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　　第４8回御殿場市スポーツ祭空手道競技会入賞一覧         
令和元年１０月６日（日）　　原里小学校体育館

試合種目 優勝 準優勝 第３位 第３位

幼年男女 形 水津　梨紗 (眞空塾) 寺川　藍翔 (眞空塾) 杉山　　諒 (眞空塾) 高木　蒼太 (眞空塾)

小学１年生　男女 形 勝又　琉惺 (眞空塾) 山田　怜菜 (眞空塾) 芹澤　愛夢 (尚空塾) 田中　真仁 (眞空塾)

小学２年生　男女 形 麻畑　理桜 (泊親会) 吉田　篠 (御殿場富士山) 梶　　大地 (眞空塾) 新垣　蒼輝 (尚空塾)

小学３年生　男子 形 田中　統時 (尚空塾) 清水　海天 (泊親会) 中江　悠力 (尚空塾) 岩田　侑大 (小山支部)

小学３年生　女子 形 勝又美優理 (小山支部) 原川　麗 (尚空塾) 竹鶴　紗璃 (眞空塾) 大塚美衣那 (富士学校)

小学４年生　男子 形 川勝　夢大 (小山支部) 塩澤　優真 (尚空塾) 川久保颯真 (尚空塾) 高橋結人 (富士学校)

小学４年生　女子 形 武藤　寿夏 (眞空塾) 堀内　絢日 (眞空塾) 田邊　美緒 (眞空塾) 磯﨑　心菜 (尚空塾)

小学５年生　男子 形 青野　桜士 (尚空塾) 齋藤　優多 (尚空塾) 芹沢　栄音 (尚空塾) 渡邉　稜 (尚空塾)

小学５年生　女子 形 北之薗　響 (泊親会) フリーマン琴音 (小山支部) 前原ひなた (小山支部) 室岡　咲心 (小山支部)

小学６年生　男子 形 武藤　冬芽 (眞空塾) 臼井　翔輝 (小山支部) 冨川　　澪 (眞空塾) 勝間田遥希 (眞空塾)

小学６年生　女子 形 芹田　玲実 (尚空塾) 勝間田梨那 (尚空塾) 梅原　花帆 (尚空塾) 勝村　真子 (眞空塾)

中学生　男子 形 芹沢　奏音 (尚空塾) 勝亦創一朗 (尚空塾) 折原　昊智 (尚空塾) 伊東　高志 (眞空塾)

中学生　女子 形 稲　璃岬 (小山支部) 樋口　美優 (尚空塾) 木内　深結 (尚空塾) 稲　磨歩 (小山支部)

高校生　男子 形 木村　吹輝 (御殿場西高) 市岡　宗悟 (御殿場西高)

高校生　女子 形 堀場　早耶 (御殿場西高) 森下　鈴 (御殿場西高) 三好　柚菜 (泊親会)

一般　男子 形 間宮　優弥 (泊親会) 村松　幸季 (広氣舘)

試合種目 優勝 準優勝 第３位 第３位

幼年男女 組手 大石　　空 (広氣舘) 高木　蒼太 (眞空塾) 川勝　日葵 (小山支部) 寺川　藍翔 (眞空塾)

小学１年生　男女 組手 原　　碧杜 (広氣舘) 半浴　一蕗 (尚空塾) 芹澤　愛夢 (尚空塾) 田中真仁 (眞空塾)

小学２年生　男女 組手 麻畑　理桜 (泊親会) 太田　陽仁 (泊親会) 塩崎　柊 (泊親会) 新垣　蒼輝 (尚空塾)

小学３年生　男子 組手 遠藤　柊 (泊親会) 鈴木　晴也 (泊親会) 田中　統時 (尚空塾) 中江　悠力 (尚空塾)

小学３年生　女子 組手 芹沢　依音 (尚空塾) 勝又美優理 (小山支部) 原川　麗 (尚空塾) 大塚美衣那 (富士学校)

小学４年生　男子 組手 谷川　奨 (泊親会) 川久保　颯真(尚空塾) 梅原　快青 (尚空塾) 半浴　颯大 (尚空塾)

小学４年生　女子 組手 山田歩ノ佳 (眞空塾) 堀内　絢日 (眞空塾) 田邊　美緒 (眞空塾) 武藤　寿夏 (眞空塾)

小学５年生　男子 組手 芹沢　栄音 (尚空塾) 齋藤　優多 (尚空塾) 渡邉　稜 (尚空塾) 臼井　悠人 (小山支部)

小学５年生　女子 組手 勝又愛花理 (小山支部) 比留川夏恋 (泊親会) 前原ひなた (小山支部) 室岡　咲心 (小山支部)

小学６年生　男子 組手 遠藤　亮 (泊親会) 三好　晴穂 (泊親会) 鈴木陽太郎 (尚空塾) 臼井　翔輝 (小山支部)

小学６年生　女子 組手 勝村　真子 (眞空塾) 塩澤あいり (尚空塾) 梅原　花帆 (尚空塾) 芹田　玲実 (尚空塾)

中学生　男子 組手 鈴木　大也 (泊親会) 瀬戸　謙信 (尚空塾) 竹鶴虎治郎 (眞空塾) 芹沢　奏音 (尚空塾)

中学生　女子 組手 樋口　美優 (尚空塾) 稲　璃岬 (小山支部) 稲　磨歩 (小山支部) 木内　深結 (尚空塾)

高校生　男子 組手 石川　一茶 (御殿場西高) 加藤　太一 (御殿場西高) 池田宗一郎 (御殿場西高) 鈴木　太陽 (御殿場西高)

高校生　女子 組手 福元結衣子 (御殿場西高) 荒井　夏芽 (御殿場西高) 玉手　希心 (御殿場西高) 斎藤小茉理 (御殿場西高)

一般　男子 組手 間宮　優弥 (泊親会) 村松　幸季 (広氣舘)


