
クラス 優勝 名前 道場名 準優勝 名前 道場名 第３位 名前 道場名 第３位 名前 道場名

幼年(年中)の部　　　　　　　　　　　　　６名 290 井上　豪 光誠会 288 尾澤　映人 静空塾

幼年(年長)の部　　　　　　　　　　　　１２名 295 小野　一翔 極真会館　神奈川県　井上道場 298 古田　悠真 極真会館　神奈川県　井上道場 292 新實　礼磨 立志会 301 加藤　大知 松原道場

小学1年男子(無差別)の部　　　　　１３名 310 齋藤　歩斗 芦原会館 317 津川　大 ノーティーカラテアカデミー 307 城取　楽太朗 松原道場 313 仲田　琉尚 静空塾

小学1年女子(無差別) の部　　　 　　３名 304 大久保　椎珂 野澤道場

小学２年男子(無差別)の部　　　　　１６名 26 山口　叶来也 フルコンタクトカラテスクール 12 中村　圭吾 光山会 15 野添　裕誠 極真会館　静岡県　山口道場 19 藤田　彪真 光山会

小学２年女子(無差別)の部  　　　　　５名 2 髙橋　依都 拳聖会　渡邉道場 5 遠藤　明日菜 静空塾

小学３男子(無差別)の部　　　　　　３５名 64 吹上　優天 光山会 50 黒田　征嗣 宮野道場 42 沖野　修大 ノーティーカラテアカデミー 70 増子　遼大 実戦空手道　優心塾

小学３女子(無差別)の部　　　　　　　５名 10 堀本　穂稀 実戦空手道　心温塾 6 日髙　由菜 正道会館　健明館

小学４年男子(３０㎏未満)の部　　　１１名 32 石原　翔 白蓮会館　湘南鎌倉支部 30 各務　壮祐 極真会館　浜井派　石川道場 27 多和　志清 正道会館　健明館 36 小久江　侍勇 峰武塾

小学４年男子(３０㎏以上)の部　　　１７名 83 筒井　悠道 極真会館　神奈川県　井上道場 77 髙﨑　駿 実戦空手道　心温塾 79 池本　一翔 真樹道場　愛知本部 87 小林　元輝 極真会館　東京都　佐藤道場

小学４年女子(３０㎏未満)の部　　　　６名 151 板津　杏奈 ノーティーカラテアカデミー 148 佐野　珠凛 武道空手　練

小学４年女子(３０㎏以上)の部　　　　４名 91 大久保　芹衣 野澤道場 92 野口　由里愛 極真会館　神奈川県　井上道場

小学５年男子(３５㎏未満)の部　　　１７名 94 山本　一心 芦原会館 105 小金澤　亮馬 極真拳武會　さいたま中央支部 99 山﨑　隆生 真士会 107 伊藤　大翔 ノーティーカラテアカデミー

小学５年男子(３５㎏以上)の部　　 　８名 160 山内　竜徳 闘英館 163 堀本　祐惺 実戦空手道　心温塾 158 額田　竜輝 芦原会館 164 倉内　拓人 峰武塾

小学５年女子(３５㎏未満)の部　　　１１名 137 佐野　瑞祇 フルコンタクトカラテスクール 142 重松　凜 実戦空手道　優心塾 141 井出　朝陽 神武館　野村道場 145 ＰＨＡＮ　ＭＡＹＵＭＩ 真樹道場　横浜南

小学５年女子(３５㎏以上)の部　　　　７名 176 齋藤　絆菜 飛馬道場 180 吉澤　杏織 静空塾

小学６年男子(４０㎏未満)の部 　　　１２名 128 三木　侑月 芦原会館 134 齋藤　新 芦原会館 127 松田　悠吾 武道空手　練 132 板津　彰人 ノーティーカラテアカデミー

小学６年男子(４０㎏以上)の部　　　１４名 112 茂木　琉空斗 武道空手　練 118 鈴木　麗空歩 極真会館　静岡県　山口道場 115 上江洲　請羽 拳勢会 124 坂東　龍之介 韓道場　

小学６年女子(４０㎏未満)の部　　　　８名 166 富岡　葉琉 芦原会館 170 由井　園海 北晋寺西道場 169 土屋　更紗 静空塾 172 池田　璃月 芦原会館

