
藤井　誉 山本　脩人 仲川　竣 高橋　浄穏 黒澤　裕次 小松　圭太朗 吉井　康介 横谷　優大

(誠明館) (剛龍館) (泊親会川崎) (如水会川崎) (拳勝館茅ヶ崎) (拳勝館鎌倉) (平塚神空会) (拳勝館六会)

宍戸　珠子 大島　舞紘 島田　麻央 門脇　彩希 市場　ここみ 横坂　こころ 佐藤　奏奈 古宮　心陽

(拳勝館六会) (泊親会川崎) (泊親会川崎) (拳勝館湘南台) (小沢道場) (日和会) (泊親会川崎) (ＳＫＩ相模原)

小瀧　一虎 駒津　琉斗 草木迫　直 堀口　裕 渡邊　雅也 千葉　海瑠 漆原　悠真 添田　悠

(横浜ＫＣ) (誠明館) (拳勝館鎌倉) (葉山町協会) (如水会湘南) (葉山町協会) (研修会) (誠明館)

高木　杏実 酒井　春姫 江口　若奈 荒木　美琴 土原　優 片山　湖悠 山田　悠愛 大江　はな

(英空会) (泊親会川崎) (相模館) (泊親会掌空館) (研修会) (誠明館) (誠明館) (黎明会大和)

松本　路生 上野　寛人 芝　宗大 宮手　系輔 宮本　和輝 春山　海月 陣内　康成 小林　慶大

(黎明会大和) (誠明館) (ＮＰＯ綾瀬) (誠明館) (英空会) (葉山町協会) (松涛会都筑) (横浜空手倶楽部)

鈴木　優衣 石塚　あみ 池田　奈菜海 後藤　雅 田近　明希恵 坂田　真理 近藤　愛心 大山　星桜

(一友会横浜) (拳勝館湘南台) (錬武会海老名) (糸洲会足柄館) (拳勝館西湘) (翔成會) (ＳＫＩ相模原) (翔成會)

黄木　勇人 小山　呼汰朗 中田　智也 山口　心叶 中村　星優 平田　拓也 生田　晃 笠井　優宗

(拳志会) (黎明会大和) (拳勝館湘南台) (拳勝館六会) (平塚神空会) (拳勝館鎌倉) (藤和会) (拳勝館鎌倉)

水留　捺月 真鍋　百花 奥野　妃南 小泉　結 満友　乃衣 根田　舞音 川村　みいな 木村　涼

(葉山町協会) (一友会横浜) (ＳＫＩ相模原) (誠明館) (拳勝館鎌倉) (泊親会川崎) (練心館村岡) (糸洲会足柄館)

杉田　翔 駒津　颯 草木迫　駿 矢徳　隼也 飛良　修平 荻原　琉成 梅澤　琉晴 瀬戸　脩太郎

(一友会) (誠明館) (拳勝館鎌倉) (葉山町協会) (平塚神空会) (泊親会掌空館) (拳勝館茅ヶ崎) (黎明会)

森下　鈴 星山　姫華 橘　杏珠 上條　瑳良 大塚　美波 板山　すいな 小川　咲良 村山　涼音

(拳勝館湘南台) (拳志会) (翔成會) (翔成會) (拳勝館茅ヶ崎) (英空会) (英空会) (一友会横浜)

江口　尚吾 三田　陽路 赤坂　風太 井口　蓮 高木　佑大 奥野　彪太 宍戸　聖斗 古谷　颯士

(相模館) (拳勝館湘南台) (誠明館) (拳志会) (英空会) (ＳＫＩ相模原) (拳勝館六会) (翔成會)

大形　真菜 髙梨　志帆 五百住　有希 平塚　凛 江尻　光 吉田　萌香 石井　ひなの 倉谷　桃夏

(如水会緑) (誠明館) (横浜ＫＣ) (聖心館葉山) (拳志会) (拳勝館湘南台) (相模館) (翔成會)

松本　蓮生 本多　慎太郎 川島　英敏 星野　翔 岸本　幹太 酒本　純翠 浅野　海斗 水留　大成

(黎明会大和) (誠明館) (如水会緑) (平塚神空会) (一友会横浜) (拳勝館六会) (一友会) (山手学院)

富川　陽花 廣川　貴咲 那須　芙綺 川又　愛佳理 中谷　響 荒木　美栞 推比乃　咲瑠 満友　文菜

(一友会横浜) (一友会横浜) (翔光会) (一友会) (如水会根岸) (泊親会掌空館) (如水会平塚) (拳勝館鎌倉)

