
２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名

１部

Ａコート 1 深井　晴翔 フカイ　ハルト 極真拳武會城南品川支部

2 古田　真都 フルタ　マナト 極真会館神奈川県井上道場

3 佐藤　夢歩 サトウ　ムウト 静空塾

4 西川　颯人 ニシカワ　ハヤト 極真拳武會城南品川支部

5 Ｍａｔｔｈｅｏ　Ｖｅｔｕ マテオ　ベトウ 静空塾

6 野坂　恒大 ノザカ　コウタ 静空塾

7 小澤　一翔 オザワ　イット 極真拳武會城南品川支部

8 稲住　悠 イナズミ　ハルト 正道会館矢島道場

9 朝倉　光琉 アサクラ　ヒカル 静空塾

10 鈴木　マイル スズキ　マイル 神武館野村道場

11 加藤　笑麗 カトウ　エミリ 静空塾

12 松本　明日翔 マツモト　アスト 極真拳武會城南品川支部

13 松浦　倖功也 マツウラ　サクヤ 究成会

14 桑原　吏々杜 クワハラ　リリト 究成会

15 井上　和花 イノウエ　ワカ 究成会

16 柴田　光 シバタ　ヒカリ 究成会

17 平山　満月 ヒラヤマ　ミヅキ 神武館大木道場

18 落合　理玖哉 オチアイ　リクヤ 神武館野村道場

19 田島　光来大 タジマ　アラタ 正道会館矢島道場

20 森　歩望 モリ　アユム 静空塾

21 成田　龍伍 ナリタ　リュウゴ ＫＷＦ日本本部

22 丸橋　幸真 マルハシ　コウマ 国際総合武道拳気道会

23 林　奏氏朗 ハヤシ　ソウシロウ 極真会館手塚グループ静岡

24 上田　青 ウエダ　アオ 新極真会富士道場

25 榎根本　怜 エネモト　レイ 極真拳武會城南品川支部

26 榎本　祐亮 エノモト　ユウスケ 白蓮会館湘南鎌倉支部

27 角田　大真 ツノダ　ハルマ 佐藤塾静岡支部沼津道場

小学１年男子（初・中級）の部　　　　　１１名

選　　手　　名

幼年年長（男女混合）（無差別）の部　　　　　１１名

幼年年中（男女混合）（無差別）の部　　　　　４名

小学1年女子(初・中級）の部　　　　　　２名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

28 秋山　悠翔 アキヤマ　ハルト 神武館大木道場

29 岩﨑　葵陸 イワサキ　カイリ 静空塾

30 磯野　稜介 イソノ　リョウスケ 駿河空手會

31 前田　真成 マエダ　サダナリ 極真会館手塚グループ静岡

32 山木　煌大 ヤマキ　コウダイ 実戦空手大場道場

33 中道　百春 ナカミチ　モモハル 芦原会館静岡県東部支部

34 菊地　健斗 キクチ　ケント 侍魂塾

35 上坂　匠 コウサカ　タクミ 極真会館静岡県長澤道場

36 沢登　仁朗 サワノボリ　ジロウ 士衛塾山梨

37 小野　瑛人 オノ　エイト 静空塾

38 佐野　陸斗 サノ　リクト 静空塾

39 川中　隆矢 カワナカ　リュウヤ 士衛塾山梨

40 野毛　龍心 ノゲ　リュウシン 極真会館手塚グループ静岡

41 竹下　迅 タケシタ　ジン 新極真会静岡支部

42 川原　遼万 カワハラ　トオマ 静空塾

43 池谷　悠生 イケヤ　ユウ 新極真会静岡支部

44 毛利　瑛心 モウリ　エイト 極真会館手塚グループ静岡

45 杉山　輝虎 スギヤマ　アキト 静空塾

46 田中　優衣 タナカ　ユイ 静空塾

47 霧生　ちよ キリュウ　チヨ 佐藤塾静岡支部沼津道場

48 坂口　明雫 サカグチ　アキナ 正道会館矢島道場

49 植松　啓太 ウエマツ　ケイタ 静空塾

50 小川　煌生 オガワ　コウセイ 新極真会富士道場

51 髙須　晴太 タカス　セイタ 実戦空手大場道場

52 山口　丈瑠 ヤマグチ　タケル 極真会館手塚グループ静岡

53 杉浦　央将 スギウラ　オウスケ 静空塾

54 榊原　直輝 サカキバラ　ナオキ 芦原会館静岡県東部支部

55 山本　銀二 ヤマモト　ギンジ 白蓮会館山梨支部

小学２年男子（初・中級）の部　　　　　１７名

小学２・３年女子（初・中級）の部　　　　　３名

小学４年男子（初・中級）の部　　　　　１７名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

56 髙田　龍煌 タカダ　リュウキ 極真会館安斎道場山梨県本部

57 毛利　悠吾 モウリ　ユウゴ 極真会館手塚グループ静岡

58 松葉　琉音 マツバ　リュウト 新極真会静岡支部

59 栗本　忠勝 クリモト　タダカツ 極真会館神奈川県井上道場

60 桑原　吏乃音 クワハラ　リノン 究成会

