第2回小・中学生千葉県空手道親善大会
日 付
会場名

2013年9月29日
佐倉市民体育館

形の部
種 目
幼年 男女

小学1・２年 男女

クラス 優 勝 (支部名・団体名） 準優勝（支部名・団体名）

小学３・４年 女子

小学５・６年 男子

小学５・６年 女子

中学生 男子

4位（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

初級

秋山 龍馬 （花見川）

池田 陽輝 （流山）

下山 泰良 （習志野）

佐藤 陽向 （大日）

菅藤 聡太 （酒々井）

花上 凛 （市川）

酒井 玲佳 （野田）

根本 優花 （習志野）

初級

中山 明日成 （千葉）

西塚 悠真 （船橋）

小柴 光士 （袖ヶ浦）

田中 悠晴 （花見川）

増田 壮太 （市原）

小宮山 渚碧 （船橋）

村田 将悠 （北総）

秋好 翔遥 （五井）

中級

高橋 晴道 （君津）

須藤 美優 （松戸）

大森 優己 （作新台）

岩永 悠聖 （君津）

上原 滉平 （船橋）

青木 優汰 （松戸）

高木 比呂 （松戸）

滝川 つづみ （野田）

上級

千葉 凛音 （君津）

篠崎 汐音 （市原）

塚本 悠太 （流山）

樋沼 柊月 （酒々井）

関 悠真 （作新台）

國吉 康太 （市原）

加藤 凛 （松戸）

木原 健太 （花見川）

會田 吏呂 （野田）

前田 央楓 （袖ヶ浦）

佐藤 優利 （花見川）

大鹿糠 雄貴 （野田）

粕谷 慶人 （市原）

林田 直樹 （船橋）

小谷 凌雅 （酒々井）

秋山 諒誠 （作新台）

山下 海星 （作新台）

濱部 悠斗 （作新台）

福尾 颯真 （作新台）

出口 琉之介 （酒々井）

浜野 莉 （作新台）

初級 黒川 陽仁 （涛心館本部）
小学３・４年 男子

3位（支部名・団体名）

中級 甲斐 亮磨 （涛心館本部） 高石 励汰 （涛心館本部）
上級

徳江 隆輝 （流山）

福尾 朋也 （流山）

新岡 匠 （涛心館本部）

森永 啓斗 （仁戸名）

関 一真 （作新台）

鈴木 大悟 （君津）

市原 大輝 （作新台）

石川 響也 （市川）

初級

向井 里有子 （流山）

関根 実菜美 （五井）

中島 奈緒 （涛心館本部）

江尻 千尋 （千葉中央）

海老原 なな （富里）

矢野 舞夏 （酒々井）

村田 彩心 （北総）

山口 華瑠 （涛心館本部）

中級

蒲生 あゆな （君津）

中谷 美咲 （五井）

梛野 愛理 （作新台）

西田 美星 （北総）

宮内 和海 （北総）

石戸 葵 （メガロス柏）

政金 芽依 （松戸）

鎌田 紗羅 （袖ヶ浦）

上級

千葉 真衣 （国際千葉）

柳田 紗希 （流山）

前田 有彩 （市原）

広瀬 桃花 （野田）

増渕 萌英子 （船橋）

程田 美由紀 （野田）

妻鹿 妃奈美 （作新台）

初級

小川 航季 （酒々井）

小川 航平 （酒々井）

佐藤 圭慈 （野田）

丸 道義 （五井）

片桐 海斗 （袖ヶ浦）

楠 真聖 （メガロス柏）

岩立 健太 （メガロス柏）

阿部 幸太郎 （花見川）

中級

高山 琉斗 （市原）

石川 雄大 （流山）

相京 和希 （酒々井）

鈴木 隆矢 （酒々井）

坂本 きよし （八千代）

伊藤 巧 （メガロス柏）

牛嶋 諒 （大日）

荒井 聡太 （袖ヶ浦）

上級

西田 将梧 （京葉）

加藤 拓海 （酒々井）

宮川 隼 （佐倉南）

酒井 幸輝 （野田）

椎名 遥紀 （佐倉南）

伊藤 翼未 （佐倉南）

萩原 和飛 （メガロス柏）

初級

小笠原 優月 （市原）

東郷 未来 （五井）

小泉 美穂 （酒々井）

片桐 海悠 （袖ヶ浦）

小林 嘉乃 （袖ヶ浦）

中級

滝川 くるみ （野田）

廣野 直 （北総）

萩原 麻衣 （富里）

上級

吉嶺 愛美 （野田）

天津 舞美 （メガロス柏）

飯田 朱音 （花見川）

熊坂 桜花 （作新台）

小林 杏実 （花見川）

上級

桒原 海人 （野田）

石川 泰希 （千葉中央）

石塚 雄斗 （メガロス柏）

