
1 幼年男女 儀武澄羽琉 (鳩) 佐藤ひなた (草) 岡村優之介 (新) 大沼綾乃 (草) 宮元敬輝 (鳩) 大金蒼 (和) 肥後真翔 (草) 関本且崇 (新) 島村奏吾 (和) 津田夏翔 (鳩) 篠原優 (和)

2 小学1年生　男子 吉田友希 (舎) 関本基周 (新) (新) (ス) (草) (中居)

3 小学1年生　女子 浅倉琴葉 (鳩) 中山はるの (和)

4 小学2年生　男子 大橋東眞 (新) 河田晃駕 (新) 長屋真 (新) 志田健翔 (西)

5 小学2年生　女子 平野夏海 (鳩) 町永妃那乃 (草) 齊藤果歩 (栃) 金澤雫 (草)

6 小学3年生　男子 鈴木槙之助 (舎) 関根蓮斗 (草) 仁平煌珀 (草) 河田継都 (新) 山田真大 (新) 鈴木晴太 (新) 田中蓮 (松) 尾花駆 (草)

7 小学3年生　女子 井上三菜 (新) 大滝愛未 (新) 菅野碧海 (新) 儀武宙琉 (鳩)

8 小学4年生　男子 梶尾暖 (西) 下出隼ノ介 (鳩) 馬場響樹 (中央) 山口伸明 (新)

9 小学4年生　女子 堀本向日梨 (草) 堀本明日梨 (草) 榎本ひまり (新) 浅倉　希々香 （鳩）

10 小学5年生　男子 堀本隼琉馬 (草) 関根陽斗 (草) 金井正太 (新) 李彦博 (草)

11 小学5年生　女子 鈴木仁子 (草) 乾紗菜 (中居)

12 小学6年生　男子 井上広太 (新) 森山樹希 (十) 結城麗夢 (新) 河田和篤 (新)

13 小学6年生　女子 梶尾冴 (西) 大輪咲奈 (栃) 渡部心優 (中居) 黄金井來那 (十)

14 中学生男子 野澤育磨 (武) 田中大斗 (十) 森遥斗 (中居) 村山晴琉 (栃)

15 中学生女子 榊原菜々子 (草) 時田幸夏 (新) 工藤彩珠 (新) 林史乃 (新)

16 高校生以上一般女子 長野愛 (松) 五十嵐優華 (帝)

17 高校生以上一般有級男子 関根浩市 (帝) 蓮沼健人 (舎) 矢内志穏 加 若尾伊一翼 (帝)

18 高校生以上一般有段男子 中田匠 (新) 西條文規 (舎) 0

19 一般女子シニア 鈴木亜矢子 (草) 奈良部直美 (松) 高橋恵美 (松) 足助多香子 (上石)

20 一般有段男子シニア BERNARD C ALVARINA (PHI) 黄金井　憲 (十) 白石　淳 (松) 下出　大吾 (鳩)

23 幼年男女 肥後真翔 (草) 儀武澄羽琉 (鳩) 津田夏翔 (鳩) 宮本敬輝 (鳩) 大沼綾乃 (草) 関本且崇 (新) 篠原優 (和) 島村奏吾 (和) 大金蒼 (和) 岡村優之介 (新)

24 小学1年生　男子 平野冬馬 (鳩) 松崎泰佑 (鳩)

25 小学1年生　女子 人見莉央奈 (栃) 人見柚稀奈 (栃)

26 小学2年生　男子 河田晃駕 (新) 下出裕三朗 (鳩) 木下真矢 (光) 志田健翔 (西)

27 小学2年生　女子 平野夏海 (鳩) 島村瑠唯 (和) 町永妃那乃 (草) 齊藤果歩 (栃)

28 小学3年生　男子 谷響紀 (新) 大野葉琉 (光) CONS EDDARD GESLANI (PHI) 河田継都 (新) 鈴木槙之助 (舎) 尾花駆 (草) 関根蓮斗 (草) 佐竹琉生斗 西

29 小学3年生　女子 菅野碧海 (新) 大滝愛未 (新) 儀武宙琉 (新) 後藤結香 (新)

30 小学4年生　男子 下出隼ノ介 (鳩) 安藤葵向 (西) 新井隼人 (新) 阿部晟大 (栃)

31 小学4年生　女子 堀本明日梨 (草) 堀本向日梨 (草) 榎本ひまり (新) 浅倉希々香 (鳩)

32 小学5年生　男子 伊藤蒼真 (新) 堀本隼琉馬 (草) 李彦博 (草) 金井正太 (新)

33 小学5年生　女子 鈴木仁子 (草) 坂本理美 (十)

34 小学6年生　男子 齋藤陽 (栃) 谷哉音 (新) 結城麗夢 (新) 井上広太 (新)

35 小学6年生　女子 大輪咲奈 (栃) 梶尾冴 (西) 黄金井來那 (十) 大輪映奈 (栃)

36 中学生男子 井上蒼介 (西) 村山晴琉 (栃) 谷爽詩 (新) 田中大斗 (十)

37 中学生女子 時田幸夏 (新) 山本遥音 (新) 工藤彩珠 (新) 林史乃 (新)

38 高校生男子 鈴木敬悟 (舎) 越智聖斗 (舎）

39 高校生以上一般女子 長野愛 (松) 五十嵐優華 (帝)

40 一般女子シニア 高橋恵美 (松) 鈴木亜矢子 (草)

41 一般有級男子 関根浩市 (帝) 船津博之 (中央) 岩尾一翼 (帝) 追分修司 (舎)

42 一般有段男子 大成昌樹 (松) 中田匠 (帝)

43 一般有段男子シニア 都築康隆 (十) BERNARD C.ALVARINA (PHI)

長野愛 (松) 鈴木仁子 (草) 平野夏海 (鳩) 関根浩市 (帝)

(　)内道場名案内

(十) 十二月田空手道クラブ (上板) 上板橋道場 (西) 西空手道クラブ (鳩) 鳩ケ谷空手道塾 (落) 落合空手道クラブ (SRI) スリランカ支部

(小) 小豆沢武道場 (草) 草加道場 (松) 松伏道場 (ス) キッズスマイル教室 (帝) 帝京大学 (IND) インド支部

(光) 光風道場 (上石) 上石神井道場 (中央) 中央空手道クラブ (和) 和心館 (PHI) フィリピン支部

(東) 東板橋道場 (舎) 舎人空手道教室 (中居) 中居空手道クラブ (栃) 栃木本部道場 (AUS) オーストラリア支部

(新) 新郷空手道クラブ (王) 王子道場 (中婦) 中央婦人 (武) 武神幸並道場 (AME) アメリカ支部

西空手道クラブA

梶尾冴

安藤葵向

梶尾暖

中居空手道クラブ

熊井凰介

乾紗菜

山崎心陽

甚野桂子

梅内加奈

中央婦人

鈴木美津技
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岩渕杯（形・組手ダブル優勝者）

新郷空手道クラブ

井上広太

谷哉音

河田和篤

新郷空手道クラブ

山本遥音

工藤彩珠

時田幸夏

形

幼年・小学生団体形

中・高・一般団体形

21

22

組手

令和4年9月19日(月)

優秀賞 優秀賞 優秀賞