61 堀川　蓮 ホリカワ　レン 静空塾

62 細川　煌 ホソカワ　キラ 正道会館矢島道場

63 中村　銀琥 ナカムラ　ギンガ 実戦空手大場道場

64 松本　蒼月 マツモト　アツキ 新極真会富士道場

65 須藤　哲也 スドウ　テツヤ 極真会館手塚グループ静岡

１部

Ｂコート 66 木野内　桜千 キノウチ　オウセ 静空塾

67 北川　怜歩 キタガワ　レオ 祐心会尾張旭支部

68 鈴木　白虎 スズキ　ハクト 世界全極真志優会

69 山口　湊斗 ヤマグチ　ミナト 正道会館新心館

70 田中　樹 タナカ　イツキ 神武館野村道場

71 カステロ　東馬 カステロ　トウマ 心温塾

72 松本　葵羽 マツモト　アオバ 静空塾

73 八牟禮　類斗 ハチムレ　ルイト 世界全極真志優会

74 横尾　颯真 ヨコオ　ソウマ 極真会館神奈川県井上道場

75 山本　琉偉 ヤマモト　ルイ 神武館野村道場

76 尾澤　映人 オザワ　エイト 静空塾

77 吉田　真翔 ヨシダ　マナト 新極真会富士道場

78 山下　桜介 ヤマシタ　オウスケ 松原道場

79 宮﨑　泰粋 ミヤザキ　タイキ 静空塾

80 新谷　泰知 シンタニ　タイチ 白蓮会館湘南鎌倉支部

81 渡邉　一稀 ワタナベ　イツキ 世界全極真志優会

82 榎根本　諒 エネモト　リョウ 極真拳武會城南品川支部

83 大鹿　礼毅 オオシカ　ライキ 大鹿道場

84 山本　空羅 ヤマモト　ソラ 神武館野村道場

85 保坂　傳 ホサカ　テン 士衛塾山梨

小学３年男子（無差別）の部　　　　　２６名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

86 佐藤　琉海 サトウ　ルカ 極真会館浜井派足立選手會

87 塩川　源己 シオカワ　ゲンキ 神武館大木道場

88 藤倉　清太郎 フジクラ　セイタロウ 世界全極真志優会

89 田中　洵乃介 タナカ　ジュンノスケ 神武館野村道場

90 諸岡　姫勇和 モロオカ　ヒュウワ 新極真会富士道場

91 白坂　聖馬 シラサカ　セイマ 静空塾

92 土屋　美愛 ツチヤ　ミイナ 極真会館手塚グループ静岡

93 村松　海央 ムラマツ　ミオ 神武館大木道場

94 小川　結愛 オガワ　ユア 静空塾

95 都築　梨那 ツヅキ　リナ 世界闘英館空手道

96 鏡　兎月 カガミ　ウルン 極真会館手塚グループ静岡

97 本多　夏緒 ホンダ　ナオ 実戦空手大場道場

98 上坂　隼斗 コウサカ　ハヤト 極真会館静岡県長澤道場

99 藤原　一歩 フジワラ　アユム ＫＷＦ日本本部

100 本田　晃希 ホンダ　コウキ 静空塾

101 栗原　俐喜時 クリハラ　リキジ 井上道場

102 古田　悠真 フルタ　ユウマ 極真会館神奈川県井上道場

103 藤原　千空 フジワラ　チヒロ ＫＷＦ日本本部

104 山本　凱士 ヤマモト　カイト 神武館野村道場

105 五味田　真 ゴミタ　マコト 世界全極真志優会

106 白坂　大翔 シラサカ　タイガ 静空塾

107 泉　心 イズミ　シン 白蓮会館湘南鎌倉支部

108 勝又　蓮人 カツマタ　レント 芦原会館静岡県東部支部

109 吉澤　拓星 ヨシザワ　タクト 静空塾

110 伊藤　肇 イトウ　ハジメ 平塚道場

111 与五沢　岳杜 ヨゴサワ　ガクト 静空塾

112 望月　羚生 モチヅキ　レオ 新極真会富士道場

113 竹内　優之輔 タケウチ　ユウノスケ 正道会館新心館

114 菊池　善 キクチ　ゼン 神武館野村道場

小学４年女子（３０㎏以上）の部　　　　　６名

小学４年男子（３０㎏以上）の部　　　　　２５名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

115 小林　一輝 コバヤシ　イツキ 静空塾

116 秋本　晟弐 アキモト　ジョウジ 世界全極真志優会

117 赤井　駿亮 アカイ　シュンスケ 極真会館神奈川県井上道場

118 小澤　飛琥 オザワ　ヒュウク 新極真会静岡支部

119 今野　喜晴 コンノ　ヨシハル 白蓮会館湘南鎌倉支部

120 服部　瑛心 ハットリ　エイシン 実戦空手大場道場

121 加瀬　瑛太朗 カセ　エイタロウ 実戦空手道優心塾

122 照井　健心 テルイ　ケンシン 神武館野村道場

１部

Cコート 123 泉　結 イズミ　ユウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

124 木野内　苑十 キノウチ　エンジュ 静空塾