追田 デミ （五井）

組手の部
種 目
幼年 男女

小学1・２年 男女

小学３・４年 男子

小学３・４年 女子

小学５・６年 男子

クラス 優 勝 (支部名・団体名） 準優勝（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

敢闘賞（支部名・団体名）

秋山 龍馬 （花見川）

下山 泰良 （習志野）

富岡 小羽 （京葉）

政金 龍平 （松戸）

佐久間 美妃 （流山）

高村 穂乃花 （酒々井）

池田 陽輝 （流山）

森岡 映寿 （習志野）

初級

加川 史羅 （作新台）

中谷 渉未 （五井）

小宮山 渚碧 （船橋）

大澤 賢祐 （流山）

佐藤 凛太郎 （袖ヶ浦）

中村 歩睦 （船橋）

小柴 光士 （袖ヶ浦）

中山 明日成 （千葉）

中級

大森 優己 （作新台）

秋山 慧旬 （作新台）

大日方 裕翔 （習志野）

佐藤 大和 （大日）

須藤 美優 （松戸）

高木 比呂 （松戸）

関根 翔也 （習志野）

市原 弘翔 （作新台）

上級

國吉 康太 （市原）

篠崎 汐音 （市原）

塚本 悠太 （流山）

加藤 凛 （松戸）

関 悠真 （作新台）

篠崎 璃音 （市原）

木原 健太 （花見川）

高緑 海翔 （作新台）

初級 黒川 陽仁 （涛心館本部）

粕谷 慶人 （市原）

石井 元翔 （袖ヶ浦）

前田 央楓 （袖ヶ浦）

高橋 鼓太 （花見川）

大鹿糠 雄貴 （野田）

小柳 陽 （作新台）

會田 吏呂 （野田）

中級 甲斐 亮磨 （涛心館本部）

秋山 諒誠 （作新台）

荒井 瑛人 （酒々井）

桒原 大樹 （野田）

濱部 悠斗 （作新台）

阿部 竜也 （流山）

福尾 颯真 （作新台）

佐々木 俊晴 （流山）

上級

遠藤 空流 （酒々井）

佐久間 大和 （流山）

金澤 一稀 （国際千葉）

稲留 結弦 （松戸）

新岡 匠 （涛心館本部）

程田 聖也 （野田）

後藤 陸玖 （作新台）

初級 中島 奈緒 （涛心館本部）

向井 里有子 （流山）

村田 彩心 （北総）

海老原 なな （富里）

関根 実菜美 （五井）

江尻 千尋 （千葉中央）

矢野 舞夏 （酒々井）

佐藤 彩百 （花見川）

中級

蒲生 あゆな （君津）

鎌田 紗羅 （袖ヶ浦）

中谷 美咲 （五井）

梛野 愛理 （作新台）

西田 美星 （北総）

石戸 葵 （メガロス柏）

政金 芽依 （松戸）

宮内 和海 （北総）

上級

千葉 真衣 （国際千葉）

増渕 萌英子 （船橋）

前田 有彩 （市原）

浅野 亜美 （八千代）

程田 美由紀 （野田）

妻鹿 妃奈美 （作新台）

阪本 梨志和 （市原）

初級

丸 道義 （五井）

小川 航季 （酒々井）

阿部 幸太郎 （花見川）

片桐 海斗 （袖ヶ浦）

楠 真聖 （メガロス柏）

岩立 健太 （メガロス柏）

佐藤 圭慈 （野田）

小川 航平 （酒々井）

中級

高山 琉斗 （市原）

鈴木 隆矢 （酒々井）

牛嶋 諒 （大日）

伊藤 巧 （メガロス柏）

荒井 聡太 （袖ヶ浦）

坂本 きよし （八千代）

相京 和希 （酒々井）

猪俣 遼介 （メガロス柏）

宮川 隼 （佐倉南）

伊藤 翼未 （佐倉南）

酒井 幸輝 （野田）

榎本 悠翔 （酒々井）

松村 泰斗 （北総）

石川 敬悟 （北総）

椎名 遥紀 （佐倉南）

片桐 海悠 （袖ヶ浦）

小笠原 優月 （市原）

飯田 朱音 （花見川）

小林 杏実 （花見川）

鈴木 大悟 （君津）

初級

東郷 未来 （五井）

小泉 美穂 （酒々井）

小林 嘉乃 （袖ヶ浦）

中級

廣野 直 （北総）

滝川 くるみ （野田）

萩原 麻衣 （富里）

熊坂 桜花 （作新台）

吉嶺 愛美 （野田）

桒原 海人 （野田）

石塚 雄斗 （メガロス柏）

上級 天津 舞美 （メガロス柏）
中学生 男子

4位（支部名・団体名）

初級

上級 萩原 和飛 （メガロス柏）

小学５・６年 女子

3位（支部名・団体名）

上級

石川 泰希 （千葉中央）

