
第 22 回実武道会館新人空手・実武チャンバラ選手権 

    大会結果 （3位は 50音順） 

防具組手 幼児の部   優勝      佐藤 凪      （沼南） 
            準優勝   和田 健希     （沼南） 
            三位    濵本 佐介     （柏） 
            三位    浜本 仁      （柏） 
     小学 1 年生  優勝    植木 琉央     （西原） 
            準優勝   布施 慶人     （蘇我） 
            三位    永田 陽      （柏） 
            三位    中村 葉奈     （柏） 
     小学 2 年生  優勝    渡邊 奏      （白山） 
            準優勝   手塚 創太     （沼南） 
            三位    小川 理紗     （白山） 
            三位    浜本 まりあ    （柏） 
     小学 3 年生  優勝    鈴木 凛      （柏） 
            準優勝   伊東 蒼矢     （蘇我） 
            三位    阿部 一輝     （西原） 
            三位    伊豫田 昌輝    （沼南） 
     小学 4 年生  優勝    白濱 そうわ    （沼南） 
            準優勝   米本 翔      （沼南） 
            三位    日暮 淳揮     （総本部） 
            三位    米村 虎太朗    （柏） 
     小学５年生  優勝    植木 葵央     （西原） 
            準優勝   望月 晟      （西原） 
            三位    鈴木 優眞     （西原） 
            三位    柳澤 玲音     （白山） 
     小学６年生  優勝    木下 颯花     （沼南） 
            準優勝   櫻井 昊政     （白山） 
            三位    足立原 七海    （柏） 
            三位    辻 隆聖      （柏） 
     中学生の部  優勝    森田 陽介     （取手東） 
            準優勝   今野 花      （西原） 
            三位    鈴木 賢      （柏） 
     一般男子   優勝    庄子 琥      （総本部） 
            準優勝   渡邊 竣      （白山） 
            三位    平良 晨夏     （総本部） 
     男子シニア  優勝    池上 雅明     （沼南） 
    
         
 



 
 
実武チャンバラ 
     幼児     優勝    櫻井 洋太     （白山） 
            準優勝   和田 健希     （沼南） 
            三位    佐藤 凪      （沼南） 
            三位    立石 麻桜     （蘇我） 
     小学１年   優勝    古垣 大我     （柏） 
            準優勝   布施 慶人     （蘇我） 
            三位    立石 美桜     （蘇我） 
            三位    日尾野 陽斗    （西原） 
     小学２年   優勝    原田 大志     （柏） 
            準優勝   青柳 結乃夏    （沼南） 
            三位    大塚 啓慈     （総本部） 
     小学３年   優勝    丸山 花凛     （豊四季） 
            準優勝   髙橋 大聖     （沼南） 
            三位    都留 柑菜     （柏） 
            三位    林 恩宸      （総本部） 
     小学４年   優勝    白濱 そうわ    （沼南） 
            準優勝   王 心湧      （総本部） 
            三位    鎌田 燈汰     （総本部） 
            三位    米本 翔      （沼南） 
     小学５年   優勝    大原 和空     （高柳） 
     小学６年   優勝    木下 颯花     （沼南） 
            準優勝   佐藤 壱樹     （西原） 
            三位    佐藤 美南     （沼南） 
            三位    長妻 克隼     （柏） 
フルコンタクト 
     小学２，３年 優勝    伊東 蒼矢     （蘇我） 
            準優勝   手塚 創太     （沼南） 
            三位    神林 聡采     （総本部） 
     小学５年   優勝    岡芹 蓮      （風早） 
            準優勝   柳澤 玲音     （白山） 
            三位    植木 葵央     （西原） 
     中学 男子  優勝    渡邊 聖      （白山） 
           
     男子シニア  優勝    庄子 学      （白山） 
 
           
 


