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NO 道　　場　　名

１部

Ｍコート

優勝 3 早坂　飛侑駕 ハヤサカ　ヒュウガ 極真拳武會さいたま浦和支部

準優勝 12 五味田　真 ゴミタ　マコト 世界全極真志優会

第三位 9 富澤　瑞己 トミザワ　ミズキ 昭武館カラテ

第三位 20 中野　隆星 ナカノ　リュウセイ 世界全極真志優会

優勝 22 河合　琉月 カワイ　ルツキ 大上會

準優勝 27 森川　奏 モリカワ　カナデ ＫＷＦ極真会館

第三位 24 横山　竜輝 ヨコヤマ　タツキ 究成会

第三位 25 西島　琉煌 ニシジマ　リュウキ 静空塾

優勝 31 上永　結菜 ウエナガ　ユウナ 極真会館神奈川県井上道場

準優勝 30 菅沼　佑香 スガヌマ　ユウカ 静空塾

優勝 38 小島　隼輝 コジマ　シュンキ 空手道ＭＡＣ本部

準優勝 42 樋口　聖馬 ヒグチ　ショウマ 極真会館神奈川県井上道場

第三位 33 宮下　未来翔 ミヤシタ　ミキト 世界全極真志優会

第三位 39 樋川　がく ヒカワ　ガク 極真会館安斎道場山梨県本部

優勝 49 田中　幸風 タナカ　ユキカゼ 桜塾

準優勝 45 宮崎　凱 ミヤザキ　カイ 空手道ＭＡＣ本部

優勝 50 吉澤　明咲 ヨシザワ　メイサ 昭武館カラテ

準優勝 54 石川　亜美 イシカワ　アミ 静空塾

優勝 56 長山　零 ナガヤマ　レイ 極真会館神奈川県井上道場

準優勝 59 髙子　怜音 タカコ　レオン 極真会館神奈川県井上道場

優勝 61 山田　萌花 ヤマダ　モカ 神武館大木道場

Ａコート

優勝 63 加藤　笑麗 カトウ　エミリ 静空塾

準優勝 69 深井　晴翔 フカイ　ハルト 極真拳武會城南品川支部

優勝 76 泉　結 イズミ　ユウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

２０２２　三島市長杯空手道選手権大会　成績一覧

選　　手　　名

東日本Ｊｒ．フルコンタクト空手道選手権大会

小学４年男子(３０㎏以上)の部　　　　　２０名　　　　　　JAC選抜

小学４年男子(３０㎏未満)の部　　　　　８名　　　　　　JAC選抜

小学４年女子中級(無差別)の部　　　　　４名

小学５年男子中級(無差別)の部　　　　　１２名

小学６年男子中級(無差別)の部　　　　　５名

小学６年女子中級(無差別)の部　　　　　５名

中学男子中級(無差別)の部　　　　　６名

中学女子中級(無差別)の部　　　　　２名

幼年年長(男女混合)(無差別)の部　　　７名　　　　　JAC選抜

小学１年男子(無差別)の部　　　　　７名　　　　　　　　JAC選抜



準優勝 73 大八木　恒正 オオヤギ　ツネマサ 白蓮会館湘南鎌倉支部

優勝 79 月足　心咲 ツキアシ　ミサキ 世界全極真志優会

優勝 81 五十嵐　唯郁 イガラシ　ユイカ 新格闘術五十嵐道場

準優勝 83 八田　かれん ハッタ　カレン 正道会館新心館

優勝 86 大場　心遥 オオバ　コハル 実戦空手大場道場

優勝 92 山口　礼亜 ヤマグチ　レア ＫＷＦ極真会館

準優勝 97 小野寺　逞 オノデラ　タクマ 桜塾

第三位 94 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

第三位 102 朽木　永徳 クチキ　エイトク 世界全極真志優会