125 鈴木　夏向 スズキ　カナタ 究成会

126 遠藤　蒼士 エンドウ　ソウシ 静空塾

127 坂元　翔哉 サカモト　ショウヤ 極真空手道忍會

128 鈴木　瑛太 スズキ　エイタ 誠真会館東伏見道場

129 三上　龍翼 ミカミ　ナリ ＫＷＦ日本本部

130 北川　夢紘 キタガワ　ムゲン 祐心会尾張旭支部

131 飯田　朔士 イイダ　サクト 静空塾

132 大八木　恒正 オオヤギ　ツネマサ 白蓮会館湘南鎌倉支部

133 飯野　結登 イイノ　ユイト 実戦空手道優心塾

134 大西　玲奈 オオニシ　レナ 極真空手道忍會

135 月足　心咲 ツキアシ　ミサキ 世界全極真志優会

136 城取　桃子 シロトリ　モモコ 松原道場

137 渡邉　葵依 ワタナベ　キイ 世界全極真志優会

138 小澤　歩実 オザワ　アユミ 正道会館矢島道場

139 西村　陽咲 ニシムラ　ヒナタ 極真拳武會城南品川支部

140 大場　心遥 オオバ　コハル 実戦空手大場道場

141 田島　詩歩 タジマ　シホ 武将會

142 石田　珠季 イシダ　タマキ 空手道無限勇進会

小学１年男子（無差別）の部　　　　　１１名

小学１年女子（無差別）の部　　　　　６名

小学２年女子（無差別）の部　　　　　６名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

143 中野　美月 ナカノ　ミツキ 世界全極真志優会

144 髙橋　すみれ タカハシ　スミレ 大鹿道場

145 佐藤　心花 サトウ　ココナ 国際総合武道拳気道会

146 秋本　龍哉 アキモト　リュウヤ 世界全極真志優会

147 石川　聖大 イシカワ セイタ 静空塾

148 松本　明粋 マツモト　アイキ 極真拳武會城南品川支部

149 川村　雷矢 カワムラ　ライヤ 極真会館神奈川県井上道場

150 永井　瑞 ナガイ　ミズ 極真会館静岡県長澤道場

151 渡辺　朝日 ワタナベ　アサヒ 極真会館手塚グループ静岡

152 朽木　永徳 クチキ　エイトク 世界全極真志優会

153 村永　朝輝 ムラナガ　アサヒ 桜武会半田支部

154 山口　礼亜 ヤマグチ　レア ＫＷＦ日本本部

155 安藤　颯良 アンドウ　ソラ 正道会館新心館

156 庄子　諒助 ショウジ　リョウスケ 国際総合武道拳気道会

157 橋本　奏太 ハシモト　ソウタ 井上道場

158 鈴木　颯空 スズキ　ソラ 世界全極真志優会

159 与五沢　太良 ヨゴサワ　タイラ 静空塾

160 金原　優心 キンバラ　ユウシン 桜武会半田支部

161 上田　朝陽 ウエダ　アサヒ 極真会館神奈川県井上道場

162 宮代　智尋 ミヤシロ　チヒロ 静空塾

163 佐野　光祇 サノ　ミツキ フルコンタクトカラテスクール

164 原田　光基 ハラダ　コウキ 正道会館健明館

165 北川　真太郎 キタガワ　シンタロウ 極真会館静岡県長澤道場

166 厚川　來 アツカワ　ユキ 極真会館神奈川県井上道場

167 折原　胤 オリハラ　シン 静空塾

168 八田　かれん ハッタ　カレン 正道会館新心館

169 野坂　彩萌 ノザカ　アヤメ 静空塾

170 田代　琴花 タシロ　コトハ 井上道場

171 徳倉　ひなの トククラ　ヒナノ 静空塾

小学２年男子（無差別）の部　　　　　２２名

小学3年女子（無差別）の部　　　　　　６名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

172 鈴木　夏葵 スズキ　ナツア 究成会

173 二宮　優香子 ニノミヤ　ユカコ 静空塾

174 久保本　瑛笑 クボモト　タマエ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

175 田代　桃花 タシロ　モモカ 井上道場

176 伊藤　千愛 イトウ　チエ 誠真会館秋津道場

１部

Ｄコート 177 増田　智輝 マスダ　トモキ 静空塾

178 萱沼　諒明 カヤヌマ　リョウメイ 白蓮会館南アルプス支部

179 ベンソン　海央 ベンソン　カイオウ 極真会館神奈川県井上道場

180 小澤　寛太 オザワ　カンタ 静空塾

181 縣　瞭太 アガタ　リョウタ 究成会

182 角田　大和 ツノダ　ヤマト 佐藤塾静岡支部沼津道場

183 磯部　琥太朗 イソベ　コタロウ 新極真会富士道場

184 山﨑　威吹 ヤマザキ　イブキ 究成会

185 池上　康太 イケガミ　コウタ 正道会館矢島道場

