第１８回 実武道会館

オープン空手拳法選手権大会 大会結果

＊防具カラテ（ポイント＆KO）
）
＊防具カラテ（ポイント＆
（幼児の部）

（小学１年の部）

１位 薄井 隆世（皆清館）

１位

木下 智貴（実武道 沼南）

２位 弓座 詩音（拳誠会館）

２位

藤井 裕大（実武道 豊四季）

３位 山下 慈英（実武道

柏）

３位

小板橋 蓮（実武道 沼南）

３位 三浦 悠聖（実武道

柏）

３位

田中 渓人（皆清館）

（小学 2 年の部）

（小学 3 年の部）

１位 舘野 諒音（皆清館）

１位

朽本 一輝（実武道 豊四季）

２位 津田 日菜（力将）

２位

恩田 波路琉（三心塾）

３位

奥崎 颯太（実武道 南砂）

３位 舟橋 蒼天（力将）

３位

星野 陸（川田塾）

（小学 4 年の部）

（小学 5 年の部）

３位 徳永 航志（実武道

沼南）

１位 上原 雅稀（実武道

総本部）

１位

小川 遥希（皆清館）

２位 千装 彩葉（実武道

総本部）

２位

角河 海人（実武道 南砂）

３位 小部 楓果（実武道

柏）

３位

稲垣 葵（諄清塾）

３位 佐山 颯（皆清館）

３位

望月 麻菜（宮川道場）

（小学 6 年の部）

（中学 1 年男子の部）

１位 徳永 一樹（実武道

沼南）

２位 山田 龍樹（皆清館）

１位

佐久間 一騎（貴心塾）

２位

沼尻 光騎（実武道 伊奈）

３位 佐藤 怜平（実武道

豊四季）

３位

伊澤 凛音（実武道 柏）

３位 根本 輝 （実武道

豊四季）

３位

石渡 向陽（貴心塾）

（中学 2～3 年の部）

（一般女子の部）

１位 小部 竜太郎（実武道 柏）
２位 牧野 大将（拳誠会館）
（一般）
１位 関口 蓮（拳誠会館）
２位 赤井 昭宏（実武道

総本部）

３位 岩井 陸（実武道 総本部）
３位 百々 拳人（実武道

総本部）

１位

永塚喜久代（実武道 風早）

*フルコン
フルコン*
フルコン
（中学男子の部）

（初・中級）

１位 石原 修（実武道 高柳）

１位 椎橋 大樹（極真

武颯会）

２位 浅見 敏弘（求道塾）
３位 山下 晃一（拳誠会館）
（無差別）
１位 寺田 年樹（勇志会）
２位 渡邊 謙人（極真 武颯会）
３位 芝崎 康史（実武道会館）

*実武
実武チャンバラ
実武チャンバラ*
チャンバラ
（幼児の部）
１位 山上 侑紗（実武道

取手カル）

２位 吉野 郁哉（実武道

取手カル）

（１年の部）

（２年の部）

１位 黒木 珠有（実武道

風早）

１位 駒村 慎吾（実武道 南砂）

２位 片桐 潤 （実武道

南砂）

２位 大木 睦（実武道 我孫子）

３位 田中 大翔（実武道

南砂）

３位 鯉渕 大慈（実武道 取手カル）

３位 王野 翔葵（実武道

取手カル）

３位 長谷川 倖奨（実武道 柏）

（３年の部）

（４年の部）

１位 江守 純平（実武道

取手カル）

１位 豊嶋 優希（実武道 柏）

２位 勝見 友貴（実武道

高柳）

２位 神山 建喜（実武道 総本部）

３位 増田 海 （実武道

沼南）

３位 奈良部 信温（実武道 我孫子）

３位 吉田隆人 （実武道

沼南）

３位 大江 寛太（実武道 我孫子）

（５年の部）

（６年の部）

１位 黒木 聖 （実武道

我孫子）

１位 大貫 九十九

（拳誠会館）

２位 田中 大地（実武道

沼南）

２位 屋代 和輝（実武道 我孫子）

３位 川緑 拓実（実武道

総本部）

３位 瀧 孝太郎（実武道 高野山）

３位 高塚 幸輝（実武道

我孫子）

３位 鈴木 史優（実武道 我孫子）