優勝 112 大鹿　礼毅 オオシカ　ライキ 大鹿道場

準優勝 121 松園　公謙 マツゾノ　コウケン 佐々木道場

第三位 108 上野　結翔 ウエノ　ユイト 極真空手道忍會ふじみの本部

第三位 116 鈴木　白虎 スズキ　ハクト 世界全極真志優会

Ｂコート

優勝 125 屋比久　桜ノ介 ヤビク　オウノスケ フルコンタクトカラテスクール

優勝 127 遠藤　蒼士 エンドウ　ソウシ 静空塾

準優勝 134 田島　光来大 タジマ　アラタ 正道会館矢島道場

第三位 131 中村　翼 ナカムラ　ツバサ 実戦空手道優心塾

第三位 138 森　歩望 モリ　アユム 静空塾

優勝 139 城取　桃子 シロトリ　モモコ 松原道場

優勝 143 坂口　明雫 サカグチ　アキナ 正道会館矢島道場

準優勝 141 木村　一楓 キムラ　イチカ 究成会

優勝 145 赤羽　鉄将 アカバネ　テッショウ 武術空手道拳空道會

準優勝 155 岩﨑　葵陸 イワサキ　カイリ 静空塾

第三位 150 勝又　環太 カツマタ　カンタ 神武館大木道場

第三位 153 佐野　陸斗 サノ　リクト 静空塾

優勝 170 萱沼　諒明 カヤヌマ　リョウメイ 白蓮会館南アルプス支部

小学１年女子(無差別)の部　　　　　３名　　　　　　　　JAC選抜

小学３年女子(無差別)の部　　　　　６名　　　　　　　　JAC選抜

小学２年女子(無差別)の部　　　　　３名　　　　　　　JAC選抜

小学２年男子(無差別)の部　　　　　１５名　　　　　　　JAC選抜

小学３年男子(無差別)の部　　　　　２０名　　　　　　　　JAC選抜

幼年年中初・中級(男女混合)(無差別)の部　　　３名

小学１年男子中級(無差別)の部　　　　　１２名

小学１年女子中級(無差別)の部　　　　　２名

小学２・３年女子中級(無差別)の部　　　　　４名

小学２年男子中級(無差別)の部　　　　　１２名

小学３年男子中級(無差別)の部　　　　　１６名



準優勝 162 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

第三位 157 植松　涼介 ウエマツ　リョウスケ 静空塾

第三位 165 前田　悠冴 マエダ　ユウゴ 士衛塾山梨

優勝 180 鈴木　海斗 スズキ　カイト 桜塾

準優勝 185 阿隅　友基 アスミ　ユウキ 桜塾

第三位 176 髙田　龍煌 タカダ　リュウキ 極真会館安斎道場山梨県本部

第三位 181 長房　進三郎 ナガフサ　シンザブロウ 極真会館静岡県長澤道場

２部

Ｍコート

優勝 188 柳井　星七 ヤナイ　セナ 空身館

準優勝 195 髙澤　登矢 タカサワ　トウヤ 武道空手練

第三位 191 八木　海友 ヤギ　カイト 実戦空手道優心塾

第三位 194 伊藤　蓮 イトウ　レン 拳王道

優勝 198 市川　丸 イチカワ　マル 正道会館矢島道場

Ａコート

優勝 199 北　さくら キタ　サクラ 実戦空手道優心塾

準優勝 203 吉岡　沙月 ヨシオカ　サツキ 実戦空手道優心塾

優勝 204 都築　梨那 ツヅキ　リナ 世界闘英館

準優勝 208 小川　結愛 オガワ　ユア 静空塾

優勝 223 井上　颯大 イノウエ　ソウタ 究成会

準優勝 209 松園　一粋 マツゾノ　イッスイ 佐々木道場

第三位 213 佐久間　蕾希 サクマ　ライキ 神武館野村道場

第三位 218 西田　晴馬 ニシダ　ハルマ 世界全極真志優会

