
型団体戦　初級(青帯以下)の部

静空塾　A

先鋒 中堅 大将

平田　倫都 ﾋﾗﾀ　ﾘﾝﾄ 松本　心翔 ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾄ 小柴　隆汰 ｺｼﾊﾞ　ﾘｭｳﾀ

静空塾　C

先鋒 中堅 大将

稲村　瀬菜 ｲﾅﾑﾗ　ｾﾅ 加藤　颯琉 ｶﾄｳ　ﾊﾙ 石川　龍馬　 ｲｼｶﾜ　ﾘｮｳﾏ

型団体戦　中・上級(黄帯以上)の部

極真 静岡 本通 B

先鋒 中堅 大将

三澤　航大 ﾐｻﾜ　ｺｳﾀﾞｲ 中見　海斗 ﾅｶﾐ　ｶｲﾄ 左　淳平 ﾋﾀﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

静空塾　B

先鋒 中堅 大将

遠藤　明日菜 ｴﾝﾄﾞｳ　ｱｽﾅ 遠藤　來玲羽 ｴﾝﾄﾞｳ　ｸﾚﾊ 芳川　文太 ﾖｼｶﾜ　ﾌﾞﾝﾀ

NO 道　　場　　名

優勝 6 遠藤　來玲羽 ｴﾝﾄﾞｳ　ｸﾚﾊ 静空塾

準優勝 16 山本　心菜 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｺﾅ 静空塾

3位 2 成川　晃裕 ﾅﾙｶﾜ　ｱｷﾋﾛ 静空塾

3位 10 田中　浩明 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｱｷ 静空塾

優勝 21 中村　香織 ﾅｶﾑﾗ　ｶｵﾘ 極真静岡本通

準優勝 24 山田　伸美 ﾔﾏﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾐ 極真静岡柴田

3位 19 小林　洋子 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｳｺ 極真静岡本通

3位 23 海野　早苗 ｳﾝﾉ　ｻﾅｴ 極真静岡本通

優勝 26 鈴木　花菜 ｽｽﾞｷ　ｶﾅ 真樹道場

準優勝 33 杉山　拓海 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾀｸﾐ 静空塾

3位 29 土屋　颯河 ﾂﾁﾔ　ｿｳｶﾞ 静空塾

3位 35 濱口　蓮太 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾚﾝﾀ 真樹道場

優勝 38 濱口　純汰 ﾊﾏｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝﾀ 真樹道場

準優勝 42 斉藤　野乃 ｻｲﾄｳ　ﾉﾉ 真樹道場

優勝 44 新井　健心 ｱﾗｲ　ｹﾝｼﾝ 静空塾

準優勝 48 岩崎　翔 ｲﾜｻﾞｷ　ｼｮｳ 志風会

3位 47 本田　晃希 ﾎﾝﾀﾞ　ｺｳｷ 静空塾

3位 49 朝倉　希愛 ｱｻｸﾗ　ｷﾗ 静空塾

優勝 54 石川　亜美 ｲｼｶﾜ　ｱﾐ 静空塾

準優勝 51 兵井　凛太郎 ﾋｮｳｲ　ﾘﾝﾀﾛｳ 静空塾

優勝 55 作山　稔茂 ｻｸﾔﾏ　ﾅﾙﾓ 静空塾

準優勝 63 櫻田　希羽 ｻｸﾗﾀﾞ　ﾉﾜ 空手サークル

3位 60 松浦　大云志 ﾏﾂｳﾗ　ﾀｲｼ 究成会

3位 67 八木　めい ﾔｷﾞ　ﾒｲ 静空塾

優勝 74 杉山　世梨奈 ｽｷﾞﾔﾏ　ｾﾘﾅ 極真静岡本通

準優勝 80 中村　百花 ﾅｶﾑﾗ　ﾓﾓｶ 極真静岡本通

3位 69 中野　惟翔 ﾅｶﾉ　ﾕｲﾄ 静空塾

3位 75 稲村　瀬菜 ｲﾅﾑﾗ　ｾﾅ 静空塾

優勝 82 小柴　隆汰 ｺｼﾊﾞ　ﾘｭｳﾀ 静空塾

準優勝 98 窪田　光来 ｸﾎﾞﾀ　ﾐﾗｲ 静空塾

3位 90 宮澤　尊 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾐｺﾄ 静空塾

3位 94 加藤　颯琉 ｶﾄｳ　ﾊﾙ 静空塾

2019　第７回「型」空手道選手権大会　結果一覧

型個人戦

キッズ(白帯)の部　　　　　　　　　　　８名

ジュニア(白帯)の部　　　　　　　　４名

優勝

ジュニア(黄帯)の部　　　　　１7名

一般混合の部　　　　　８名

一般混合上級(緑帯以上)の部　　　　　１２名

ジュニア上級(緑帯以上)の部　　　　　６名

準優勝

優勝

準優勝

選　　手　　名

キッズ(赤・橙帯)の部　　　　　　　　　　１３名

ジュニア(赤・橙帯)の部　　　　　　　　１４名

ジュニア(青帯)の部　　　　　　　　　１７名



NO 道　　場　　名

優勝 6 杉山　陸翔 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾘｸﾄ 極真静岡本通

準優勝 2 北川　柊也 ｷﾀｶﾞﾜ　ｼｭｳﾔ 極真静岡本通

3位 5 田中　穂 ﾀﾅｶ　ﾐﾉﾙ 極真静岡本通

