
成績
ｾﾞｯｹﾝ

NO
道　　場　　名

1部・Ａｺｰﾄ

優勝 4 佐々木　絢美 ササキ　アヤミ 極真会館神奈川県井上道場

準優勝 2 霧生　ちよ キリュウ　チヨ 佐藤塾静岡支部

優勝 15 古賀　隆乃介 コガ　リュウノスケ 誠真会館秋津道場

準優勝 8 田中　颯真 タナカ　フウマ 誠真会館東伏見道場

第３位 6 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

第３位 17 佐土原　一龍 サドハラ　ヒリュウ 武道空手練

優勝 23 鈴木　白虎 スズキ　ハクト 世界全極真志優会

準優勝 30 八木　海柊 ヤギ　ミシュウ 実戦空手道優心塾

第３位 20 小林　堅志 コバヤシ　ケンシ 極真会館神奈川県井上道場

第３位 27 宮内　晴世 ミヤウチ　ハルセ 極真会館静岡県長澤道場

優勝 33 小川　結愛 オガワ　ユア 静空塾

優勝 40 上坂　隼斗 コウサカ　ハヤト 極真会館静岡県長澤道場

準優勝 37 小林　由季 コバヤシ　ヨシキ 極真会館静岡県長澤道場

第３位 34 川中　椋仁 カワナカ　リョウジン 士衛塾山梨

第３位 44 小林　一輝 コバヤシ　イツキ 静空塾

優勝 48 奥津　響也 オクツ　キョウヤ 極真会館神奈川県井上道場

準優勝 52 三好　音央斗 ミヨシ　ネオト 真樹道場横浜南支部

第３位 45 加藤　和麗 カトウ　ニコリ 静空塾

第３位 50 渡邊　一心 ワタナベ　イッシン 士衛塾山梨

２部・Ａｺｰﾄ

優勝 147 三好　桃羽 ミヨシ　トハネ 真樹道場横浜南支部

優勝 148 鈴木　虹心 スズキ　ニコ 実戦空手大場道場

優勝 157 高木　健心 タカギ　ケンシン 極真会館坂本派秦野道場

準優勝 151 瀬古　空真 セコ　ソラマ 極真会館坂本派秦野道場

第３位 154 宮地　祐成 ミヤヂ　ユウセイ 静空塾

２０２２　第１６回静空塾ジュニア空手選手権　試合結果

小学１年男子初・中級の部　　　１４名

小学５年女子初・中級の部　　　　　３名

小学６年女子初・中級の部　　　　　２名

小学５年男子初・中級の部　　　　　１０名

小学３年男子初・中級の部　　　　　１１名

小学４年男子初・中級の部　　　　　９名

選　　手　　名

小学２年男子初・中級の部　　　　　１２名

小学３年女子初・中級の部　　　　　３名

小学１・２年女子初・中級の部　　４名



第３位 158 山下　豊湧 ヤマシタ　トワ 士衛塾山梨

優勝 161 清水　琉音 シミズ　リオン 実戦空手大場道場

準優勝 163 三好　騎斗 ミヨシ　ナイト　 真樹道場横浜南支部

リアル

優勝 73 泉　結 イズミ　ユウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

準優勝 58 渡邊　剛 ワタナベ　ゴウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

第３位 59 飯田　朔士 イイダ　サクト 静空塾

第３位 65 西村　陽咲 ニシムラ　ヒナタ 極真拳武會城南品川支部

1部・Ｂｺｰﾄリアル

優勝 74 秋本　龍哉 アキモト　リュウヤ 世界全極真志優会

準優勝 82 岩﨑　日向汰 イワサキ　ヒナタ 白蓮会館湘南鎌倉支部

第３位 78 鶴田　朝陽 ツルタ　アサヒ 白蓮会館東京墨田支部

第３位 83 鈴木　颯空 スズキ　ソラ 世界全極真志優会

リアル

優勝 88 大場　心遥 オオバ　コハル 実戦空手大場道場

リアル

優勝 90 大原　佑雛 オオハラ　ユウナ 新極真会東京佐伯道場

準優勝 92 鈴木　夏葵 スズキ　ナツア 究成会

リアル

優勝 107 八牟禮　類斗 ハチムレ　ルイト 世界全極真志優会

準優勝 93 平栗　永琉 ヒラグリ　エル 武道空手練

第３位 99 宮﨑　泰粋 ミヤザキ　タイキ 静空塾

第３位 103 田中　樹 タナカ　イツキ 神武館野村道場

リアル

優勝 112 大古田　汐栞 オオコタ　シオリ 神武館野村道場

準優勝 114 吉岡　沙月 ヨシオカ　サツキ 実戦空手道優心塾

第３位 108 北　さくら キタ　サクラ 実戦空手道優心塾

第３位 117 下田　まな シモダ　マナ 極真会館神奈川県井上道場

リアル

優勝 131 鶴田　大洋 ツルタ　タイヨウ 白蓮会館東京墨田支部

準優勝 138 五味田　真 ゴミタ　マコト 世界全極真志優会

第３位 122 村松　心暖 ムラマツ　シノン 世界全極真志優会