186 植松　涼介 ウエマツ　リョウスケ 静空塾

187 金森　陽向 カナモリ　ヒナタ 神武館野村道場

188 川島　諒飛 カワシマ　アサヒ 究成会

189 河本　龍李 カワモト　リュウイ 静空塾

190 上田　朝日 ウエダ　アサヒ 新極真会富士道場

191 松浦　時久真 マツウラ　トクマ 究成会

192 髙﨑　陽心 タカサキ　アキト 佐藤塾静岡支部沼津道場

193 平井　絢進 ヒライ　ケンシン 究成会

194 新井　健心 アライ　ケンシン 静空塾

195 荻野　愛海 オギノ　アイミ 正道会館矢島道場

196 梶原　伊織 カジワラ　イオリ 士衛塾山梨

197 菅沼　佑香 スガヌマ　ユウカ 静空塾

198 大竹　海空 オオタケ　ミク 神武館大木道場

199 加藤　陽菜 カトウ　ヒナ 佐藤塾静岡支部沼津道場

小学3年男子（初・中級）の部　　　　　１８名

小学４年女子（初・中級）の部　　　　　５名

小学５年女子（３５㎏以上）の部　　　　　３名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

200 加藤　和麗 カトウ　ニコリ 静空塾

201 佐藤　明樹 サトウ　ハルキ 国際総合武道拳気道会

202 土屋　瑛斗 ツチヤ　エイト 駿河空手會

203 奧脇　徠心 オクワキ　ライシン 白蓮会館山梨支部

204 沢登　一輝 サワノボリ　イッキ 士衛塾山梨

205 内田　凰樹 ウチダ　オウジュ 極真会館手塚グループ静岡

206 樋口　聖馬 ヒグチ　ショウマ 極真会館神奈川県井上道場

207 杉山　虎太朗 スギヤマ　コタロウ 静空塾

208 池上　佑太 イケガミ　ユウタ 正道会館矢島道場

209 岩崎　翔 イワザキ　ショウ 志風會

210 菊地　彪太郎 キクチ　コタロウ 侍魂塾

211 小澤　優 オザワ　ユウ 白蓮会館山梨支部

212 桂　宗平 カツラ　ソウヘイ 国際総合武道拳気道会

213 諏佐　拓翔 スサ　タクト 極真会館手塚グループ静岡

214 三浦　陽生 ミウラ　ハルキ 静空塾

215 朝倉　希愛 アサクラ　キラ 静空塾

216 丸山　夏朋 マルヤマ　カホ 志風會

217 松浦　里保 マツウラ　リホ 国際総合武道拳気道会

218 水口　愛琉 ミズグチ　アイル 静空塾

219 大竹　利空 オオタケ　リク 神武館大木道場

220 菊池　悠真 キクチ　ハルマ 極真会館神奈川県井上道場

221 小林　陽大 コバヤシ　ヒナタ 侍魂塾

222 今井　俊希 イマイ　シュンキ 静空塾

223 成田　子龍 ナリタ　シリュウ ＫＷＦ日本本部

224 嶋崎　丈一 シマザキ　ジョイ 実戦空手道優心塾

225 稲垣　晃大 イナガキ　コウダイ 静空塾

226 青柳　凛 アオヤギ　リン 士衛塾山梨

小学５年男子(初・中級）の部　　　　　１５名

小学５年女子(初・中級）の部　　　　　３名

小学６年男子（初・中級）の部　　　　　８名

小学６年女子（初・中級）の部　　　４名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

227 石川　亜美 イシカワ アミ 静空塾

228 三好　琴夏 ミヨシ　コトナ 真樹道場横浜南支部

229 菅沼　真結 スガヌマ　マユ 静空塾

230 山下　碧空 ヤマシタ　ソラ 白蓮会館山梨支部

231 荻野　空誠 オギノ　コウセイ 正道会館矢島道場

232 髙橋　雄之丞 タカハシ　ユウノスケ 侍魂塾

233 合田　気志 ゴウダ　キシ 究成会

234 稲垣　海翔 イナガキ　カイト 静空塾

235 若林　龍之介 ワカバヤシ　リュウノスケ 正道会館矢島道場

236 松岡　大和 マツオカ　ヤマト フルコンタクトカラテスクール

237 川合　瑛人 カワイ　エイト 極真会館神奈川県井上道場

238 髙橋　義宗 タカハシ　ヨシムネ 侍魂塾

中学男子（初・中級）の部　　　　　９名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

２部

Ａコート 239 小野　一翔 オノ　カズト 極真会館神奈川県井上道場

240 坂本　絢信 サカモト　ケンシン 静空塾

241 河上　銀司 カワカミ　ギンジ 神武館野村道場

242 安藤　暖琉 アンドウ　ハル 正道会館新心館

243 西島　琉煌 ニシジマ　リュウキ 静空塾

244 森　健太朗 モリ　ケンタロウ 国際総合武道拳気道会

245 村松　心暖 ムラマツ　シノン 世界全極真志優会

