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第４６回　神奈川県空手道選手権大会　伊勢原

一位 支部 二位 支部 三位 支部 四位 支部 五位 支部 六位 支部 七位 支部 八位 支部

小学二年男子 斎藤 泰志 横浜中央 今井 一真 戸塚 菅 琉以嘉 神空会 北村 啓輔 中原 岩崎 滉大 戸塚 塩田 悠樹 秦野渋沢 佐藤 琥天 平塚北 吉田 新大 小田原

小学三年男子 小川 颯大 清川 大舘 那緒 横須賀北 福田 航太 相州二宮 冨樫 泰人 長津田 関 陽太郎 逗子 大日方 陸 高森 古島 直治 平塚北

小学四年男子 高村 智将 横浜中央 菅 真衣嘉 神空会 渡辺 貴羅 相模原 赤尾 悠心 相州二宮 續  太耀 清川 濱田想士郎 長津田 佐藤 遙人 秦野渋沢 原田 尚大 清川

小学五年男子 タンポス悠人 相州二宮 佐竹  悠 神空会 川元 陽翔 横浜中央 塚本 開飛 茅ヶ崎 佐藤那津樹 横浜中央 松尾明日葡 平塚北 梅田 啓多 神空会 福永  剛 長津田

小学六年男子 江部 太樹 横浜中央 吉井 康介 伊勢原 泉山 藍琉 横須賀北 濱田誠士郎 長津田 沓掛 凜叶 神空会 熊澤 翔太 秦野渋沢 渡邉 悠生 清川 島  恭介 長津田

中学一年男子 安藤 匠人 中原 佐藤 那映 横浜中央 高原 凱生 横須賀北 今井 悠斗 横浜中央 藤井 武蔵 横浜 佐久間昊生 平塚北 奥西 祐世 都筑 岩本 托人 横浜中央

中学二年男子 山田 聖人 神空会 佐竹  隼 神空会 橋本  基 伊勢原 塚本 悠太 茅ヶ崎 角田 光翼 都筑 白鳥 陽也 伊勢原 石毛 悠真 川崎 紺野 成登 神空会

中学三年男子 中村 星優 神空会 吉井 健太 伊勢原 佐藤 良太 伊勢原 伊藤  紡 横浜西 久保田 蓮 綾瀬 川田 貴大 横浜西 内野雄一朗 相空館 天野　敬大 長津田

高校生男子 渡井 雄翔 横浜西 吉川  輝 逗子 中原 颯汰 横浜西 八木 北斗 神空会 原  柊介 相州二宮 北山 桐志 都筑 加藤 凌翔 平塚北 足立 昌哉 横浜西

一般男子 酒井 勇樹 創学館 笹野 由宇 戸塚 渡邉 綾太 関東学院 岸間 大幸 神空会 平島 一樹 伊勢原 齋藤 翔一 高森 鈴木 悠翔 伊勢原 北山 楓也 都筑

低学年男子団体 清川支部 相州二宮支部

高学年男子団体 横浜中央支部 神空会支部 相州二宮支部 都筑支部A 長津田支部 清川支部 清川 横浜支部 横浜 都筑支部B 都筑

中学生男子団体 神空会支部 伊勢原支部支部 都筑支部Ｂ 横浜西支部Ａ 相州二宮支部 横浜西支部Ｂ 都筑支部Ａ 長津田支部

小学二年女子 熊沢優希那 神空会 笠原 彩乃 神空会 山崎 千寛 戸塚 鴨頭 結菜 中原 米田 優花 神空会 坪内 菜佳 小田原

小学三年女子 籾山 心音 横浜西 石井 絢葉 川崎 服部 心陽 平塚北 杉山 莉理 平塚北 田中 愛望 高森 澤田 絢香 都筑

小学四年女子 ナポリステラ 中原 泉山芽唯那 横須賀北 加藤英里依 平塚北 東條 小雪 小田原 塩見 礼葉 中原 山田 桃萌 相州二宮 細川 香澄 高森 吾妻美代子 茅ヶ崎