第３位 143 菊池　善 キクチ　ゼン 神武館野村道場

リアル

優勝 165 高橋　尚暉 タカハシ　ナオキ 実戦空手道優心塾

小学２年男子（無差別）の部　　　　　15名

小学３年女子（無差別）の部　　　　　１１名

小学３年男子（無差別）の部　　　　　２６名

小学６年男子初・中級の部　　　　　５名

小学４年男子＜３０㎏未満＞の部　　　　　８名

幼年(男女混合) の部　　　　　２０名

小学１年男子（無差別）の部　　　　　１２名

小学１年女子（無差別）の部　　　　　３名

小学２年女子（無差別）の部　　　　　４名



準優勝 170 高橋　凪 タカハシ　ナギ 実戦空手道優心塾

第３位 168 永峯　凪朗 ナガミネ　ナオ 世界全極真志優会

第３位 172 作山　稔茂 サクヤマ　ナルモ 静空塾

リアル

優勝 173 山澤　凛太郎 ヤマサワ　リンタロウ 白蓮会館東京墨田支部

準優勝 183 井上　颯大 イノウエ　ソウタ 究成会

第３位 177 佐久間　蕾希 サクマ　ライキ 神武館野村道場

第３位 186 阿部　大翔 アベ　ヒロト 世界全極真志優会

リアル

優勝 191 井上　友梨香 イノウエ　ユリカ 白蓮会館湘南鎌倉支部

リアル

優勝 197 渡辺　桜貴 ワタナベ　オウキ 極真会館坂本派秦野道場

準優勝 207 今井　惺梛 イマイ　セナ 実戦空手大場道場

第３位 193 本多　虎太郎 ホンダ　コタロウ 実戦空手大場道場

第３位 203 小林　千晃 コバヤシ　チアキ 極真会館静岡県長澤道場

リアル

優勝 209 佐々木　ひかる ササキ　ヒカル 世界全極真志優会

準優勝 211 遠藤　明日菜 エンドウ　アスナ 静空塾

２部・Ｂｺｰﾄリアル

優勝 216 大竹　正希 オオタケ　マサキ 実戦空手大場道場

準優勝 222 吉岡　奏祐 ヨシカワ　ソウスケ 実戦空手道優心塾

第３位 213 芝田　善翔 シバタ　ゼンショウ 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

第３位 220 武田　瑛太 タケダ　エイタ 武道空手練

リアル

優勝 233 八木　祥平 ヤギ　ショウヘイ 世界全極真志優会

準優勝 224 北　英雄 キタ　ヒデオ 実戦空手道優心塾

第３位 229 澤田　健誠 サワダ　ケンセイ 実戦空手大場道場

第３位 231 宮内　陽皇 ミヤウチ　ヒオウ 極真会館静岡県長澤道場

リアル

優勝 239 仁井田　知樹 ニイダ　トモキ 正道会館矢島道場

準優勝 235 増子　遼大 マスコ　リョウダイ 実戦空手道優心塾

第３位 238 永井　珀玖 ナガイ　ハク 極真会館静岡県長澤道場

第３位 240 鏡　神月 カガミ　ジェル 極真手塚グループ静岡

リアル

優勝 252 大竹　真帆 オオタケ　マホ 実戦空手大場道場

準優勝 246 阿部　彩也乃 アベ　サヤノ 世界全極真志優会

小学６年女子（無差別）の部　　　　　１１名

小学５年男子＜３５㎏未満＞　　　　　１１名

小学６年男子＜４０㎏未満＞の部　　　　　１１名

小学６年男子＜４０㎏以上＞の部　　　　　８名

小学４年男子＜３０㎏以上＞の部　　　　　１８名

小学４年女子（無差別）の部　　　　　２名

小学５年男子＜３５㎏以上＞　　　　　１６名

小学５年女子（無差別）の部　　　　　４名



第３位 243 平原　輝 ヒラバル　ヒカリ 遂心塾

第３位 249 廣瀬　梅子 ヒロセ　ウメコ 遂心塾

リアル

優勝 260 石黒　晴悟 イシグロ　セイゴ 実戦空手道優心塾

準優勝 257 今井　煌貴 イマイ　コウキ 実戦空手大場道場

リアル

優勝 261 永井　丈晴 ナガイ　タケハル 武心塾カラテ茅ヶ崎海岸支部

リアル

優勝 263 加藤　宥希 カトウ　ユウキ 祐心会

準優勝 266 増子　遥稀 マスコ　ハルキ 実戦空手道優心塾

リアル

優勝 271 三城　良依 サンジョウ　ライ 実戦空手大場道場

準優勝 269 伊藤　恭平 イトウ　キョウヘイ 実戦空手道優心塾

リアル

優勝 274 重松　凜 シゲマツ　リン 実戦空手道優心塾

準優勝 278 下田　まりあ シモダ　マリア 極真会館神奈川県井上道場

中学２・３年男子＜５５㎏未満＞の部　　　　　５名

中学２・３年男子＜５５㎏以上＞の部　　　　　６名

中学女子の部　　　　　７名　　　　　

中学１年男子＜４５㎏未満＞の部　　　　　７名

中学１年男子＜４５㎏以上＞の部　　　　　２名


