
第 24 回 NPO 法人実武道会館オープン空手拳法選手権 

    大会結果 （3位はゼッケン番号順） 

防具組手 幼児の部   優勝     矢野 千怜     （志雄会） 
            準優勝   齊藤  皐     （慎武館） 
            三位    渡邊  舜     （実武道 豊四季） 
            三位    斎藤 柚菜     （皆清館） 
     小学 1 年生  優勝    手塚 創太     （実武道 沼南） 
            準優勝   小川 理紗     （実武道 白山） 
            三位    石井 晴翔     （実武道 総本部） 
            三位    渡邊  奏     （実武道 白山） 
     小学 2 年生  優勝    門沢  光     （慎武館） 
            準優勝   薄井 大翔     （志雄会） 
            三位    羽成  海     （志雄会） 
            三位    植田 翔琉     （志雄会） 
     小学 3 年生  優勝    山田 紅菜     （慎武館） 
            準優勝   関根 歩貴     （皆清館） 
            三位    山口 大翔     （志雄会） 
            三位    米本  翔     （実武道 沼南） 
     小学 4 年生  優勝    関根 美彩     （志雄会） 
            準優勝   増田 大倭     （実武道 柏） 
            三位    青木 馨子     （志雄会） 
            三位    山田 冬馬     （実武道 風早） 
     小学５年生  優勝    永井 太心     （志雄会） 
            準優勝   矢花 倫太郎    （志雄会） 
            三位    数納 圭人     （志雄会） 
            三位    鈴木 玲緒奈    （力将） 
     小学６年生  優勝    堀江 蓮斗     （三心塾） 
            準優勝   小川  翼     （力将） 
            三位    山口 慶治     （志雄会） 
            三位    大図 蒼空     （しんえい道） 
     中学男子   優勝    江戸 大河     （力将） 
            準優勝   佐藤  巧     （実武道 沼南） 
                        三位    神保 海斗     （志雄会） 
            三位    藁谷 悠人     （実武道 総本部） 
     中学女子   優勝    中島  結     （力将） 
     一般男子   優勝    和田 主磨     （実武道 総本部） 
            準優勝   柴田  光     （実武道 総本部） 
            三位    岡野 祐司     （新宿打撃） 
            三位    鈴木 優太郎    （実武道 総本部） 
 



 
     一般女子   優勝    舟橋 蒼天     （力将） 
     マスターズ  優勝    竹中 ライアン   （志雄会） 
            準優勝   福田  勤     （志雄会） 
            三位    小林 亮二     （三心塾） 
フルコンタクト 
     中学男子   優勝    徳永 航志     （実武道 沼南） 
     一般初中級  優勝    庄子  翔     （実武道 白山） 
     （60 ㎏未満）        
     一般初中級  優勝    植木 省吾     （実武道 西原） 
     （70 ㎏以上） 
     上級無差別  優勝    永田 裕之     （武州会） 
     一般     優勝       奥平 和之     （三心塾）    
     （マスターズ）準優勝   小林 政弘     （秀武会） 
            三位    髙橋 正人     （志雄会） 
            三位    篠崎 弘之     （芦原会館千葉支部） 
実武チャンバラ 
 
     幼児     優勝    日尾野 陽斗    （実武道 西原） 
            準優勝   立石 美桜     （実武道 蘇我） 
            三位    秀島 一輝     （実武道 豊四季） 
            三位    立石 莉桜     （実武道 蘇我） 
     小学１年   優勝    大塚 啓慈     （実武道 総本部） 
     小学２年   優勝    井口 真之介    （実武道 沼南） 
     小学３年   優勝    田中 康之     （実武道 風早） 
            準優勝   戸村 瑠菜     （三心塾） 
            三位    大塚 礼慈     （実武道 総本部） 
            三位    日暮 淳揮     （実武道 総本部） 
     小学４年   優勝    大吉 巧真     （三心塾） 
     小学５、６年 優勝    中嶋 海翔     （実武道 南砂） 
            準優勝   辻  隆聖     （実武道 柏） 
            三位    今野 温仁     （実武道 西原） 
     
       
 