小学五年女子 芦田 聖莉 横浜中央 奥野 奏良 横浜中央 紺野 玲七 神空会 鈴木 愛衣 清川 藤田帆乃夏 戸塚 石田 夏稀 横須賀北 青木さくら 平塚北 福田  奏 都筑

小学六年女子 横坂こころ 横須賀北 倉品ほのか 相州二宮 小林 久乃 長津田 冨樫美莉愛 長津田 生沼 悠菜 綾瀬 東條 桜子 小田原 ヨビッチエミリア 川崎 持田 百恵 横浜西

中学一年女子 日向野にいな 清川 服部  凪 横須賀北 西澤みのり 平塚北 原田 由菜 清川 栗原 日莉 相模原 富松 夏楓 戸塚 長谷川瑞紀 高森 佐久川彩菜 茅ヶ崎

中学二年女子 福田陽菜乃 川崎 倉品こころ 相州二宮 園田 光莉 長津田 槇野 杏月 伊勢原 原田 寧々 相州二宮 羽田 涼香 清川 齋藤 結菜 相州二宮 時田 愛子 相空館

中学三年女子 栁田 亜衣 神空会 松元 瑠渚 川崎 塩見 苺香 中原 竹之内菜月 西湘 鈴木 珠友 横浜 横坂おもと 横須賀北 時田 心愛 相空館

高校生女子 泉 優里花 川崎 志村 珠妃 創学館 大野 桃佳 創学館 江尻 光 創学館 原  愛惠 相州二宮 髙橋ひなた 小田原 生沼 心愛 綾瀬 渡井 愛海 横浜西

一般女子 津野  楓 創学館 平井 美月 創学館 小林ノリコ 長津田 馬場 菜月 都筑 飯田 真子 横浜中央 園田 真澄 長津田 山口 七瀬 逗子 土肥 郁恵 中原

低学年女子団体

高学年女子団体 横浜中央支部 長津田支部 高森支部 相州二宮支部 都筑支部 清川支部 川崎支部

中学生女子団体 相州二宮支部 清川支部

小学二年男子 斎藤 泰志 横浜中央 岩崎 滉大 戸塚 北村 啓輔 中原 藤田 隼颯 戸塚 今井 一真 戸塚 杉山 長門 相州二宮 風谷 遥希 小田原 中村　悠星 神空会

小学三年男子 大舘 那緒 横須賀北 福田 航太 相州二宮 小川 颯大 清川 関 陽太郎 逗子 古島 直治 平塚北 冨樫 泰人 長津田

小学四年男子 高村 智将 横浜中央 菅 真衣嘉 神空会 原田 尚大 清川 續  太耀 清川 鈴木淳之介 相州二宮 濱田想士郎 長津田 赤尾 悠心 相州二宮 吉田 昇大 小田原

小学五年男子 葉山 慶太 横浜中央 斎藤 快成 横浜中央 梅田 啓多 神空会 タンポス悠人 相州二宮 渡井 大誠 横浜西 田嶌 友貴 都筑 岩本 礼人 横浜中央 河田 直拓 横浜

小学六年男子 島　恭介 長津田 加藤 英翔 平塚北 大舘 琉夏 横須賀北 安田 青生 伊勢原 吉井 康介 伊勢原 高橋 昊太 相州二宮 羽田 悠人 清川 林下 想眞 川崎

中学一年男子 八木 久遠 神空会 舟木 大河 相州二宮 安藤 匠人 中原 高原 凱生 横須賀北 原  樹佑 相州二宮 田中 悠翔 清川 葉山 泰成 横浜中央 溝口 陸人 横浜西

中学二年男子 青木 颯良 平塚北 塚本 悠太 茅ヶ崎 橋本  基 伊勢原 佐竹  隼 神空会 山田 聖人 神空会 土肥 央宙 中原 藤田 拓真 都筑 岸本 勳道 横浜中央