優勝 235 本多　虎太郎 ホンダ　コタロウ 実戦空手大場道場

準優勝 226 渡辺　桜貴 ワタナベ　オウキ 極真坂本派秦野道場

第三位 232 成田　子龍 ナリタ　シリュウ ＫＷＦ極真会館

第三位 239 小林　千晃 コバヤシ　チアキ 極真会館静岡県長澤道場

優勝 247 工藤　颯太 クドウ　ソウタ 大鹿道場

準優勝 240 ジョンストン　ベガス ジョンストン　ベガス 極真空手道忍會ふじみの本部

第三位 246 中村　圭吾 ナカムラ　ケイゴ 光山会

小学４年男子中級(無差別)の部　　　　　１５名

高校男子(７０㎏未満)の部　　　　　９名　　　　　　JAC選抜

高校男子(７０㎏以上)の部　　　　　２名　　　　　　JAC選抜

小学４年女子(３０㎏未満)の部　　　　　５名　　　　　JAC選抜

小学４年女子(３０㎏以上)の部　　　　　５名　　　　　JAC選抜

小学５年男子(３５㎏以上)の部　　　　１７名　　　　　　JAC選抜

小学６年男子(４０㎏以上)の部　　　　　１４名　　　　　　JAC選抜

小学６年男子(４０㎏未満)の部　　　　　１４名　　　　　　JAC選抜



第三位 253 大竹　正希 オオタケ　マサキ 実戦空手大場道場

優勝 260 福場　大晴 フクバ　タイセイ 極真拳武會さいたま浦和支部

準優勝 254 吉野　空翔 ヨシノ　ソラト ＫＷＦ極真会館

第三位 257 永井　瑛 ナガイ　テル 極真会館静岡県長澤道場

第三位 262 梶　武蔵 カジ　ムサシ 飛馬道場

Ｂコート

優勝 266 井上　桜花香 イノウエ　サクラコ 世界全極真志優会

優勝 268 佐々木　ひかる ササキ　ヒカル 世界全極真志優会

優勝 270 樋本　楓 ヒモト　カエデ 白蓮会館湘南鎌倉支部

優勝 271 伊藤　千愛 イトウ　チエ 誠真会館

優勝 274 北　幸 キタ　ユキ 実戦空手道優心塾

準優勝 275 上平　そら カミダイラ　ソラ 実戦空手道優心塾

優勝 285 樋本　涼 ヒモト　リョウ 白蓮会館湘南鎌倉支部

準優勝 283 工藤　蓮 クドウ　レン 空武會

第三位 277 佐野　光琉 サノ　ミツル フルコンタクトカラテスクール

第三位 291 石黒　晴悟 イシグロ　セイゴ 実戦空手道優心塾

優勝 296 本田　夏 ホンダ　ナツ 宮本道場

準優勝 301 矢作　雅妃 ヤハギ　ミヤビ 極真空手道忍會ふじみの本部

第三位 292 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

第三位 297 大竹　真帆 オオタケ　マホ 実戦空手大場道場

優勝 303 河合　利亜斗 カワイ　リアト 大上會

準優勝 310 赤澤　暖人 アカザワ　ハルト 神武館大木道場

第三位 306 袴田　颯馬 ハカマタ　ソウマ 桜塾

第三位 307 宮内　陽皇 ミヤウチ　ヒオウ 極真会館静岡県長澤道場

優勝 314 長坂　子龍 ナガサカ　シリュウ 極真空手道忍會ふじみの本部

準優勝 315 平礒　煌士 ヒライソ　コウシ 白蓮会館湘南鎌倉支部

優勝 318 石田　虎琉 イシダ　クリュウ 挙真流チームアキラ

小学５年男子(３５㎏未満)の部　　　　　１０名　　　　　　JAC選抜

小学６年女子（４０㎏未満)の部　　　　　３名　　　　　　ＪＡＣ選抜

小学６年女子（４０㎏以上)の部　　　　　２名　　　　　　ＪＡＣ選抜

小学５年女子(３５㎏未満)の部　　　　２名　　　　　JAC選抜

小学５年女子(３５㎏以上)の部　　　　　２名　　　　　JAC選抜

