
2020　第8回「型」空手道選手権大会　結果一覧

型団体戦　初級(青帯以下)の部

静空塾

先鋒 中堅 大将

松本　心翔 作山　稔茂 海野　我空

ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾄ ｻｸﾔﾏ　ﾅﾙﾓ ｳﾝﾉ　ｶﾞｸ

型団体戦　中・上級(黄帯以上)の部

極真手塚グループB

先鋒 中堅 大将

今津　亜紀 松永　理愛 岩間　穂奏

ｲﾏﾂﾞ　ｱｷ ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾉｱ ｲﾜﾏ　ﾎﾉｶ

極真手塚グループA

先鋒 中堅 大将

富岡　直生 佐川　百々華 佐々木　絢実

ﾄﾐｵｶ　ﾅｵ ｻｶﾞﾜ　ﾓﾓｶ ｻｻｷ　ｱﾐ

道　　場　　名

青帯混合の部　　　　　8名

優勝 松本　心翔 ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾄ 静空塾

準優勝 龍崎　太亮 ﾘｭｳｻﾞｷ　ﾀﾞｲｽｹ 究成会

3位 小川　聖奈 ｵｶﾞﾜ　ｾﾅ 静空塾

3位 新井　麻央 ｱﾗｲ　ﾏｵ 静空塾

黄帯混合の部　　　　　11名

優勝 成川　晃裕 ﾅﾙｶﾜ　ｱｷﾋﾛ 静空塾

準優勝 小柴　隆汰 ｺｼﾊﾞ　ﾘｭｳﾀ 静空塾

3位 平田　倫都 ﾋﾗﾀ　ﾘﾝﾄ 静空塾

3位 横山　竜輝 ﾖｺﾔﾏ　ﾀﾂｷ 究成会

ジュニア上級(緑帯以上)の部　　　　　11名

優勝 中見　瀬斗 ﾅｶﾐ　ﾗｲﾄ 極真静岡長澤道場

準優勝 遠藤　來玲羽 ｴﾝﾄﾞｳ　クレハ 静空塾

3位 岩間　穂奏 ｲﾜﾏ　ﾎﾉｶ 極真手塚グループ

3位 松永　理愛 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾉｱ 極真手塚グループ

一般上級(緑帯以上)の部　　　　　１２名

優勝 濱口　蓮太 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾚﾝﾀ 真樹道場横須賀

準優勝 鈴木　花菜 ｽｽﾞｷ　ｶﾅ 真樹道場横須賀

選　　手　　名

型個人戦

優勝

優勝

準優勝



3位 中見　海斗 ﾅｶﾐ　ｶｲﾄ 極真静岡長澤道場

3位 佐々木　翔怜 ｻｻｷ　ﾄﾜ 極真手塚グループ

白帯ジュニアの部　　　　　　　　10名

優勝 山村　美有 ﾔﾏﾑﾗ　ﾐﾕ 極真静岡山口道場

準優勝 吉岡　結友 ﾖｼｵｶ　ﾕﾕ 空手サークル

3位 守野　改律 ﾓﾘﾉ　ｶｲﾘ 空手サークル

3位 吉岡　美羽 ﾖｼｵｶ　ﾐｳ 空手サークル

白帯一般の部　　　　　3名

優勝 松永　桂奈 ﾏﾂﾅｶﾞ　ｶﾅ 極真手塚グループ

赤・橙帯ジュニアの部　　　　　　　　11名

優勝 石川　亜美 ｲｼｶﾜ　ｱﾐ 静空塾

準優勝 新井　健心 ｱﾗｲ　ｹﾝｼﾝ 静空塾

3位 山口　丈瑠 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｹﾙ 極真手塚グループ

3位 小川　結愛 ｵｶﾞﾜ　ﾕｱ 静空塾

青帯ジュニアの部　　　　　　　　　13名

優勝 作山　稔茂 ｻｸﾔﾏ　ﾅﾙﾓ 静空塾

準優勝 海野　我空 ｳﾝﾉ　ｶﾞｸ 静空塾

3位 山本　紗菜 ﾔﾏﾓﾄ　ｽｽﾞﾅ 静空塾

3位 鏡　兎月 ｶｶﾞﾐ　ｳﾙﾙ 極真手塚グループ

組手 道　　場　　名

幼年年少の部　　　　　　　　4名

優勝 野坂　恒太 ﾉｻｶ　ｺｳﾀ 静空塾

準優勝 Matiheo Vetu ﾏﾃｵ　ﾍﾞﾄｳ 静空塾

幼年年中(男女混合)の部　　　　　　　　6名

優勝 木野内　苑十 ｷﾉｳﾁ　ｴﾝｼﾞｭ 静空塾