小学６年女子(４０㎏以上)の部　　　　４名 155 北　幸 実戦空手道　優心塾 157 廣瀬　月渚 実戦空手道　優心塾

中学１年男子(４５㎏未満)の部　　　１２名 192 八木　海友 実戦空手道　優心塾 185 由井　嶺海 北晋寺西道場 181 高林　蓮斗 実戦空手道　優心塾 188 佐々木　翔怜 長泉空手クラブ

中学１年男子(４５㎏以上)の部　　　　５名 215 飯尾　梨頭夢 光山会 213 古谷　優空 淑徳巣鴨

中学２・３年男子(５５㎏未満)の部　１０名 200 皆本　丈 覇道會館 196 佐藤　聖汰 実戦空手道　優心塾 193 仲田　琉是 静空塾 199 濱口　蓮太 真樹道場　横須賀支部

中学２・３年男子(５５㎏以上)の部　　９名 205 平出　和紀 武道空手　練 208 岸　蔵之介 実戦空手道　優心塾 203 忠政　威吹 淑徳巣鴨 209 佐藤　遼也 武道空手　練

中学１年女子(無差別)の部　　　　　　６名 217 吉田　すず 武道空手　練 222 馬本　真衣 北晋寺西道場

中学２・３年女子(無差別)の部　　　　５名 225 砂川　樹璃 淑徳巣鴨 224 金丸　萌 極真会館　安斎道場

高校男子(軽量級)の部　　　　　　　　６名 263 岸　凜太朗 実戦空手道　優心塾 261 由井　嶽海 北晋寺西道場

高校男子(重量級)の部　　　　　　　　４名 278 土屋　正輝 ＫＷＦ極真会館 281 福永　匠真 ＫＷＦ極真会館

第８回東海・南関東空手道選手権大会　結果



シニア(軽・中量級)の部　　　　　　　　９名 230 樋川　洋一 極真会館　安斎道場 234 尾崎　知器 宮野道場 229 中尾　学 ＫＷＦ極真会館 233 大村　勝 新極真会　静岡支部

シニア(重量級)の部　　　　　　　　　　８名 238 鈴木　武彦 空手道　天狗クラブ 243 内藤　昌彦 命武會 239 石田　彰 神武館　大木道場 241 田中　啓二 神武館　野村道場

一般女子(軽量級)の部　　　　　　　　５名 268 伊藤　帆南 士衛塾　山梨 267 細谷　希花 淑徳巣鴨

一般女子(重量級)の部　　　　　　　　７名 245 横塚　怜奈 実戦空手道　優心塾 250 鈴木　花菜 真樹道場　横須賀支部

一般男子(軽量級)の部 　　　　　　　 ４名 282 古木　誠也 翔拳塾　相模原道場 285 君塚　烈周 ＫＷＦ極真会館

一般男子(中量級)の部　　　　　　　　８名 253 片桐　大也 淑徳巣鴨 257 加藤　達也 実戦空手道　優心塾 254 河野　公彦 極真拳武會　五反田中延支部 258 山道　義尚 極真会館　浜井派　愛知本部

一般男子(重量級)の部　　　　　　　　６名 272 井本　滉樹 宮野道場 275 松岡　海 極真拳武會本部　蒲田道場

小学１年(初級)男女混合の部　　　１７名 336 守屋　蒼助 極真会館　静岡県　山口道場 321 高橋　尚暉 実戦空手道　優心塾 326 中尾　太亮 ＫＷＦ極真会館 331 渡辺　心望 空手道　颯

小学２年(初級)男女混合の部　　　１７名 353 尾澤　頼人 静空塾 337 小林　夕馬 長泉空手クラブ 345 芝田　善翔 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部 349 前田　凌珂 清竜会

小学３年(初級)男女混合の部　　　１７名 371 本田　琥太郎 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部 370 鵜澤　周 清竜会 364 中尾　友咲 ＫＷＦ極真会館 378 村岡　暁翔 極真会館　神奈川県　井上道場

小学４年(初級)男女混合の部　　　　９名 359 永井　丈晴 武心塾カラテ　茅ヶ崎海岸支部 354 青柳　伊織 清竜会 357 樋川　げんき 極真会館　安斎道場 361 髙橋　黎桜 拳聖会　渡邉道場

小学５・６年男子(初級)の部　　　　　４名 385 服部　蒼空 静空塾 384 佐藤　賢信 静空塾

小学５・６年女子(初級)の部　　　　　３名 380 寺尾　天 静空塾

MVP 282 古木　誠也 翔拳塾　相模原道場

敢闘賞 278 土屋　正輝 ＫＷＦ極真会館

技能賞 128 三木　侑月 芦原会館


