
第10回神奈川県空手道選手権大会　結果   2014年11月16日（日）横浜文化体育館

階級名
年中 増田　蒼亮 如水會館 五十嵐　寿俊 勇進会 近藤　日向 極真城南田町 佐久間　陸翔 極真埼玉木村

年長初中級 金子　琥太朗 MAC本部 有吉　優 白蓮湘南鎌倉 武井　大将 極真城東高砂 芝崎　大翔 極真栃木

年長上級 上岡　遙人 極真栃木大平 飯野　蕾和 MAC横浜仲町台

小1初級 辻　浩優 芦原会館千葉大宮 荒川　琉人 極真栃木大平 杉浦　魁生 MAC横浜中山 梅ヶ谷　颯太 極真神奈川港北

小1中級 藤森　玲次 光誠会 鈴江　隼登 義和流拳法

小1上級 野見山　嘉瞳 白蓮湘南鎌倉 波木井　陽夏 白蓮湘南鎌倉

小2初級 齋藤　新 西山道場 菅波　夏綺 波立塾 廣住　龍神 極真東京佐藤 河原　琉生 極真神奈川座間

小2中級 鈴木　斗大 極真安斎福島 三木　侑月 西山道場 伊藤　貴子 極真神奈川港北 鈴木　竜哉 正真会

小2上級 大場　孔揮 勇進会 笠谷　陸斗 極真館さいたま環状 杉山　友亮 西山道場 鵜沢　向日葵 勇進会

小3初級 西山　月人 渡邊道場 小澤　隼人 極真館さいたま環状 松本　風毅 波立塾 渡部　瑠太 極真神奈川野庭

小3中級 尾場　晴太 MAC本部 吉田　渓人 KWF極真会館 金城　聖昌 光誠会 田村　岳 MAC本部

小3上級 東郷　新平 義和流拳法 山下　夏海 白蓮湘南鎌倉 内田　怜児 極真埼玉木村 佐久間　大翔 極真埼玉木村

武本　悠汰 白蓮横浜北 山中　拓人 白蓮横浜北 國枝　倖輔 白蓮横浜北 早坂　天斗 白蓮横浜北

国友　拓斗 正真会 久保　勇斗 極真東京佐藤 大島　康晴 武心塾 塚野　陽斗 波立塾

小4中級 藤森　俊輔 光誠会 菅波　悠斗 波立塾

小4女子上級34㎏未満 渡辺　美月 相模原鈴木道場 吉田　優輝 吉田塾

小4女子上級34㎏以上 山田　夏乃音（試合不成立) 極真栃木佐野

小4男子上級34㎏未満 江口　勇太 勇進会 宮本　皐央 極真神奈川港北

小4男子上級34㎏以上 上　神楽 光誠会 佐瀬　慎之介 勇進会

小5初中級38㎏未満 山口　叶和 カラテスクール 松沢　城太朗 武心塾 春山　華 カラテスクール 本田　昂誠 武心塾

小5初中級38㎏以上 横山　瑛音 MAC横浜仲町台 杉浦　京花 MAC横浜中山

小5女子上級38㎏未満 羽倉　夢姫 極真城南武蔵小山 吉見　藍綺 志優会

小5女子上級38㎏以上 上野　耀子 極真栃木真岡 落合　柚月 極真神奈川港北

小5男子上級38㎏未満 池田　健将 極真神奈川座間 石澤　大輝 極真栃木足利 沖本　陽生 MAC横浜仲町台 小林　直生 極真宮城

小5男子上級38㎏以上 星野　力也 土方道場 鈴木　雄山 極真栃木大田原

小6初中級43㎏未満 大出　翔汰 極真神奈川港北 小泉　凜 極真神奈川野庭 長谷山　大翔 極真神奈川座間 和田　夢果 無真会

小6初中級43㎏以上 松本　直大 MAC宮前平 石川　悠生 拳摯会

小6女子上級43㎏未満 坂上　穂乃香 極真埼玉木村 齊藤　瑠美 極真東京佐藤

小6女子上級43㎏以上 藤原　見奈巳 武心塾カラテ 金丸　優奈 士衛塾山梨

小6男子上級43㎏未満 川﨑　郁泉 MAC本部 渡部　海 極真栃木大平

小6男子上級43㎏以上 伊藤　隼斗 KWF極真会館 福永　匠真 KWF極真会館

中1女子47㎏未満 宮井　梨緒 極真城東新小岩 浅古　妃美香 極真埼玉木村

中1女子47㎏以上 鈴木　里歩 SKC武心館 埴原　愛深 士衛塾山梨

中1男子50㎏未満 原　鉄馬 極真神奈川座間 永嶋　克成 KWF極真会館

中1男子50㎏以上 志賀　幸弘 波立塾 野﨑　寛翔 極真埼玉木村

中2･3女子52㎏未満 大田　真子 西山道場 藤巻　明日香 士衛塾山梨

中2･3男子55㎏未満 宮本　葵央 極真神奈川港北 児玉　尋 志友会館

中2･3男子55㎏以上 福田　勝紀 極真栃木真岡 山田　俊 KWF極真会館

高1男子60kg未満 和多　勇紀 極真館さいたま環状 佐藤　遼河 精鋭會

高1男子60kg以上 藤田　恵佑（試合不成立) 極真神奈川港北

高2・3男子65kg未満 古木　誠也（高3の為対象外） 空真会 飯塚　諒太 カラテスクール

一般女子初級50kg未満 江川　恵 正吾塾

一般女子上級50kg以上 樋口　朱里 相模原鈴木道場

壮年男子初級70㎏未満 今澤　正幸 士衛塾山梨

壮年男子初級70㎏以上 小島　達哉 正真会

壮年男子中級70㎏未満 宮本　優一 SKC武心館 高橋　政男 SKC武心館

壮年男子中級70㎏以上 齊藤　雄彦 極真埼玉木村

壮年男子上級70㎏未満 新井　晴一 極真埼玉木村 山田　智彦 天狗クラブ

壮年男子上級70㎏以上 佐藤　育志 武心塾 深澤　祐樹 極真東京川端

一般男子中級70kg未満 西山　駿太 天狗クラブ 柳田　政雄 極真埼玉木村

一般男子中級70kg以上 菅野　智之 極真神奈川港北

一般男子上級70kg未満 掛水　雄太 極真東京川端

一般男子上級70kg以上 内田　隆洋 拳摯会

第7回全日本大会出場権獲得者 赤字：入賞はしていないが、全日本代表権を獲得した人
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