
第13回　神奈川県空手道親善大会　 伊勢原市総合体育館
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支部 敢闘賞5 支部 敢闘賞6 支部 敢闘賞7 支部 敢闘賞8 支部

幼年男女 安藤　さら 戸塚 渡邊　一 清川 古谷　茜里 神空会 中村　龍人 清川 小泉　龍之介 清川 石川　侃立 中原 唐木　希惟 小田原 光岡　蒼太 中原

小学一年男子 伊藤　蒼真 戸塚 飯塚　大尊 中原 鈴木　惺間 横浜中央 栗原　泰生 相州二宮 鈴木　李和 戸塚 畠山　晃輔 長津田 久永　遥太 相州二宮 李　宥延 横浜中央

小学二年男子 成瀬　遥 伊勢原 岡本　朝登 戸塚 宮田　紘靖 長津田 成田　佑樹 相州二宮 菅　海流 神空会 船山　朝陽 伊勢原 物井　凱斗 戸塚 宮崎　拓未 戸塚

小学三年男子 武井　詩 都筑 大槻　実士 横浜西 武　孝太郎 横浜 須崎　創士郎 戸塚 水野　友輔 中原 石崎　凛久 相州二宮 栗原　健太郎 相州二宮 窪嶋　賢士 西湘

小学四年男子 田中　瑛翔 戸塚 成瀬　煌希 伊勢原 永井　湊翔 戸塚 田丸　亮輔 横浜西 古田　晴馬 戸塚 桜井　春希 西湘 宮本　誠信 相州二宮 渡辺　英琉 相模原

小学五年男子 剣持　舟佑 西湘 鈴木　嵩人 横浜 鈴木　芭琉 戸塚 勢良　佑都 都筑 櫻井　辰良 都筑 斎藤　彰仁 綾瀬 座間　新 本牧 若松　拓弥 綾瀬

小学六年男子 佐藤　蓮 平塚北 山口　颯王 秦野渋沢 髙城　秀一 綾瀬

中学生男子 小谷野　陽人 西湘 古田　一馬 戸塚 徳永　莉久 清川 関　瑛人 秦野渋沢

高校生・一般男子(四級以下) 升本　禎之 中原 佐々木　貴 中原 根津　忠明 中原 石井　順也 中原 水野　克彦 中原 剣持　貴広 西湘 石井　成道 西湘 中西　亮 中原

高校生・一般男子(三級以上) 坪内　啓一 平間 佐藤　雅浩 伊勢原 藤井　秀昭 都筑 石垣　雄士 都筑 赤嶺　有京 都筑 根本　恭行 都筑 蜂谷　工 都筑 櫻井　良介 都筑

小学一年女子 菊月　夏凪 神空会 松尾　心優 神空会 水野　栞里 中原 鈴木　ひかり 横浜 遠藤　涼子 相州二宮 田知　実莉 相州二宮 山﨑　日陽 横浜西 小林　千織 相州二宮

小学二年女子 重徳　小夏 神空会 神木　咲七 神空会 志賀　美織莉 中原 朝尾　柚香 神空会 江橋　瑠華 戸塚 中村　穂乃叶 清川 伊東　咲弥 小田原 髙橋　安寿 小田原

小学三年女子 新倉　すず 伊勢原 畑見　ひまり 西湘 岡本　尚実 西湘 寺井　夢杏 伊勢原 武藤　二葉 戸塚 小田切　愛栞 西湘 田知　穂志乃 相州二宮

小学四年女子 宮内　琴葉 神空会 中西　琴乃 中原 井上　惺 伊勢原 守屋　心莉 伊勢原 平田　眞梨 中原 石原　茉詢 伊勢原 菅野　梨花 本牧 高見　杏 相模原

小学五年女子 神木　春乃 中原 武藤　十五夜 戸塚 宮崎　雪乃 戸塚 山崎　愛菜 伊勢原 田原　芽衣 相州二宮 モジーロ　瑠千明 相州二宮 石川　橘子 中原 守屋　莉夢 伊勢原

小学六年女子 高田　楓 横浜中央 平野　由奈 秦野西

中学生女子 小林　藍 相州二宮 飯島　凪咲 相模原 藤武　雫 相模原 植村　明未 西湘 瀬川　佳世子 西湘

高校生・一般女子(四級以下) 髙田　晃代 横浜中央 志賀　由希子 中原 山田　郁美 横浜西 石川　明子 中原 岡本　真由美 中原 畠平　麻知子 中原 半田　彬彬 横浜中央 永井　祐希 戸塚

高校生・一般女子(三級以上) 塩見　苺香 中原 一関　里恵 相州二宮 富永　育美 秦野渋沢 藤本　友紀 秦野渋沢 田知　寛子 相州二宮 古屋　陽子 神空会 石崎　友美 相州二宮 山口　妙子 秦野渋沢

親子形一部 なべっち空手部 相模原 伊藤ファミリー 戸塚 四家親子 秦野渋沢 一関ファミリー 相模原 鈴木親子 横浜 古屋ファミリー 神空会 半田ファミりー 横浜中央 富永親子 秦野渋沢

親子形二部 冨樫ファミリー 戸塚 高田ファミリー (横浜中央) 升ター３ 中原 水野ファミリー 中原 永井ファミリー 戸塚 山口親子 秦野渋沢 根本家 都筑 原親子 相州二宮