準優勝 遠藤　蒼士 ｴﾝﾄﾞｳ　ｿｳｼ 静空塾

幼年年長の部　　　　　　　　4名

優勝 今成　清心 ｲﾏﾅﾘ　ｾｲｺﾞ 神武館野村道場

準優勝 渡辺　朝日 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｻﾋ 極真手塚グループ

小学１年初心(男女混合)の部　　　　　14名

優勝 山本　空羅 ﾔﾏﾓﾄ　ｿﾗ 神武館野村道場

準優勝 川島　諒飛 ｶﾜｼﾏ　ｱｻﾋ 究成会

3位 二宮　優香子 ﾆﾉﾐﾔ　ﾕｶｺ 静空塾

3位 山本　琉偉 ﾔﾏﾓﾄ　ﾙｲ 神武館野村道場

小学1年男子初・中級の部     12名　　　　　

優勝 佐藤　蒼也 ｻﾄｳ　ｿｳﾔ 神武館野村道場

選　　手　　名

2020　第5回ニューフェイストーナメント新人戦



準優勝 田中　洵乃介 ﾀﾅｶ　ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 神武館野村道場

3位 宮﨑　泰粋 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾀｲｷ 静空塾

3位 山下　桜介 ﾔﾏｼﾀ　ｵｳｽｹ 松原道場

小学２年初心(男女混合)の部　　　　　8名

優勝 山口　丈瑠 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｹﾙ 極真手塚グループ

準優勝 西島　琉煌 ﾆｼｼﾞﾏ　ﾘｭｳｷ 静空塾

3位 小林　一輝 ｺﾊﾞﾔｼ　ｲﾂｷ 静空塾

3位 小川　結愛 ｵｶﾞﾜ　ﾕｱ 静空塾

小学２年初・中級の部　　　　　11名

優勝 山本　凱士 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｲﾄ 神武館野村道場

準優勝 山本　凌己 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｷ 究成会

3位 Benjamin Vetu ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ　ﾍﾞﾄｳ　 静空塾

3位 三浦　吏乃音 ﾐｳﾗ　ﾘﾉﾝ 究成会

小学３・４年女子初・中級の部　　　　　2名

優勝 石川　亜美 ｲｼｶﾜ　ｱﾐ 静空塾

小学３年男子初・中級の部　　　　　14名

優勝 井上　颯大 ｲﾉｳｴ　ｿｳﾀ 究成会

準優勝 折原　漸 ｵﾘﾊﾗ　ｾﾞﾝ 静空塾

3位 古山　睦都 ﾌﾙﾔﾏ　ﾑﾂ 究成会

3位 宮代　万智人 ﾐﾔｼﾛ　ﾏﾁﾄ 静空塾

小学４年男子初・中級の部　　　10名

優勝 山村　知輝 ﾔﾏﾑﾗ　ﾄﾓｷ 極真静岡山口道場

準優勝 新村　侑弥 ﾆｲﾑﾗ　ﾕｳﾔ 松原道場

3位 小林　夕馬 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳﾏ 極真手塚グループ

3位 木野内　愛夢 ｷﾉｳﾁ　ｱｲﾑ 静空塾

小学５年男子初・中級の部　　　　　　9名

優勝 成川　晃裕 ﾅﾙｶﾜ　ｱｷﾋﾛ 静空塾

準優勝 小野　陽登 ｵﾉ　ﾊﾙﾄ 極真静岡山口道場

3位 赤澤　暖人 ｱｶｻﾞﾜ　ﾊﾙﾄ 神武館大木道場

3位 伊奈　龍空翔 ｲﾅ　ﾘｸﾄ 静空塾

小学５年女子初・中級の部　　　　　4名

優勝 伊東　みちる ｲﾄｳ　ﾐﾁﾙ 神武館野村道場

準優勝 小川　聖奈 ｵｶﾞﾜ　ｾﾅ 静空塾

小学６年男子初・中級の部　　　　　4名

優勝 市川　雷善 ｲﾁｶﾜ　ﾗｲｾﾞﾝ 松原道場

準優勝 田村　匠 ﾀﾑﾗ　ﾀｸﾐ 静空塾
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