渋谷　優太 斉藤　寿嬉 徳田　雅也 星山　薫 浅尾　京平 角田　晴哉 角田　龍斗 松本　拓己

(誠明館) (翔光会) (明光館) (拳志会) (黎明会大和) (糸洲会錬心塾) (相模館) (平塚神空会)

鈴木　愛佳子 熊澤　美穂 江口　優花 長網　奏里 大賀　鈴 飯田　真子 菅　祐美 石渡　千夏

(一友会横浜) (黎明会) (相模館) (糸洲会錬心塾) (泊親会川崎) (横浜抱一龕) (ＳＫＩ相模原) (聖心館葉山)

高梨　航平 増田　直途 井上　祐里 宇田川　蓮 * 山本　郁月 茅野　洸貴 海保　勝之 國吉　道太

(誠明館) (拳志会) (黎明会大和) (拳勝館本部) (一友会横浜) (明光館) (葉山町協会) (英空会)

笠原　万保子 星山　麗華 佐々木　月 稲垣　円花 * 忠田　咲穂 豊田　颯希 久代　美優 田畑　貴美

(一友会横浜) (拳志会) (相模館) (如水会本部) (錬武会海老名) (進武会走水) (拳勝館本部) (天司会)

佐藤　飛悠 島岡　慶乃介 石塚　颯 依田　雅士 白井　康太郎 宮崎　聖光 正井　良 髙橋　大海

(明光館) (研修会) (誠明館) (誠明館) (横浜ＫＣ) (幸武館深町) (幸武館深町) (拳勝館本部)

宍戸　珠子 島瀬　友梨子 山中　梨紗子 島田　麻央 古宮　心陽 松田　光海 佐藤　奏奈 木村　舞桜

(拳勝館六会) (たちばな会) (如水会湘南) (泊親会川崎) (ＳＫＩ相模原) (拳勝館中央) (泊親会川崎) (泊親会川崎)

五反　優人 添田　悠 三宅　波音 三浦　拓己 漆原　悠真 八田　裕平 金井　聖也 三浦　瑛大

(一友会) (誠明館) (一友会) (横浜北松濤館) (研修会) (横浜北松濤館) (誠明館) (誠明館)

江口　若奈 山口　麗 矢部　日菜 石綿　夏凛 直江　珠緒 片山　湖悠 宮下　唯菜 酒井　春姫

(相模館) (拳勝館六会) (拳勝館六会) (黎明会) (誠和会) (誠明館) (拳勝館西湘) (泊親会川崎)

竹澤　杏思 上野　寛人 上田　歓大 松岡　将士朗 佐竹　隼 藤田　寛士 櫻庭　希実 遠藤　颯悟

(拳勝館六会) (誠明館) (拳勝館　北部) (一友会) (平塚神空会) (松涛会都筑) (修徳塾茅ヶ崎) (相模館)

小野　榛花 奥野　伶香 山田　萌花 松浦　愛歩 佐々木　愛珠 大畠　海那 大久保　心優 上原　香菜

(一友会) (糸東会川崎) (若鷹会) (野口会同仁会) (若鷹会) (拳勝館湘南台) (拳勝館茅ヶ崎) (錬武会海老名)

片家　大河 小川　明日太 五反　陽向斗 諸岡　輝 永綱　佑成 小山　呼汰朗 飯野　善稀 土塔　琢心

(拳勝館本部) (黎明会大和) (一友会) (相模館) (一友会) (黎明会大和) (屋空会) (横浜糸東会)

横坂　おもと 反町　ひな 千葉　満利愛 小川　舞花 鈴木　ひなた 栁田　亜衣 菊池　楓華 西村　桃香

(日和会) (如水会川崎) (城志館) (屋空会) (黎明会大和) (平塚神空会) (松涛会都筑) (松涛会都筑)

三川　弦大 黒川　瑛斗 臼井　颯汰 小島　心 菊池　徳大 駒津　颯 本橋　怜欧 梅澤　琉晴

(修徳塾茅ヶ崎) (修徳塾茅ヶ崎) (誠明館) (一友会) (拳勝館湘南台) (誠明館) (一友会) (拳勝館茅ヶ崎)

藤田　栞奈 西川　樺恋 若林　愛加 松田　明香里 清水　杏寧 板山　すいな 佐藤　麗美 森下　鈴

(松涛会都筑) (一友会横浜) (拳勝館中央) (拳勝館中央) (拳勝館茅ヶ崎) (英空会) (明光館) (拳勝館湘南台)

田上　功馬 上田　堅心 田中　源輝 赤坂　風太 宍戸　聖斗 石合　尊貴 松本　琉暉 平本　育夢

(一友会) (一友会) (一友会) (誠明館) (拳勝館六会) (誠明館) (泊親会川崎) (拳勝館湘南台)