高校女子の部　　　　　４名　　　　　JAC選抜

中学２・３年男子(５５㎏未満)の部　　　　　１５名　　　　　JAC選抜

中学１年女子の部　　　　　１０名　　　　　JAC選抜

中学１年男子(４５㎏未満)の部　　　　　９名　　　　　JAC選抜

中学１年男子(４５㎏以上)の部　　　　　７名　　　　　JAC選抜

中学２・３年男子(５５㎏以上)の部　　　　　　６名　　　　　JAC選抜



準優勝 321 都築　莉玖 ツヅキ　リク 世界闘英館

優勝 327 重松　凜 シゲマツ　リン 実戦空手道優心塾

準優勝 325 佐藤　ひかり サトウ　ヒカリ 実戦空手道優心塾

２部

Ｍコート

優勝 3 木下　拓也 キノシタ　タクヤ 盟武会木下道場

準優勝 4 城取　良隆 シロトリ　ヨシタカ 松原道場

優勝 11 西脇　美津男 ニシワキ　ミツオ 白蓮会館岐阜南支部

準優勝 7 堀内　隆文 ホリウチ　タカフミ 白蓮会館山梨支部

優勝 15 栗田　陽子 クリタ　ヨウコ 正道会館沢田道場

準優勝 13 三ヶ嶋　理奈 ミカシマ　リナ 武道空手練

優勝 16 伊藤　龍吾 イトウ　リュウゴ 士衛塾山梨

優勝 18 紅谷　凱 ベニヤ　ガイ 極真拳武會さいたま浦和支部

準優勝 26 細田　陽斗 ホソダ　ハルト 実戦空手道優心塾

第三位 21 宮川　渉 ミヤカワ　ショウ 武道空手練

第三位 25 佐藤　誠真 サトウ　セイマ 空武會

優勝 28 福永　匠真 フクナガ　タクマ ＫＷＦ極真会館

準優勝 32 野澤　功 ノザワ　イサオ 実戦空手大場道場

第三位 30 坂本　晴彦 サカモト　ハルヒコ 空手道ＭＡＣ川崎宮前平道場

第三位 34 川村　風矢 カワムラ　フウヤ 極真会館神奈川県井上道場

優勝 37 横塚　怜奈 ヨコツカ　レイナ 実戦空手道優心塾

準優勝 42 大木　苑 オオキ　エン 宮野道場

第三位 40 日下部　奈々 クサカベ　ナナ 日本実戦空手道七州会

第三位 43 本田　志帆 ホンダ　シホ 宮本道場

優勝 46 片桐　大也 カタギリ　ダイヤ 極真拳武會城南品川支部

準優勝 50 鈴木　力斗 スズキ　リキト 極真会館浜井派足立選手會

第三位 48 野口　智史 ノグチ　トモフミ 北斗會ふじみ野支部

第三位 54 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

中学２・３年女子の部　　　　４名　　　　　JAC選抜

全日本空手道選手権大会成績一覧

マスターズ男子４０才以上重量級（７０㎏以上)の部　　　　　６名

マスターズ男子軽量級(７０㎏未満)の部　　　　　５名　　　

マスターズ女子(無差別)の部　　　　　４名

一般男子重量級（７５㎏以上)の部　　　　　９名

一般女子軽中級(５５㎏未満)の部　　　　　７名

マスターズ男子５０才以上重量級(７０㎏以上）の部　　　　　２名

一般男子軽中量級(６５㎏未満)の部　　　１０名

一般男子中量級(７５㎏未満)の部　　　　　９名

一般女子重量級（５５㎏以上)の部　　　　　９名



優勝 59 高林　美空 タカバヤシ　ミク 実戦空手道優心塾

準優勝 55 坂本　みゆき サカモト　ミユキ 空手道ＭＡＣ川崎宮前平道場

優勝 62 氏原　陸登 ウジハラ　リクト 桜塾

MVP 223 井上　颯大 イノウエ　ソウタ 究成会

MVP 28 福永　匠真 フクナガ　タクマ ＫＷＦ極真会館

一般男子軽量級(５５㎏未満)の部　　　３名


