
　　　　 　　　　　　　　　　　日　付　　 2014年9月21日
　　　　　　       　　　　会場名 佐倉市民体育館

形の部

種　目 クラス 優　勝 (支部名・団体名） 準優勝（支部名・団体名） 3位（支部名・団体名） 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 遠藤 暖和 （大日） 池田 太陽 （流山） 涌井 義生 （八千代） 二位谷 心桜 （作新台） 塚本 開飛 （流山） 根本 琴葉 （津田沼） 根本 一平 （津田沼） 鈴木 玖采 （五井）

中級 井生 珠愛 （京葉） 木村 洸志 （有秋）

初級 高緑 美海 （作新台） 齊藤 巧 （大網） 沼田 妃華 （君津） 西浦 伊織 （袖ヶ浦） 鈴木 球士 （作新台） 山岸 祐太 （流山） 小曽根 大珠 （涛心本部） 萩原 煌太郎 （君津）

中級 島ノ江 亜琉 （流山） 大澤 賢祐 （流山） 久保田 彩斗 （流山） 佐久間 美妃 （流山） 藤本 慈生 （有秋） 森山 結斗 （船橋） 石川 大雅 （流山） 林 友々菜 （松戸）

上級 西塚 悠真 （船橋） 秋山 慧旬 （作新台） 鈴木 一 （君津） 秋山 龍馬 （花見川） 上原 滉平 （船橋） 清水 遥矢 （君津） 佐藤 陽向 （大日） 根本 越 （作新台）

初級 小柳 陽 （作新台） 松村 洸大 （北総） 森川 誠也 （北総） 川越 宏基 （八千代） 田畑 聡真 （市川）

中級 黒川 陽仁 （涛心本部） 小柴 光士 （袖ヶ浦） 後山 唯斗 （市原） 中山 明日成 （千葉） 林田 龍太 （市原） 前田 央楓 （袖ヶ浦） 加川 史羅 （作新台） 佐藤 凛太郎 （袖ヶ浦）

上級 藤本 藍羽 （有秋） 田古 壮 （習空館） 峰岸 大治 （松戸） 粕谷 慶人 （市原） 増田 壮太 （市原） 工藤 拓幹 （佐倉南） 青木 丈虎 （船橋） 高田 悠大 （野田）

初級 島ノ江 星愛 （流山） 丸 里実 （五井） 秋山 菫 （花見川） 戸松 藍海 （北総） 三木 杏奈 （涛心本部）

中級 浦 千聖 （松戸） 得田 美月 （船橋） 清水 寧馨 （作新台） 伊藤 嶺 （酒々井） 中谷 渉未 （五井） 佐藤 彩百 （花見川） 矢野 舞夏 （酒々井） 平井 ほのか （野田）

上級 御幡 ゆめ （花見川） 瀧口 華菜 （市原） 下山 亜実 （習空館） 石川 芽依 （花見川） 渡部 絹衣 （佐倉） 浅野 亜美 （八千代）

初級 中村 賢人 （北総） 冨池 柊文 （花見川） 山口 理也 （野田） 世安 航大 （大網） 松浦 真志 （八千代） 上田 武 （千葉） 園田 結翔 （京葉）

中級 佐藤 圭慈 （野田） 佐藤 和磨 （佐倉） 會田 吏呂 （野田）

上級 秋山 諒成 （作新台） 佐々木 俊晴 （流山） 瀧口 真世 （市原） 出口 琉之介 （酒々井） 児玉 匠輝 （花見川） 古川 茂樹 （松戸） 林田 直樹 （船橋） 小川 航平 （酒々井）