兄弟形一部 相場兄弟 湘南茅ケ崎 菅兄弟 神空会 伊藤兄弟 戸塚 藤川兄弟 秦野渋沢 藤本兄弟 秦野渋沢 神谷 長津田 佐々川兄弟 湘南茅ケ崎

兄弟形二部 竹内　蒼・涼 戸塚 成瀬　煌希・遥 伊勢原 宮崎　雪乃・忠侍 戸塚 渡辺　奏・春 伊勢原 神木　春乃・咲七 中原 大川　凌平・惺哉 秦野渋沢 小谷野　陽人・悠人 西湘 有吉　蒼二郎・悠太郎 西湘

幼年男女 小泉　龍之介 清川 土橋　瑞貴 中原 光岡　蒼太 中原 中村　龍人 清川 古屋　茜里 神空会 木島　伊織 清川 安藤　さら 戸塚 唐木　希惟 小田原

小学一年男子 飯塚　大尊 中原 伊藤　蒼真 戸塚 松本　吉之助 川崎 下田　航平 綾瀬 栗原　泰正 相州二宮 大石　浩太郎 長津田 遠藤　煌己 相州二宮 高見　歩 相模原

小学二年男子 成田　佑樹 相州二宮 宮田　紘靖 長津田 根本　幹太 都筑 神野　善敬 中原 大川　惺哉 秦野渋沢 宮崎　忠侍 戸塚 巻嶋　佑都 相州二宮 渡辺　春 伊勢原

小学三年男子 須崎　創士郎 戸塚 石倉　匠　 戸塚 竹内　蒼 戸塚 石﨑　凛久 相州二宮 栗田　朔希 横浜 武井　詩 都筑 大槻　実士 横浜西 吉野　晴太 長津田

小学四年男子 紙谷　愛人 長津田 永井　湊翔 戸塚 田中　瑛翔 戸塚 大川　凌平 秦野渋沢 桜井　晴希 西湘 米谷　玲 伊勢原 市口　蒼真 相州二宮 成瀬　煌希 伊勢原

小学五年男子 櫻井　辰良 都筑 徳永　稀優 清川 鈴木　麟太郎 川崎 影浦　健太 本牧 影浦　康太　 本牧 鈴木　嵩人 横浜 鈴木　芭琉 戸塚 宮澤　孝太郎 長津田

小学六年男子 山口　颯王 秦野渋沢 髙城　秀一 綾瀬 佐藤　蓮 平塚北

中学生男子 小谷野　陽人 西湘 関　瑛人 秦野渋沢 徳永　莉久 清川 古田　一馬 戸塚

高校生・一般男子(四級以下) 石井　順也 中原 升本　禎之 中原 根津　忠明 中原 水野　克彦 中原 佐々木　貴 中原 土橋　真吾 中原 中村　慧太 清川 中西　亮 中原

高校生・一般男子(三級以上) 児玉　仁志 横須賀北 根本　恭行 都筑 佐藤　克宏 伊勢原 赤嶺　有京 都筑 蜂谷　工 都筑 川崎　教厳 西湘 吉田　伸也 秦野渋沢 小野谷　悠人 西湘

小学一年女子 松尾　心優 神空会 水野　栞里　 中原 鈴木　ひかり 横浜 小林　千織 相州二宮 遠藤　涼子 相州二宮 田知　実莉 相州二宮 山﨑　日陽 横浜西 山本　詩歩　 小田原

小学二年女子 神木　咲七 中原 塩田　ふみ 中原 石川　珠子 中原 志賀　美緒莉 中原 渡辺　玲亜 相模原 中泉　左羅 湘南茅ケ崎 徳永　苺果 清川 中村　穂乃叶 清川

小学三年女子 新倉　すず 伊勢原 佐川　帆香 戸塚 寺井　夢杏 伊勢原 岡本　尚実 西湘 小田桐　愛栞 西湘 畑見　ひまり 西湘 田知　穂志乃 相州二宮 武藤　二葉 戸塚

小学四年女子 宮内　琴羽 神空会 堀越　ゆう奈 清川 中西　琴乃 中原 井上　惺 伊勢原 石原　茉詢 伊勢原 望月　依愛 伊勢原 守屋　心莉 伊勢原 平田　眞梨 中原

小学五年女子 神木　春乃 中原 守屋　莉夢 伊勢原 モジーロ　瑠千明 相州二宮 田原　芽衣 相州二宮 武藤　十五夜 戸塚 渡辺　子ノ凛 平塚北 石川　橘子 中原 宮崎　雪乃 戸塚

小学六年女子 髙田　楓 横浜中央 平野　由奈 秦野西

中学生女子 小林　藍 相州二宮 飯島　凪咲 相模原 藤武　雫 相模原 瀬川　佳代子 西湘 植村　明美 西湘

高校生・一般女子(四級以下) 岡本　真由美 中原 髙田　晃代 横浜中央 小池　沙里 中原 半田　彬彬 横浜中央 畠平　麻知子 中原 安藤　瑞季 戸塚 志賀　由希子 中原 土橋　聡美 中原

高校生・一般女子(三級以上) 塩見　苺香 中原 一関　里恵 相州二宮 古屋　陽子 神空会 石崎友美 相州二宮 富永　育美 秦野渋沢 田知　寛子 相州二宮
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