
種  目 優  勝 準優勝 第３位 第３位

小学３年生男子 佐久間 昊生（平塚北） 安藤 匠人（中原） 野中 啓成（横須賀南）

小学３年生女子 田中 結菜（戸塚）

小学４年生男子 佐竹 隼（神空会） 小黒 悠星（都筑） 末次 弘和（平塚北）

小学４年生女子 福田 陽菜乃（川崎） 斉藤 晴美（神空会） 青木 陽奈子（都筑）

小学５年生男子 吉井 健太（神空会） 中村 星優（神空会） 平田 和杜（横浜中央）

小学５年生女子 柳田 亜衣（神空会） 岩本 萌（高森） 横坂 おもと（横須賀南）

小学６年生男子 山藤 貫太郎（横須賀南） 飛良 修平（神空会） 西岡 悠（高森）

小学６年生女子 天田 みこの（横浜） 喜多 汐織（横浜中央） 石原 瑠愛（戸塚）

中学１年生男子 小林 北斗（長津田） 宮本 凌羽佑（中原） 小出 敬士（戸塚）

中学１年生女子 泉 優里花（川崎） 西田 楓（横浜中央） 村岡 葵（川崎）

中学２年生男子 澤口 蓮太郎（戸塚） 星野 翔（神空会） 八木 北斗（神空会）

中学２年生女子 雑賀 歩佳（神空会） 近藤 桜（戸塚） 須崎 陽菜（戸塚）

中学３年生男子 松本 拓己（神空会） 平島 一樹（伊勢原） 八木 大和（神空会）

中学３年生女子 宮本 栞楠（中原） 飯田 真子（横浜中央） 坂崎 夢羽（横浜中央）

高校生男子 笹野 由宇（戸塚） 真田 康希（南横浜） 斎藤 翔一（高森）

高校生女子 石橋 咲織（平塚北） 馬場 菜月（戸塚） 八田 賢美（伊勢原）

一般男子 酒井 勇樹（横須賀南） 岸間 大幸（神空会） 岸間 千明（神空会）

一般女子 小林 ノリコ（長津田） 堀内 麻子（戸塚） 高瀬 史織（神空会）

種  目 優  勝 準優勝 第３位 第３位

小学３年生男子 高岸 柚衣（茅ヶ崎） 野中 啓成（横須賀南） 安藤 匠人（中原） 黒地 哲平（高森）

小学３年生女子 田中 結菜（戸塚）

小学４年生男子 佐竹 隼（神空会） 橋本 基（神空会） 土肥 央宙（中原） 滝浪 健（茅ヶ崎）

小学４年生女子 多和田 志菜（横浜中央） 福田 陽菜乃（川崎） 齋藤 晴美（神空会） 山野 謡（都筑）

小学５年生男子 吉井 健太（神空会） 中村 星優（神空会） 菊池 倫太郎（横浜中央） 勝又 頼之（茅ヶ崎）

小学５年生女子 横坂 おもと（横須賀南） 柳田 亜衣（神空会） 及川 彩夏（茅ヶ崎） 松元 瑠渚（川崎）

小学６年生男子 橋本 人和（都筑） 山藤 貫太郎（横須賀南） 井口 薫寿（神空会） 白鳥 翔大（伊勢原）

小学６年生女子 喜多 汐織（横浜中央） 石原 瑠愛（戸塚） 天田 みこの（横浜） 渡久地 アミ（横浜西）

中学１年生男子 坂崎 聖斗（横浜中央） 小林 北斗（長津田） 安藤 伊吹（中原） 尾登 春彦（秦野西）

中学１年生女子 泉 優里花（川崎） 西田 （横浜中央） 木内 凛（伊勢原） 清水 菜々美（西湘）

中学２年生男子 小林 南（長津田） 飯田 武志（横浜中央） 星野 翔（神空会） 八木 北斗（神空会）

中学２年生女子 近藤 桜（戸塚） 佐伯 明陽（南横浜） 小粥 莉子（本牧） 須崎 陽菜（戸塚）

中学３年生男子 松本 拓海（神空会） 八木 大和（神空会） 柳田 優希（神空会） 平島 一樹（伊勢原）

中学３年生女子 安藤 郁音（平塚北） 坂崎 夢羽（横須賀中央） 飯田 真子（横須賀中央） 木下 綾乃（平塚北）

高校生男子 笹野 由宇（戸塚） 永野 風誠（光明） 佐々木 翔慎（光明） 飯田 清太（光明）

高校生女子 石合 郁香（光明） 木村 恋（光明） 板垣 鮎香（光明） 伊籐 胡桃（光明）

一般男子 袴田 健史（横浜中央） 袴田 祐士（横浜中央） 久保田 周（関東学院） 大久保 直輝（南横浜）

一般女子 堀内 麻子（戸塚） 齋藤 あゆみ（秦野西） 川崎 庸子（中原） 佐伯 沙羅（南横浜）

第４２回 神奈川県空手道選手権大会 順位表

個人戦 形の部

個人戦 組手の部

          平成２７年４月５日 (日）伊勢原市総合体育館



団体戦 形の部

種  目 優  勝 準優勝 第３位 第３位

小学生低学年男子 都筑支部Ａ 茅ヶ崎支部 中原支部

小学生低学年女子 都筑支部

小学生高学年男子 伊勢原支部 横浜中央支部Ａ 茅ヶ崎支部

小学生高学年女子 川崎支部

中学生男子 伊勢原支部 横浜中央支部 神空会

中学生女子 横浜中央支部 川崎支部Ａ 川崎支部Ｂ

高校生男子 伊勢原支部 秦野西支部

一般男子 都筑支部 中原支部

一般女子 光明学園 逗子支部

団体戦 組手の部

種  目 優  勝 準優勝 第３位 第３位

小学生低学年男子 茅ヶ崎支部 都筑支部 中原支部

小学生低学年女子 都筑支部

小学生高学年男子 横須賀南支部 横浜中央支部Ｂ 横浜中央支部Ａ

小学生高学年女子 川崎支部

中学生男子 神空会 長津田支部 横浜中央支部

中学生女子 横浜中央支部 川崎支部Ａ 川崎支部Ｂ

高校生男子 光明学園 秦野西支部

一般男子 関東学院 秦野西支部 横須賀北支部

一般女子 光明学園A 光明学園B 中原支部