246 高橋　佳杜 タカハシ　カイト 実戦空手道優心塾

247 吉澤　龍之介 ヨシザワ　リュウノスケ 昭武館

248 白井　董理 シライ　トウリ 平塚道場

249 牛尾　隆成 ウシオ　リュウセイ 極真会館神奈川県井上道場

250 横山　竜輝 ヨコヤマ　タツキ 究成会

251 川中　椋仁 カワナカ　リョウジン 士衛塾山梨

252 日向　舶斗 ヒナタ　ハクト 極真空手道忍會

253 Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｖｅｔｕ ベンジャミン　ベトウ 静空塾

254 沼田　悠璃 ヌマタ　トオリ フルコンタクトカラテスクール

255 大場　蓮 オオバ　レン 世界闘英館空手道

256 中野　隆星 ナカノ　リュウセイ 世界全極真志優会

257 坂本　晶紀 サカモト　ショウキ 静空塾

258 伊東　旭 イトウ　アサヒ 神武館野村道場

259 磯部　隆哉 イソベ　リュウヤ 桜武会半田支部

260 関　隼平 セキ　ジュンペイ 平塚道場

261 桑原　莉陽音 クワハラ　リヨン 究成会

262 栗田　桃士朗 クリタ　モモシロウ 誠真会館東伏見道場

263 磯谷　皇多 イソガイ　コウタ 遂心塾

264 松本　心翔 マツモト　ミト 静空塾

265 山下　豊湧 ヤマシタ　トワ 士衛塾山梨

266 カステロ　虎太郎 カステロ　コタロウ 心温塾

267 髙橋　秀弥 タカハシ　シュウヤ 大鹿道場

小学４年男子（３０㎏未満）の部　　　　　２１名

小学６年男子（４０㎏未満）の部　　　　　２０名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

268 勝　清真 カツ　ショウマ 白蓮会館湘南鎌倉支部

269 竹内　優翔 タケウチ　ユウト 誠真会館東伏見道場

270 白坂　愛斗 シラサカ　アイト 極真会館静岡県長澤道場

271 村松　拓海 ムラマツ　タクミ 神武館大木道場

272 石川　龍馬 イシカワ　リョウマ 静空塾

273 ファン　タクミ ファン　タクミ 真樹道場横浜南支部

274 ジョンストン　ベガス ジョンストン　ベガス 極真空手道忍會

275 田代　斗真 タシロ　トウマ 井上道場

276 榎根本　成 エネモト　ナル 極真拳武會城南品川支部

277 尾澤　頼人 オザワ　ライト 静空塾

278 山下　蓮介 ヤマシタ　レンスケ 松原道場

279 工藤　颯太 クドウ　ソウタ 大鹿道場

280 本多　虎太郎 ホンダ　コタロウ 実戦空手大場道場

281 吉田　隆真 ヨシダ　リュウマ 新極真会富士道場

282 髙﨑　哲心 タカサキ　テッシン 佐藤塾静岡支部沼津道場

283 中島　海翔 ナカジマ　カイト 神武館大木道場

284 鈴木　宥大 スズキ　ユウダイ 新極真会静岡支部

285 木野内　愛夢 キノウチ　アイム 静空塾

286 新村　侑弥 シンムラ　ユウヤ 松原道場

287 梶原　旅人 カジワラ　タビト 士衛塾山梨

288 小川　玄登 オガワ　ハルト 新極真会富士道場

289 平原　輝 ヒラバル　ヒカリ 遂心塾

290 西原　瑞姫 ニシハラ　ミズキ 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部

291 小川　聖奈 オガワ　セナ 静空塾

292 小室　陽万莉 コムロ　ヒマリ 新武会

293 新井　麻央 アライ　マオ 静空塾

294 横山　華永 ヨコヤマ　カナ 究成会

295 柳田　稀音 ヤナギダ　マオ 一狼塾

296 矢島　裕音 ヤジマ　ヒロネ 正道会館矢島道場

小学６年男子（４０㎏以上）の部　　　　　９名

中学１年女子（４５㎏未満）の部　　　　　８名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

297 大野　花恋 オオノ　カレン 極真会館神奈川県井上道場

298 望月　悠愛 モチヅキ　ユメ 新極真会富士道場

299 勝連　未結菜 カツレン　ミユナ 祐心会

２部

Ｂコート 300 井上　明仁 イノウエ　アキヒト 実戦武道空手武心塾伊勢原道場

301 山下　景介 ヤマシタ　ケイスケ 松原道場

302 藤本　貴之 フジモト　タカノリ 白蓮会館南アルプス支部

303 樋川　洋一 ヒカワ　ヨウイチ 極真会館安斎道場山梨県本部

304 榎根本　学 エネモト　マナブ 極真拳武會城南品川支部

305 勝又　洋典 カツマタ　ヒロノリ 神武館大木道場