3位 9 山本　将斗 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻﾄ 極真安斎山梨

優勝 16 小野　陽登 ｵﾉ　ﾊﾙﾄ 極真静岡山口

準優勝 15 酒巻　朝杜 ｻｶﾏｷ　ｱｻﾄ 極真静岡本通

3位 12 石川　亜美 ｲｼｶﾜ　ｱﾐ 静空塾

3位 20 福田　昊斗 ﾌｸﾀﾞ　ｿﾗﾄ 極真静岡山口

優勝 25 三澤　巧弥 ﾐｻﾜ　ｺｳﾔ 極真静岡本通

準優勝 22 植田　健充 ｳｴﾀﾞ　ﾀｹﾙ 松原道場

優勝 28 小野　颯太 ｵﾉ　ｿｳﾀ 極真静岡山口

準優勝 32 海野　慶斗 ｳﾝﾉ　ｹｲﾄ 極真静岡本通

優勝 35 珍田　亮仁 ﾁﾝﾀﾞ　ﾘｮｳｼﾞ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

準優勝 37 新村　侑弥 ｼﾝﾑﾗ　ﾕｳﾔ 松原道場

優勝 43 中村　陽翔 ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾙﾄ 極真静岡本通

準優勝 39 五十嵐　朔 ｲｶﾞﾗｼ　ｻｸ 極真静岡本通

優勝 44 伊東　ひかり ｲﾄｳ　ﾋｶﾘ 神武館野村道場

優勝 48 成川　晃裕 ﾅﾙｶﾜ　ｱｷﾋﾛ 静空塾

優勝 50 佐藤　賢信 ｻﾄｳ　ｹﾝｼﾝ 静空塾

優勝 52 下山　翔 ｼﾓﾔﾏ　ｼｮｳ 静空塾

優勝 64 菊池　善 ｷｸﾁ　ｾﾞﾝ 神武館野村道場

準優勝 56 河上　銀司 ｶﾜｶﾐ　ｷﾞﾝｼﾞ 神武館野村道場

3位 59 西川　航生 ﾆｼｶﾜ　ｺｳｾｲ 三島函南高橋道場

3位 67 山本　凱士 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｲﾄ 神武館野村道場

優勝 77 田中　樹 ﾀﾅｶ　ｲﾂｷ 神武館野村道場

準優勝 71 佐藤　蒼也 ｻﾄｳ　ｿｳﾔ 神武館野村道場

3位 70 山下　桜介 ﾔﾏｼﾀ　ｵｳｽｹ 松原道場

3位 73 田中　洵乃介 ﾀﾅｶ　ｼｭﾝﾉｽｹ 神武館野村道場

優勝 84 折原　漸 ｵﾘﾊﾗ　ｾﾞﾝ 静空塾

準優勝 78 杉山　虎太朗 ｽｷﾞﾔﾏ　ｺﾀﾛｳ 静空塾

3位 81 飯塚　瑛仁 ｲｲﾂﾞｶ　ｱｷﾋﾄ 静空塾

3位 86 西宮　楽 ﾆｼﾐﾔ　ﾗｸ 極真静岡柴田

優勝 90 川瀬　大貴 ｶﾜｾ　ﾀﾞｲｷ 神武館野村道場

準優勝 93 松浦　大云志 ﾏﾂｳﾗ　ﾀｲｼ 究成会

優勝 98 山本　凌己 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｷ 究成会

準優勝 99 髙橋　虎太郎 ﾀｶﾊｼ　ｺﾀﾛｳ 神武館野村道場

優勝 102 佐藤　汐香 ｻﾄｳ　ｼｵｶ 真樹道場

2019　第４回ニューフェイスﾄｰﾅﾒﾝﾄ新人戦　結果一覧

小学５・６年男子初級の部　　　　　５名

小学５・６年女子初級の部　　　　　３名

選　　手　　名

小学５年男子中級(無差別)の部　　　　　　１０名

小学３年初級(男女混合無差別)の部　　　　　１０名

小学６年男子中級（無差別)の部　　　　　６名

小学４年初級(男女混合無差別)の部　　　　　６名

小学３年男子中級(無差別)の部　　　　　６名

小学２年初級(男女混合無差別)の部　　　　　７名

小学1年男子中級(無差別)の部     ４名　　　　　

小学２・３年女子中級(無差別)の部

小学４年男子中級(無差別)の部　　　３名

中学男子中級(５０㎏未満)の部　　　　　　２名

中学男子中級(５０㎏以上)の部　　　　　　２名

小学１年初級(男女混合無差別)の部　　　　　１３名

幼年中級(男女混合無差別)の部　　　　　　　　１２名

小学２年男子中級(無差別)の部　　　　　１０名



２０１９　道場対抗「組手」団体戦

静空塾　B

先鋒 中堅 大将

石川　友聖 ｲｼｶﾜ　ﾕｳｾｲ 芦川　瑛大 ｱｼｶﾜ　ｴｲﾀ 田中　優多 ﾀﾅｶ　ﾕｳﾀ

静空塾　A

先鋒 中堅 大将

山本　紗菜 ﾔﾏﾓﾄ　ｽｽﾞﾅ 杉山　煌太 ｽｷﾞﾔﾏ　ｺｳﾀ 山本　心菜　 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｺﾅ

神武館野村道場　B

先鋒 中堅 大将

佐久間　蕾希 ｻｸﾏ　ﾗｲｷ 鈴木　恕生 ｽｽﾞｷ　ｼﾞｮｲ 髙橋　善 ﾀｶﾊｼ　ｾﾞﾝ

静空塾　C

先鋒 中堅 大将

吉澤　拓星 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾀｸﾄ 吉澤　直輝 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 吉澤　杏織 ﾖｼｻﾞﾜ　ｱﾝﾘ

３位

優勝

準優勝

３位


