
第２５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     佐藤 凪      （実武道 沼南） 
            準優勝   和田 建希     （実武道 沼南） 
            三位    椎木 陽葵     （実武道 沼南） 
            三位    長澤 大和     （実武道 柏） 
     小学 1 年生  優勝    矢野 千怜     （志雄会） 
            準優勝   日尾野 陽斗    （実武道 西原） 
            三位    齋藤 皐      （慎武館） 
            三位    小林 新      （志雄会） 
     小学 2 年生  優勝    小川 理紗     （実武道 白山） 
            準優勝   手塚 創太     （実武道 沼南） 
            三位    古垣 莉愛     （実武道 柏） 
            三位    小林 莉々花    （志雄会） 
     小学 3 年生  優勝    関根 麗愛     （志雄会） 
            準優勝   村山 来友     （川田塾） 
            三位    鈴木 凛      （実武道 柏） 
            三位    薄井 大翔     （志雄会） 
     小学 4 年生  優勝    山田 紅菜     （慎武館） 
            準優勝   関根 歩貴     （皆清館） 
            三位    鈴木 稜大     （川田塾） 
            三位    永野 愛美香    （志雄会） 
     小学５年生  優勝    野口 瑛翔     （志雄会） 
            準優勝   関根 美彩     （志雄会） 
            三位    望月 晟      （実武道 西原） 
            三位    蜂須賀 久美子   （実武道 高柳） 
     小学６年生  優勝    櫻井 昊政     （実武道 白山） 
            準優勝   白根澤 拓真    （志雄会） 
            三位    矢花 倫太郎    （志雄会） 
            三位    竹村 亮毅     （力将） 
     中学１年男子 優勝    小川 翼      （力将） 
            準優勝   石丸 恵多     （力将） 
          中学 ２～３年 
       男子   優勝    江戸 大河     （力将） 
            準優勝    小林 生龍     （志雄会）  
                三位    與那嶺 獅亜    （拳誠会館） 
            三位    毛塚 大翔     （慎武館） 
     中学女子   優勝    中嶋  結     （力将）  
            準優勝   坂入 姫菜     （力将） 
            三位    渡邊 栞      （実武道 白山） 



     一般女子   優勝    小島 裕子     （志雄会） 
 
     一般男子   優勝    渡邊 竣      （実武道 白山） 
            準優勝   小林 龍平     （志雄会） 
            三位    森山 空翔     （力将） 
            三位    佐藤 巧      （実武道 沼南） 
 
 
     マスターズ  優勝    船見 健二     （志雄会） 
            準優勝   大内 透      （志雄会） 
            三位    八藤後 邦明    （拳桜会） 
フルコンタクト 
     中学１年男子 優勝    小林 桜大     （極真武颯会） 
     中学２～３年 優勝    工藤 碧      （極真武颯会） 
        男子  準優勝   根来 陸      （極真武颯会） 
 
     一般初中級  優勝    多田 健真     （極真武颯会） 
     （７０㎏未満）準優勝   松本 太一     （極真武颯会） 
            三位    髙橋 駿太     （拳桜会）       
     一般初中級  優勝    平良 辰夏     （実武道 総本部） 
     （７０㎏以上）準優勝   永野 友斗     （慎武館） 
     上級無差別  優勝    野口 竜一     （三心塾） 
     一般     優勝       小林 正弘     （秀武会）    
     （マスターズ）準優勝   工藤 達也     （極真武颯会） 
            
実武チャンバラ 
     幼児     優勝    向後 夏芽     （実武道 蘇我） 
            準優勝   地曳 真之介    （実武道 総本部） 
            三位    宮下 明和     （実武道 沼南） 
            三位    内田 茉優     （実武道 蘇我） 
     小学１年   優勝    橋本 はずき    （玄気道） 
            準優勝   星 大成      （実武道 柏） 
            三位    立石 美桜     （実武道 蘇我） 
            三位    立石 莉桜     （実武道 蘇我） 
     小学２年   優勝    久保田 桃花    （実武道 柏） 
            準優勝   宮野 華蓮     （実武道 総本部） 
            三位    向後 織      （実武道 蘇我） 
            三位    麻生 怜司     （実武道 取手東） 
     小学３年   優勝    須佐 昊志朗    （慎武館） 
            準優勝   倉持 将太郎    （実武道 柏） 
            三位    星 壮琉      （実武道 柏） 
             



     小学４年   優勝    橋本 柚樹     （玄気道） 
            準優勝   王 心湧      （実武道 総本部） 
            三位    加藤 大翔     （慎武館） 
            三位    眞鍋 奏音     （実武道 柏） 
     小学５生   優勝    毛塚 陸翔     （慎武館） 
            準優勝   大吉 巧真     （三心塾） 
     小学６年   優勝    辻 隆聖      （実武道 柏） 
            準優勝   長妻 克隼     （実武道 柏） 
     
       
 