306 東原　靖幸 ヒガシハラ　ヤスユキ 白蓮会館山梨支部

307 白坂　優雄 サラサカ　マサオ 極真会館静岡県長澤道場

308 村田　浩二 ムラタ　コウジ 白蓮会館南アルプス支部

309 城取　良隆 シロトリ　ヨシタカ 松原道場

310 渡邉　大輔 ワタナベ　ダイスケ 侍魂塾

311 小澤　信之 オザワ　ノブユキ 白蓮会館山梨支部

312 石田　彰 イシダ　アキラ 神武館大木道場

313 北川　淳也 キタガワ　ジュンヤ 極真会館静岡県長澤道場

314 西村　大樹 ニシムラ　ヒロキ 極真拳武會城南品川支部

315 田中　啓二 タナカ　ケイジ 神武館野村道場

316 伊藤　龍吾 イトウ　リュウゴ 士衛塾山梨

317 山島　由之 ヤマシマ　ヨシユキ 侍魂塾

318 三ヶ嶋　理奈 ミカシマ　リナ 武道空手練

319 栗田　陽子 クリタ　ヨウコ 正道会館沢田道場

320 石塚　生恵 イシヅカ　イクエ 新武会

321 古木　誠也 フルキ　セイヤ 翔拳塾相模原道場

マスターズ男子４０歳以上（７０㎏未満）の部　　　　　９名

マスターズ男子４０歳以上（７０㎏以上）の部　　　　　６名

マスターズ男子５０歳以上（７０㎏以上）の部　　　　　３名

マスターズ女子４０歳以上の部　　　　　３名

一般男子軽量級（６５㎏未満）の部　　　　　８名

中学１年女子（４５㎏以上）の部　　　　　３名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

322 田原　晋 タハラ　シン 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部

323 細田　陽斗 ホソダ　ハルト 実戦空手道優心塾

324 三澤　航大 ミサワ　コウダイ 極真会館静岡県長澤道場

325 八木　海友 ヤギ　カイト 実戦空手道優心塾

326 鈴木　羅琥斗 スズキ　ラクト 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部

327 三ヶ嶋　開 ミカシマ　カイ 武道空手練

328 三木　侑月 ミキ　ユヅキ 芦原会館静岡県東部支部

329 川村　嵐 カワムラ　アラシ 極真会館神奈川県井上道場

330 南園　一輝 ミナミゾノ　カズキ 駿河空手會

331 ギル ギル 松原道場

332 岸　凜太朗 キシ　リンタロウ 実戦空手道優心塾

333 永田　裕之 ナガタ　ヒロユキ 武州館

334 岸　蔵之介 キシ　クラノスケ 実戦空手道優心塾

335 川村　風矢 カワムラ　フウヤ 極真会館神奈川県井上道場

336 髙橋　義虎 タカハシ　ヨシトラ 侍魂塾

337 小玉　健人 コダマ　ケント 武道空手練

338 松岡　海 マツオカ　カイ 極真拳武會川崎元住吉支部

339 片桐　大也 カタギリ　ダイヤ 極真拳武會城南品川支部

340 成川　翔 ナルカワ　ショウ 静空塾

341 鈴木　利典 スズキ　トシノリ 日本武道空手連盟隗道場

342 中村　征仁 ナカムラ　マサヒト 正伝流空手道中村道場

343 佐藤　遼也 サトウ　リョウヤ 武道空手練

344 佐藤　佑星 サトウ　ユウセイ 士衛塾山梨

345 鈴木　総司 スズキ　ソウシ 静空塾

346 花岡　拓海 ハナオカ　タクミ 正伝流空手道中村道場

347 小林　良輔 コバヤシ　リョウスケ フルコンタクトカラテスクール

348 松田　理央 マツダ　リオ 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部

349 勝又　つかさ カツマタ　ツカサ 神武館大木道場

一般男子中量級（７５㎏未満）の部　　　　　１０名

一般男子重量級（７５㎏以上）の部　　　　　９名

一般女子の部　　　　　８名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

350 北　幸 キタ　ユキ 実戦空手道優心塾

351 平原　澪 ヒラバル　ミオ 遂心塾

352 青木　杏樹 アオキ　アンジュ 世界全極真志優会

353 勝又　瑠衣 カツマタ　ルイ 神武館大木道場

354 高林　美空 タカバヤシ　ミク 実戦空手道優心塾

355 木曽　瑞来 キソ　ミズキ 正道会館沢田道場

356 山本　和幸 ヤマモト　カズユキ 神武館大木道場

357 杉尾　松太郎 スギオ　ショウタロウ フリー

２部

Cコート 358 　樋本　涼 ヒモト　リョウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

