
2022　第9回「型」空手道選手権大会　結果一覧

型団体戦

型団体戦　初級の部
静空連盟志風會
先鋒
安西　瑞歩 アンザイ　ミズホ
中堅
丸山　夏朋 マルヤマ　カホ
大将
岩崎　翔 イワサキ　ショウ

型団体戦　中・上級の部
極真手塚グループ静岡（チームA）
先鋒
富岡　直生 トミオカ　ナオ
中堅
松永　理愛 マツナガ　リア
大将
佐々木　絢実 ササキ　アヤミ

先鋒
中見　瀬斗 ナカミ　ライト
中堅
宮内　陽皇 ミヤウチ　ヒオウ
大将
中見　海斗 ナカミ　カイト

型個人戦
道　　場　　名

成績 黄帯Aの部　　　　　13名
優勝 平田　倫都 ヒラタ　リント 静空塾

準優勝 作山　稔茂 サクヤマ　ナルモ 静空塾
3位 松浦　大云志 マツウラ　タイシ 究成会
3位 鏡　兎月 カガミ　ウルン 極真手塚グループ静岡

赤・橙帯ジュニアAの部　　　　　　20名
優勝 宮内　晴世 ミヤウチ　ハルセ 極真静岡長澤道場

準優勝 相良　勇翔 サガラ　ユウト 極真手塚グループ静岡
3位 北川　真太郎 キタガワ　シンタロウ 極真静岡長澤道場
3位 松本　葵羽 マツモト　アオバ 静空塾

ジュニア上級の部　　　　　8名
優勝 松永　理愛 マツナガ　ノア 極真手塚グループ静岡

準優勝 中見　瀬斗 ナカミ　ライト 極真静岡長澤道場

選　　手　　名

優勝

優勝

準優勝

極真静岡長澤道場



3位 伊東　侑晟 イトウ　ユウセイ 真樹道場横須賀
3位 遠藤　明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

一般上級(緑帯以上)の部　　　１２名
優勝 鈴木　羅琥斗 スズキ　ラクト 新極真静岡支部

準優勝 濱口　蓮太 ハマグチ　レンタ 真樹道場横須賀
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　絢実 ササキ　アミ 極真手塚グループ静岡

白帯ジュニアの部　　　　　　　　8名
優勝 植松　涼介 ウエマツ　リョウスケ 静空塾

準優勝 佐野　陸斗 サノ　リクト 静空塾
3位 植松　啓太 ウエマツ　ケイタ 静空塾
3位 平井　優美 ヒライ　ユミ 三島函南高橋道場

赤・橙帯ジュニアBの部　　　　　　9名
優勝 白坂　莉愛 シラサカ　リア 極真静岡長澤道場

準優勝 山下　楓真 ヤマシタ　フウマ 静空塾
3位 長野　綾音 ナガノ　アヤネ 静空塾
3位 丸山　夏朋 マルヤマ　カホ 志風會

青帯混合の部　　　　　15名
優勝 石川　亜美 イシカワ　アミ 静空塾

準優勝 安西　瑞歩 アンザイ　ミズホ 志風會
3位 越田　力輝 コシタ　リキ 新極真会藤枝神保
3位 田村　匠 タムラ　タクミ 静空塾

黄帯Bの部　　　　　　　　　11名
優勝 白坂　愛斗 シラサカ　アイト 極真静岡長澤道場

準優勝 宮澤　尊 ミヤザワ　ミコト 静空塾
3位 加藤　颯琉 カトウ　ハル 静空塾
3位 宮内　陽皇 ミヤウチ　ヒオウ 極真静岡長澤道場

2022　第6回ニューフェイストーナメント　新人戦
組手 道　　場　　名

幼年混合の部　　　　　　　　10名
優勝 飯田　朔士 イイダ　サクト 静空塾

準優勝 木野内　苑十 キノウチ　エンジュ 静空塾
3位 加藤　笑麗 カトウ　エミリ 静空塾
3位 鈴木　夏向 スズキ　カナタ 究成会

小学1年男子初級の部     15名　　　　　
優勝 前田　輝心 マエダ　キシン 新極真会静岡支部

準優勝 前田　空星 マエダ　クウト 新極真会静岡支部
3位 岩崎　葵陸 イワサキ　カイリ 静空塾
3位 石原　碧愛 イシハラ　アオ 新極真会静岡支部

小学２年男子初級の部　　　　　14名
優勝 野高　奏真 ノタカ　ソウマ 静空塾

準優勝 川島　諒飛 カワシマ　アサヒ 究成会
3位 石原　楓愛 イシハラ　フウガ 新極真会静岡支部
3位 松浦　時久真 マツウラ　トクマ 究成会

選　　手　　名



小学２年女子初級の部　　　　　2名
優勝 坂口　明雫 サカグチ　アキナ 正道会館矢島道場

小学３年男子初級の部　　　　　4名 静空塾
優勝 植松　啓太 ウエマツ　ケイタ

小学３年女子初級の部　　　　　2名
優勝 青木　虹心 アオキ　ニコ 真樹道場横須賀

小学４年男子初級の部　　　3名
優勝 山﨑　颯介 ヤマザキ　ソウスケ 新極真会静岡支部

小学５年男子初級の部　　　　　　2名
優勝 水口　愛琉 ミズグチ　アイル 静空塾

小学２年男子中級の部　　　　　9名
優勝 小澤　寛太 オザワ　カンタ 静空塾

準優勝 田中　洵乃介 タナカ　シュンノスケ 神武館野村道場
3位 木野内　桜千 キノウチ　オウセ 静空塾
3位 松本　葵羽 マツモト　アオバ 静空塾

小学２年女子中級の部　　　　　2名
優勝 野坂　彩萌 ノサカ　アヤメ 静空塾

小学３年男女混合　中級の部　　　8名
優勝 望月　羚生 モチヅキ　レオ 新極真会静岡富士

準優勝 鈴木　志苑 スズキ　シオン 極真静岡長澤道場
3位 細川　煌 ホソカワ　キラ 正道会館矢島道場
3位 伊東　旭 イトウ　アサヒ 神武館野村道場

小学4年男子　中級の部　　　　　7名
優勝 古山　睦都 フルヤマ　ムツ 究成会

準優勝 松浦　大云志 マツウラ　タイシ 究成会
小学５年男女混合　中級の部　　　7名

優勝 小林　千晃 コバヤシ　チアキ 極真静岡長澤道場
準優勝 木野内　愛夢 キノウチ　アイム 静空塾

小学６年男子　中級の部　　　　　3名
優勝 土屋　佑斗 ツチヤ　ユウト 静空塾

中学男子　中級の部　　　　　　　3名
優勝 田村　公聖 タムラ　コウセイ 静空塾