小野寺　彩乃 宮田　果林 中島　希 福島　百華 紺野　優香 吉田　萌香 長沼　篤美 髙梨　志帆

(拳勝館本部) (たちばな会) (神武会) (横浜北松濤館) (拳勝館本部) (拳勝館湘南台) (研修会) (誠明館)

鈴木　康介 橋爪　大毅 坂本　陸 川島　英敏 大島　涼 山口　颯太 田村　隆希 酒本　純翠

(一友会横浜) (黎明会大和) (泊親会川崎) (如水会緑) (誠明館) (拳勝館六会) (一友会横浜) (拳勝館六会)

推比乃　咲瑠 石井　菜南子 山中　和音 佐伯　莉来 今井　彩乃 廣川　貴咲 佐々木　琳音 石原　沙菜

(如水会平塚) (拳勝館本部) (糸洲保土) (横浜東松涛館) (拳勝館本部) (一友会横浜) (拳勝館寒川) (拳勝館川崎)

伊藤　颯輝 宍戸　勇斗 行田　未希也 渋谷　優太 斉藤　寿嬉 川又　頼人 峯尾　隼綺 田中　椋

(横浜北松濤館) (拳勝館六会) (拳勝館本部) (誠明館) (翔光会) (一友会) (進武会走水) (拳勝館本部)

渡辺　真央 川合　芽依 鈴木　愛佳子 村川　花音 江口　優花 関口　乃愛 伊澤　里佳 提箸　みく

(修徳塾) (黎明会) (一友会横浜) (西谷中学校) (相模館) (懇友会) (泊親会川崎) (拳勝館中央)

酒井　寛太 尾崎　悠汰 板垣　佳祐 小林　宗和 * 武蔵　和也 吉岡　夕雅 宇田川　蓮 小笠原　克樹

(修徳塾) (翔光会) (拳勝館本部) (如水会本部) (拳勝館本部) (誠明館) (拳勝館本部) (横浜北松濤館)

笠原　万保子 久代　美優 星山　麗華 佐々木　月 * 石原　怜奈 加藤　優花 酒井　玲奈 内山　愛海

(一友会横浜) (拳勝館本部) (拳志会) (相模館) (山手学院) (拳勝館中央) (翔光会) (山手学院)

敢　　闘　　賞

*中学3年生は、三位決定戦を実施しない為に3位表彰が2名となります。

*中学3年生は、三位決定戦を実施しない為に3位表彰が2名となります。

組手個人戦　中学１年生男子の部

組手個人戦　中学１年生女子の部

組手個人戦　中学２年生男子の部

組手個人戦　中学２年生女子の部

組手個人戦　中学３年生男子の部

組手個人戦　中学３年生女子の部

組手個人戦　小学４年生男子の部

準優勝 ３位 ４位（３位*）

形個人戦　小学２年生女子の部

形個人戦　小学２年生男子の部

敢　　闘　　賞

形個人戦　中学２年生女子の部

形個人戦　小学３年生男子の部

組手個人戦　小学５年生女子の部

組手個人戦　小学６年生男子の部

形個人戦　小学１年生男子の部

平成26年11月30日 海老名運動公園総合体育館

神奈川県空手道連盟

競技名 優勝

組手個人戦　小学３年生女子の部

組手個人戦　小学６年生女子の部

形個人戦　小学１年生女子の部

組手個人戦　小学１年生男子の部

組手個人戦　小学１年生女子の部

組手個人戦　小学２年生男子の部

組手個人戦　小学２年生女子の部

組手個人戦　小学３年生男子の部

組手個人戦　小学４年生女子の部

組手個人戦　小学５年生男子の部

形個人戦　小学６年生男子の部

優勝

形個人戦　中学３年生男子の部

形個人戦　中学３年生女子の部

形個人戦　小学３年生女子の部

３位 ４位（３位*）

形個人戦　小学４年生女子の部

形個人戦　中学１年生男子の部

形個人戦　中学１年生女子の部

形個人戦　中学２年生男子の部

兼　第　９回 はまなす杯全国中学生空手道選抜大会 神奈川県予選会

兼　第　４回 関東少年少女空手道選手権大会 神奈川県選抜大会

兼　第１５回 全日本少年少女空手道選手権大会 神奈川県選抜大会

平成２６年度　第２０回神奈川県少年少女空手道選手権大会

準優勝

形個人戦　小学５年生女子の部

形個人戦　小学５年生男子の部

形個人戦　小学６年生女子の部

形個人戦　小学４年生男子の部

競技名