359 高橋　幸暉 タカハシ　コウキ 実戦空手道優心塾

360 小川　翔太 オガワ　ショウタ 佐藤塾静岡支部沼津道場

361 三澤　巧祈 ミサワ　コウキ 極真会館静岡県長澤道場

362 鈴木　逸汰 スズキ　ハヤタ 実戦空手道優心塾

363 深田　凌太 フカダ　リョウタ 究成会

364 武井　大将 タケイ　タイショウ 武将會

365 丹　音人 タン　オトヒト 実戦空手道優心塾

366 宮崎　零央 ミヤザキ　レオ 極真会館静岡県長澤道場

367 石黒　晴悟 イシグロ　セイゴ 実戦空手道優心塾

368 田村　公聖 タムラ　コウセイ 静空塾

369 市川　雷善 イチカワ　ライゼン 松原道場

370 四元　海斗 ヨツモト　カイト 実戦空手道優心塾

371 山﨑　大作 ヤマザキ　ダイサク 究成会

372 佐野　光琉 サノ　ミツル フルコンタクトカラテスクール

373 小金澤　亮馬 コガネザワ　リョウマ 極真拳武會さいたま浦和支部

374 三澤　巧弥 ミサワ　コウヤ 極真会館静岡県長澤道場

375 都築　莉玖 ツヅキ　リク 世界闘英館空手道

376 三浦　粋翔 ミウラ　スイショウ 勇志会空手道川越支部

377 大神　一聖 オオカミ　イッサ 国際空手道武真会

マスターズ男子５０歳以上（７０㎏未満）の部　　　　　２名

中学２・３年男子（５５㎏未満）の部　　　　　１７名

中学２・３年男子（５５㎏以上）の部　　　　　１１名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

378 伊藤　恭平 イトウ　キョウヘイ 実戦空手道優心塾

379 羽山　悠太 ハヤマ　ユウタ 淑徳巣鴨中学高等学校空手道部

380 古郡　駈 フルコオリ　カケル 正道会館矢島道場

381 永井　丈晴 ナガイ　タケハル 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

382 本多　永那翔 ホンダ　ナナト 国際総合武道拳気道会

383 筒井　悠道 ツツイ　ヒロミチ 極真会館神奈川県井上道場

384 三木　斡希 ミキ　アツキ 芦原会館静岡県東部支部

385 日向　優竜 ヒナタ　ウリュウ 極真空手道忍會

386 平礒　煌士 ヒライソ　コウシ 白蓮会館湘南鎌倉支部

387 髙松　深青 タカマツ　シンセイ 極真会館坂本派真岡道場

388 吉澤　直輝 ヨシザワ　ナオキ 静空塾

389 笠原　結生 カサハラ　ユウ 国際総合武道拳気道会

390 永井　珀玖 ナガイ　ハク 極真会館静岡県長澤道場

391 大野　愛善 オオノ　アイゼン 心温塾

392 坂本　琉都 サカモト　リュウト 国際空手道武真会

393 小西　雅貴 コニシ　マサキ 正道会館矢島道場

394 庄子　凜太郎 ショウジ　リンタロウ 国際総合武道拳気道会

395 大鹿　倫毅 オオシカ　リンキ 大鹿道場

396 山本　一吹 ヤマモト　イブキ 白蓮会館山梨支部

397 北　英雄 キタ　ヒデオ 実戦空手道優心塾

398 中見　瀬斗 ナカミ　ライト 極真会館静岡県長澤道場

399 三好　騎斗 ミヨシ　ナイト 真樹道場横浜南支部

400 仁井田　知樹 ニイダ　トモキ 正道会館矢島道場

401 吉田　大我 ヨシダ　タイガ 極真会館坂本派真岡道場

402 土屋　佑斗 ツチヤ　ユウト 静空塾

403 増子　遼大 マスコ　リョウダイ 実戦空手道優心塾

404 赤澤　暖人 アカザワ　ハルト 神武館大木道場

405 牛尾　侍音 ウシオ　シオン 極真会館神奈川県井上道場

406 稲住　蒼 イナズミ　アオイ 正道会館矢島道場

中学１年男子（４５㎏未満）の部　　　　　１２名

中学１年男子（４５㎏以上）の部　　　　　１１名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

407 牧野　凛功 マキノ　リク 空手道髙橋塾

408 成川　晃裕 ナルカワ　アキヒロ 静空塾

409 佐藤　ひかり サトウ　ヒカリ 実戦空手道優心塾

410 横山　朋花 ヨコヤマ　トモカ 究成会

411 遠藤　來玲羽 エンドウ　クレハ 静空塾

412 山﨑　海星 ヤマザキ　ミホシ 究成会

413 重松　凜 シゲマツ　リン 実戦空手道優心塾

414 吉澤　杏織 ヨシザワ　アンリ 静空塾

415 森本　愛梨 モリモト　アイリ 極真会館神奈川県井上道場

416 勝股　あいら 勝股　アイラ 全日本空手道昭誠会