中学三年男子 佐藤 良太 伊勢原 藤田 元気 横須賀北 中村 星優 神空会 吉井 健太 伊勢原 久保田 蓮 綾瀬 内野雄一朗 相空館 筒井 海斗 川崎 川田 貴大 横浜西

高校生男子 坂崎 聖斗 横浜中央 星野  翔　 神空会 加藤 凌翔 平塚北 飯田 武志 横浜中央 石丸 諒典 川崎 吉川  輝 逗子 渡井 雄翔 横浜西 小野　温記 秦野西

一般男子 袴田 裕士 横浜中央 袴田 健史 横浜中央 瀬戸 秀朗 横須賀北 笹野 由宇 戸塚 永野 風誠 関東学院 岩本 匠平 関東学院 原 伸之介 相州二宮 伊澤  悠 秦野西

低学年男子団体 清川支部 清川 相州二宮支部 相州二宮

高学年男子団体 神空会支部 横浜中央支部 都筑支部A 相州二宮支部 長津田支部 清川支部 横浜支部 都筑支部B

中学生男子団体 神空会支部 伊勢原支部 相州二宮支部 横須賀北支部 清川支部 横浜西支部B 横浜西支部A 長津田支部

小学二年女子 熊沢優希那 神空会 坪内 菜佳 小田原 米田 優花 神空会 鴨頭 結菜 中原 山﨑 千寛 戸塚 笠原　彩乃 神空会

小学三年女子 杉山 莉理 平塚北 服部 心陽 平塚北 籾山 心音 横浜西 澤田 絢香 都筑 石井 絢葉 川崎

小学四年女子 泉山芽唯那 横須賀北 ナポリステラ 中原 塩見 礼葉 中原 加藤英里依 平塚北 東條 小雪 小田原 山田 桃萌 相州二宮 吾妻美代子 茅ヶ崎 佐野 杏奈 高森

小学五年女子 芦田 聖莉 横浜中央 奥野 紗楽 横浜中央 青木さくら 平塚北 奥野 奏良 横浜中央 紺野 玲七 神空会 鈴木 愛衣 清川 藤田帆乃夏 戸塚 石田 夏稀 横須賀北

小学六年女子 横坂こころ 横須賀北 安藤 葉月 清川 冨樫美莉愛 長津田 小林 久乃 長津田 ヨビッチエミリア 川崎 丸茂 杏梨 長津田 生沼 悠菜 綾瀬

中学一年女子 服部  凪 横須賀北 日向野にいな 清川 原田 由菜 清川 富松 夏楓 戸塚 長谷川瑞紀 高森 西澤みのり 平塚北 髙木 れあ 長津田 佐久川彩菜 茅ヶ崎

中学二年女子 倉品こころ 相州二宮 槇野 杏月 伊勢原 福田陽菜乃 川崎 園田 光莉 長津田 時田 愛子 相空館 齋藤 結菜 相州二宮 羽田 涼香 清川 原田 寧々 相州二宮

中学三年女子 栁田 亜衣 神空会 塩見 苺香 中原 松元 瑠渚 川崎 時田 心愛 相空館 横坂おもと 横須賀北 竹之内菜月 西湘

高校生女子 志村 珠妃 創学館 江尻  光 創学館 大野 桃佳 創学館 原  愛惠 相州二宮 宮原 陽咲 相州二宮 髙橋ひなた 小田原

一般女子 平井 美月 創学館 藤田 桃子 横須賀北 飯田 真子 横浜中央 石井 梨玖 関東学院 中村 友香 関東学院 安藤 郁音 平塚北 常泉  蘭 関東学院 梶野悠梨奈 清川

低学年女子団体

高学年女子団体 長津田支部 横浜中央支部 都筑支部 川崎支部 清川支部 相州二宮支部

中学生女子団体 相州二宮支部 横須賀北支部 清川支部
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