
第九回　神奈川県空手道親善大会　平塚

一位 支部 二位 支部 三位 支部 敢闘賞4 支部

幼年男女 弓長 敢 （戸塚支部） 藤田 隼颯 （戸塚支部） 上野朔太朗 （横須賀北支部） 中村 悠星 （神空会支部）

小学一年男子 小川 颯大 （秦野西支部） 児玉 悠輔 （中原支部） 大日方 陸 （高森支部） 大舘 那緒 （横須賀北支部）

小学二年男子 高村 智将 （横浜中央支部） 菅 真衣嘉 （神空会支部） 佐々木 駿 （戸塚支部） 一関 天 （相模原支部）

小学三年男子 川元 陽翔 （横浜中央支部） 三島 暖大 （本牧支部） 柳井 惣太 （横浜支部） 斎藤 快成 （横浜中央支部）

小学四年男子 堀口 晴 （平塚北支部） 佐藤 太智 （横浜支部） 辛島 輝心 （横浜支部） 津山 拓夢 （茅ヶ崎支部）

小学五年男子 榊原 聖冬 （戸塚支部） 権田 眞大 （相模原支部） 四倉 翔太 （平塚北支部） 葉山 泰成 （横浜中央支部）

小学六年男子 長島 晟矢 （平塚北支部） 青木 颯良 （平塚北支部） 尾身 一夢 （中原支部） 田中瑚那斗 （相空館）

中学生男子 臼井 大樹 （平塚北支部） 希代 流弥 （戸塚支部） 橋本 優飛 （相模原支部） 松村 樹皐 （西湘支部）

高校生・一般男子(四級以下) 阿部 将宏 （都筑支部） 高梨 泰成 （中原支部） 村田 健 （相州二宮支部） 信重 諒 （秦野西支部）

高校生・一般男子(三級以上) 江澤 裕之 （戸塚支部） 高岡信之輔 （秦野西支部） 篠原 芳雄 （戸塚支部） 川野 伸一 （小田原支部）

小学一二年女子 加藤英里依 （平塚北支部） 東條 小雪 （小田原支部） ナポリ ステラ （中原支部） 加藤 聖恩 （横浜西支部）

小学三四年女子 倉品ほのか （茅ヶ崎支部） 藤田帆乃夏 （戸塚支部） 小林 美咲 （長津田支部） 鈴木 愛衣 （秦野西支部）

小学五六年女子 原田 由菜 （秦野西支部） 西澤みのり （平塚北支部） 希代 杏奈 （戸塚支部） 佐藤 凜 （秦野渋沢支部）

中学生女子 奥海 彩乃 （戸塚支部） 時田 心愛 （相空館） 大舘 結依 （横須賀北支部）

高校生・一般女子(四級以下) 鈴木めぐみ （茅ヶ崎支部） 武松 良子 （小田原支部） 佐藤美智子 （中原支部） 中島まゆみ （都筑支部）

高校生・一般女子(三級以上) 澤口恵理子 （戸塚支部） 大関 悦子 （中原支部） 渡邊亜弥子 （横須賀北支部） 角川 碧海 （西湘支部）

親子形一部 梅田ファミリー （神空会支部） 生沼ファミリー （綾瀬支部） 岩浪ファミリー （相州二宮支部） 中島ファミリー （都筑支部）

親子形二部 阿部ファミリー （都筑支部） 髙橋ファミリー （西湘支部） 新木ファミリー （伊勢原支部） 坪内ファミリー （小田原支部）

兄弟形一部 倉品兄弟 （茅ヶ崎支部） 加藤兄弟 （平塚北支部） 紺野兄弟 （神空会支部） 中村兄弟 （神空会支部）

兄弟形二部 野田部兄弟 （横浜西支部） 東條兄弟 （小田原支部） 川邉兄弟 （横須賀北支部） 葉山兄弟 （横浜中央支部）

形



一位 支部 二位 支部 三位 支部 敢闘賞4 支部

幼年男女 藤田 隼颯 （戸塚支部） 熊沢優希那 （神空会支部） 弓長 敢 （戸塚支部） 桑子桜斗花 （戸塚支部）

小学一年男子 小川 颯大 （秦野西支部） 大舘 那緒 （横須賀北支部） 児玉 悠輔 （中原支部） 古島 直治 （平塚北支部）

小学二年男子 渡辺　貴羅 （相模原支部） 赤尾 悠心 （相州二宮支部） 上村祐一朗 （高森支部） 濱田 想士郎 （長津田支部）

小学三年男子 川元 陽翔 （横浜中央支部） 一石 航平 （神空会支部） 三島 暖大 （本牧支部） 五十嵐渡塁 （伊勢原支部）

小学四年男子 濱田 誠士郎 （長津田支部） 竹谷 優希 （中原支部） ルカス ズニガ （西湘支部） 堀口 晴 （平塚北支部）

小学五年男子 舟木 大河 （相州二宮支部） 榊原 聖冬 （戸塚支部） 崎川真之介 （高森支部） 大日方 駿 （高森支部）

小学六年男子 尾身 一夢 （中原支部） 青木 颯良 （平塚北支部） 宮﨑 朋也 （横浜西支部） 尾身 一咲 （中原支部）

中学生男子 臼井 大樹 （平塚北支部） 松村 樹皐 （西湘支部） 希代 流弥 （戸塚支部） 橋本 優飛 （相模原支部）

高校生・一般男子(四級以下) 信重 諒 （秦野西支部） 柴山 晴彦 （本牧支部） 高梨 泰成 （中原支部） 鴨頭 直史 （中原支部）

高校生・一般男子(三級以上) 渡辺 倫久 （戸塚支部） 江澤 裕之 （戸塚支部） 篠原 芳雄 （戸塚支部） 川野 伸一 （小田原支部）

小学一二年女子 東條 小雪 （小田原支部） 塩見 礼葉 （中原支部） ナポリ ステラ （中原支部） 山田 桃萌 （茅ヶ崎支部）

小学三四年女子 小林 美咲 （長津田支部） 倉品ほのか （茅ヶ崎支部） 籾山 琴音 （横浜西支部） 長島 優奈 （平塚北支部）

小学五六年女子 佐藤 凜 （秦野渋沢支部） 時田 愛子 （相空館） 西澤みのり （平塚北支部） 原田 由菜 （秦野西支部）

中学生女子 奥海 彩乃 （戸塚支部） 時田 心愛 （相空館） 大舘 結依 （横須賀北支部）

高校生・一般女子(四級以下) 中島まゆみ （都筑支部） 山崎 真澄　 （戸塚支部） 佐藤美智子 （中原支部） 武松 良子 （小田原支部）

高校生・一般女子(三級以上) 藤田美奈子 （都筑支部） 橋詰 千晴 （横須賀北支部） 渡邊亜弥子 （横須賀北支部） 臼井ゆり子 （西湘支部）

組
　
手