２部

Dコート 417 折原　漸 オリハラ　ゼン 静空塾

418 大西　佑弥 オオニシ　ユウヤ 極真空手道忍會

419 石躍　健人 イシオドリ　ケント 平塚道場

420 松浦　大云志 マツウラ　タイシ 究成会

421 山根　蓮太 ヤマネ　レンタ ノーティーカラテアカデミー

422 高橋　尚暉 タカハシ　ナオキ 実戦空手道優心塾

423 池谷　凪生 イケヤ　ナオ 新極真会静岡支部

424 土屋　志道 ツチヤ　シドウ 芦原会館静岡県東部支部

425 田熊　修千 タクマ　シュウチ 全日本空手道昭誠会

426 牧村　哲杜 マキムラ　アキト 郷英館空手道

427 白井　彪萬 シライ　ヒュウマ 平塚道場

428 後藤　純希 ゴトウ　アツキ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

429 柴山　倖輝 シバヤマ　コウキ 実戦空手道優心塾

430 渡邊　一心 ワタナベ　イッシン 士衛塾山梨

431 高橋　凪 タカハシ　ナギ 実戦空手道優心塾

432 永井　瑛 ナガイ　テル 極真会館静岡県長澤道場

433 松原　莉久斗 マツバラ　リクト 松原道場

434 柳田　竜都 ヤナギダ　リュウト 一狼塾

中学２・３年女子（５０㎏未満）の部　　　　　４名

中学２・3年女子（５０㎏以上）の部　　　　４名

小学５年男子(３５㎏未満）の部　　　　　２３名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

435 三好　音央斗 ミヨシ　ネオト 真樹道場横浜南支部

436 作山　稔茂 サクヤマ　ナルモ 静空塾

437 田中　漣 タナカ　レン 誠真会館東伏見道場

438 横山　稜輔 ヨコヤマ　リョウスケ 極真会館手塚グループ静岡

439 日髙　輝 ヒダカ　ヒカル 平塚道場

440 井上　颯大 イノウエ　ソウタ 究成会

441 佐久間　蕾希 サクマ　ライキ 神武館野村道場

442 林　想互 ハヤシ　ソウゴ 世界全極真志優会

443 間瀬　翔太 マセ　ショウタ 国際総合武道拳気道会

444 秋田　祐誠 アキタ　ユウセイ 誠真会館東伏見道場

445 平田　倫都 ヒラタ　リント 静空塾

446 武井　将志 タケイ　マサシ 武将會

447 能谷　慶 ノウヤ　キョウ 究成会

448 末松　裕咲 スエマツ　ユサ 空手道四葉会

449 城取　楽太朗 シロトリ　ラクタロウ 松原道場

450 大野　光希 オオノ　ミツキ 空手道栄神会

451 宮代　万智人 ミヤシロ　マチト 静空塾

452 山口　海斗 ヤマグチ　カイト 正道会館新心館

453 西田　晴馬 ニシダ　ハルマ 世界全極真志優会

454 古山　睦都 フルヤマ　ムツ 究成会

455 渡邉　隆広 ワタナベ　タカヒロ 新極真会富士道場

456 石川　友聖 イシカワ　ユウセイ 静空塾

457 飯野　十和安 イイノ　トワヤ 実戦空手道優心塾

458 古郡　昇 フルコウリ　ノボル 正道会館矢島道場

459 大神　杜和 オオカミ　トワ 国際空手道武真会

460 富永　隼 トミナガ　ハヤト 遂心塾

461 鈴木　メリイ スズキ　メリイ 神武館野村道場

462 竹下　紗奈 タケシタ　サナ 新極真会静岡支部

463 大古田　汐栞 オオコタ　シオリ 神武館野村道場

小学５年男子（３５㎏以上）の部　　　　　２１名

小学４年女子（３０㎏未満）の部　　　　　５名



２０２２　第１1回 東海・南関東空手道選手権大会　選手一覧

2022.5.20

NO 道　　場　　名選　　手　　名

464 鈴木　南砂 スズキ　ナズナ 世界全極真志優会

465 北　さくら キタ　サクラ 実戦空手道優心塾

466 井上　桜花香 イノウエ　サクラコ 世界全極真志優会

467 草薙　璃星 クサナギ　リセ 新極真会富士道場

468 川村　香笑 カワムラ　カエ 極真会館神奈川県井上道場

469 渡部　綾奈 ワタベ　アヤナ 世界全極真志優会

470 樋本　楓 ヒモト　カエデ 白蓮会館湘南鎌倉支部

471 原田　心愛 ハラダ　ココア 正道会館健明館

472 佐々木　ひかる ササキ　ヒカル 世界全極真志優会

473 遠藤　明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

小学６年女子（４０㎏未満）の部　　　　　４名

小学５年女子（３５㎏未満）の部　　　　　２名

小学６年女子（４０㎏以上）の部　　　　　２名