中級 平井 みこと （野田） 君塚 陽向 （富里） 小林 嘉乃 （袖ヶ浦） 東郷 未来 （五井）

上級 蒲生 あゆな （君津） 中谷 美咲 （五井） 鎌田 紗羅 （袖ヶ浦） 平田 舜月 （佐倉） 木賀 菜摘 （作新台） 萩原 麻衣 （富里）

中学生 男子 中級 佐藤 麻耶 （船橋） 天宮 由太 （松戸） 丸 道義 （五井）

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

幼年 男女

小学５・６年 女子

第3回小・中学生千葉県空手道親善大会



組手の部

種　目 クラス 優　勝 (支部名・団体名） 準優勝（支部名・団体名） 3位（支部名・団体名） 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 遠藤 暖和 （大日） 池田 太陽 （流山） 鈴木 玖采 （五井） 米倉 瑠花 （習空館） 二位谷 心桜 （作新台） 森岡 映寿 （習空館） 涌井 義生 （八千代） 中島 遥也 （花見川）

中級 木村 洸志 （有秋） 井生 珠愛 （京葉）

初級 沼田 妃華 （君津） 中谷 拓 （市原） 高緑 美海 （作新台） 齊藤 巧馬 （千葉） 佐藤 航太 （花見川） 三枝 勇斗 （花見川） 須藤 みんと （船橋） 山岸 祐太 （流山）

中級 藤本 慈生 （有秋） 石川 大雅 （流山） 森山 結斗 （船橋） 菅原 晴翔 （作新台） 池田 陽輝 （流山） 山田 怜弥 （松戸） 大澤 賢祐 （流山） 久保田 彩斗 （流山）

上級 西塚 悠真 （船橋） 秋山 慧旬 （作新台） 上原 滉平 （船橋） 秋山 龍馬 （花見川） 鈴木 一 （君津） 吉田 玄蔵 （有秋） 中村 歩睦 （船橋） 山崎 颯楽 （作新台）

初級 松村 洸大 （北総） 小柳 陽 （作新台） 田畑 聡真 （市川） 森川 誠也 （北総） 川越 宏基 （八千代）

中級 高橋 鼓太 （花見川） 前田 央楓 （袖ヶ浦） 林田 龍太 （市原） 後山 唯斗 （市原） 小柴 光士 （袖ヶ浦） 黒川 陽仁 （涛心本部） 中山 明日成 （千葉） 加川 史羅 （作新台）

上級 大日向 裕翔 （習空館） 工藤 拓幹 （佐倉南） 雨宮 慶太 （松戸） 青木 丈虎 （船橋） 小宮山 渚碧 （船橋） 増田 壮太 （市原） 高田 悠大 （野田） 粕谷 慶人 （市原）

初級 島ノ江 星愛 （流山） 三木 杏奈 （涛心本部） 秋山 菫 （花見川） 丸 里実 （五井） 戸松 藍海 （北総）

中級 浦 千聖 （松戸） 中谷 渉未 （五井） 平井 ほのか （野田） 得田 美月 （船橋） 清水 寧馨 （作新台） 佐藤 彩百 （花見川） 矢野 舞夏 （酒々井） 伊藤 嶺 （酒々井）

上級 瀧口 華菜 （市原） 浅野 亜美 （八千代） 御幡 ゆめ （花見川） 石川 芽依 （花見川） 下山 亜実 （習空館） 渡部 絹衣 （佐倉）

初級 中村 賢人 （北総） 冨池 柊文 （花見川） 世安 航大 （大網） 園田 結翔 （京葉） 上田 武 （千葉） 山口 理也 （野田） 松浦 真志 （八千代）

中級 會田 吏呂 （野田） 佐藤 圭慈 （野田） 佐藤 和磨 （佐倉）

上級 瀧口 真世 （市原） 秋山 諒成 （作新台） 佐々木 俊晴 （流山） 佐野 渚 （市川） 児玉 匠輝 （花見川） 小川 航季 （酒々井） 天宮 創太 （松戸） 出口 琉之介 （酒々井）

小学５・６年 女子 中級 小林 嘉乃 （袖ヶ浦） 君塚 陽向 （富里） 平井 みこと （野田） 東郷 未来 （五井）

上級 蒲生 あゆな （君津） 萩原 麻衣 （富里） 鎌田 紗羅 （袖ヶ浦） 木賀 菜摘 （作新台） 中谷 美咲 （五井） 平田 舜月 （佐倉）

中学生 男子 中級 天宮 由太 （松戸） 丸 道義 （五井） 佐藤 麻耶 （船橋）

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


	個人戦,団体戦

