚) 石川 悠也 (平塚北) 小室 凛欧 (小田原） 大庭 樹 (相州二宮） 芦沢 叶翔 (秦野渋沢） 佐藤 実 (伊勢原） 富松颯太郎 (戸塚）

小学五年男子 佐藤 太智 (横浜) 由田 天志 (横浜西) 熊井 康仁 (相州二宮) 高橋 陽斗 (平塚北） 荒川虎次郎 (長津田） 亀澤 大駕 (伊勢原） 青木 晃汰 (清川） 菊池 泰駕 (伊勢原）

小学六年男子 西  聖 (浜西) 川邉虎太朗 (横須賀北) 志谷 武英 (川崎) 野島 歩人 (西湘） 岡本 昌之 (秦野西） 工藤 翔也 (横浜西） ゲーザー皓樹 (茅ヶ崎） 大橋 遥斗 (綾瀬）

中学生男子 宮﨑 朋也 (横浜西) 北村 悠人 (秦野西) 田中 瑚那斗 (相空館) 澤田 総尚 (清川）

高校生・一般男子(四級以下) 堀越 裕次 (秦野西) 高梨 泰成 (中原) 菊原 幹人 (秦野西) 冨樫 剛史 (戸塚）

高校生・一般男子(三級以上) 渡辺 倫久 (戸塚) 佐藤 雅浩 (伊勢原) 向原 聖忠 (中原) 川野 伸一 (小田原）

小学一二年女子 杉山 莉理 (平塚北) ラブ璃莉亜 (高森) 田中 愛望 (高森) 米田 優花 (神空会） 佐巴勢七海 (横須賀北） 鴨頭 結菜 (中原） 熊沢優希那 (神空会） 籾山 心音 (横浜西）

小学三四年女子 紺野 玲七 (神空会) 古屋 陽衣 (神空会) 澤田あのん (清川) 高橋陽茉梨 (平塚北） 蛯名理緒夏 (西湘） 加藤 聖恩 (横浜西） 駒場 葵 (横浜） 川向 環 (戸塚）

小学五六年女子 富松 夏楓 (戸塚) 中村 碧衣 (横須賀北) 吉川 実菜 (戸塚) 高塚 結 (相模原） 工藤 心愛 (横浜西） 佐久川彩菜 (茅ヶ崎） 小林 暉洸　 (秦野西） 宮島 優佳 (伊勢原）

中学生女子 小田 歩海 (清川) 齋藤 結菜 (相州二宮) 川邉 昊 (横須賀北) 大井川 柚羽 (秦野西）

高校生・一般女子(四級以下) 山﨑 真澄 (戸塚) 加藤麻里依 (平塚北) 島 理絵 (長津田) 髙橋沙貴代 (西湘）

高校生・一般女子(三級以上) 橋本 遥 (横浜) 澤口恵理子 (戸塚) 藤田美奈子 (都筑) 小林 祐子 (津田）
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