
第19回山梨県極真空手道選手権大会 入賞者一覧

名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場

年中男子 遠藤 更和 菊川 前田 響 菊川

年長男子 松本 大虎 菊川 長島 寛法 清水町

小１男子 鶴原 翔士郎 東京友心 西口 劉希 菊川 西川 滉輝 東京友心 北村 春翔 美和

小１・2女子 松本 莉和 菊川 寺堀 文子 長泉 渡邊 心音 富士吉田 石原 莉緒奈 美和

小２男子 畠山 幸里 東京友心 山本 湊大 西平松 亀田 倖輔 甲府城南 中村 一虎 東京友心

小3初級男子 重森 隆之介 都留 小塩 万尋 東京友心 鈴木 奏介 三島徳倉 川口 陸翔 豊田

小3初級女子 小見山 紗南 長泉

小3男子 桜井 建心 焼津みなと 里見 元陽 羽鳥 長谷川 桜汰 藤枝本部 前田 蓮 菊川

小3女子 萱沼 真央 島田

小4初級男子 近藤 将真 富士川 吉田 琉希 福井今城

小4男子 根岸 恒誠 三島徳倉 渡嘉敷 志道 沖縄空田 佐藤 奨峻 伊豆西 遠藤 志磨 菊川

小4女子 木村 凛 藤枝本部 佐野 里緒 レオリブレ 荒川 理真 甲府本部 谷田部 紗奈 美和

小5初級男子 小澤 愛璃夢 都留

小5男子 柴本 大雅 東京友心 深澤 理希 東京多摩 米山 隼翔 東京友心 桜井 琉生 焼津みなと

小5女子 櫻井 楓夏 竜南 雲野 みつき 長泉

小6男子 鈴木 魁 静岡西 小林 環 清水南 伊東 龍正 西平松 松村 元 沼津総本部

小6女子 染谷 沙菜 千葉奥田 櫻井 希美 三島徳倉

中1女子 田代 羽羅 西平松

中学2・3年女子 小川 莉紗 清水西 翁長 帝那 沖縄空田

中1男子軽量 室岡 英司 東京友心 亀田 倖雅 甲府城南 岡本 芳雅 河口湖 手島 誠矢 東京友心

中1男子重量 渡辺 楓太 河口湖 田村 俊汰 東京友心

中学2・3年男子軽量 田代 修羅 西平松 土屋 翔 三島 福島 康太 伊豆の国 望月 航太 羽鳥

中学2・3年男子重量 渡辺 文太 河口湖 渡邊 柊弥 沼津総本部

高校男子軽量 望月 皐月 清水南

高校女子軽量 飛田 彩花 神奈川釘嶋 長澤 紗良 清水町

優勝 準優勝 3位 3位



名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場

優勝 準優勝 3位 3位

高校女子重量 田代 妃羅 西平松 鈴木 唯愛 福島門馬

ヤングマスターズ 長谷川 明 静岡西 茂木 雅靖 富士吉田

ﾏｽﾀｰｽﾞ 佐藤 昭治 福島門馬 川井 直樹 天心会館 園原 尚文 清水西 外狩 宏樹 天心会館

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 齋藤 孝史 神奈川釘嶋 奥田 洋久 岐阜太田

一般女子 野澤 歩生 河口湖 釘嶋 典子 神奈川釘嶋

一般女子ｼﾆｱ 後藤 七未江 忍野

一般初級 杉山 務 西平松 下河原 龍 東京多摩

一般中級 大久保 広幸 市川 中島 恒鷹 菊川

一般上級 長島 寛明 清水町 吉田 悠大 清水南 関口 貴大 東京友心

ﾏｽﾀｰｽﾞ女子 石塚 生恵 新武会 柳館 美佐子 レオリブレ

最優秀選手賞 長島 寛明 清水町

技能賞 長谷川 明 静岡西

敢闘賞 吉田 悠大 清水南



第11回山梨県極真空手道「型」選手権大会 入賞者一覧

幼年白帯男子 長島 寛法 清水町 米山 称立 島田 杉山 武尊 西平松 松本 大虎 菊川

幼年橙帯男子 磯長 優吏 東京友心 堀内 大雅 静岡西 平井 晴大 竜南 望月 元太 羽鳥

幼年橙帯女子 寺堀 文子 長泉 沓澤 つき梛 静岡西

少年白帯男子 吉田 悠吏 福井今城 吉田 琉希 福井今城

少年白帯女子 米山 実玖 島田

少年橙帯男子 鈴木 奏介 三島徳倉 近藤 将真 富士川 長谷川 桜汰 藤枝本部 松本 虎輝 東京友心

少年橙帯女子 佐野 月虹 裾野

幼年青帯男子 鶴原 翔士郎 東京友心 戸田 悠斗 美和 斉藤 蒼士 三島徳倉 畠山 幸里 東京友心

幼年青帯女子 松村 百 沼津総本部 石原 莉緒奈 美和

少年青帯男子 村松 快人 竜南 勝亦 音和 御殿場 久保田 禮 富士川 工藤 碧 千葉奥田

少年青帯女子 荒川 理真 甲府本部 田中 愛菜 藤枝本部 栗田 心夏 清水南 小島 瑞葵 清水町

少年黄帯男子 遠藤 志磨 菊川 土屋 羚 三島 秋山 瑛大 藤枝本部 後藤 恵佑 湯河原

少年黄帯女子 海野 志歩 美和 海野 有咲 美和 萱沼 真央 島田 木村 凛 藤枝本部

少年緑・茶帯男子 根岸 恒誠 三島徳倉 鴫原 新 湖西 横地 悠樹 羽鳥 桒原 夢希 富士吉田

少年緑・茶帯女子 櫻井 希美 三島徳倉 近藤 楓花 東京友心

中学青・黄帯男子 倉田 聡 西平松 杉山 崇紀 竜南

中学青・黄帯女子 山田 來心 清水町

中学緑帯男子 吉角 綾真 甲府本部 久保田 煌 富士川

中学茶帯男子 渡辺 文太 河口湖 吉田 大希 清水南 土屋 翔 三島 渡邊 柊弥 沼津総本部

中学緑・茶帯女子 田代 羽羅 西平松 長島 瑞希 清水町

ﾏｽﾀｰｽﾞ黄・緑帯男子 清水 義浩 静岡西 山田 正信 清水町

ﾏｽﾀｰｽﾞ茶・黒帯男子 奥田 洋久 岐阜太田

ｼﾆｱ女子 柳館 美佐子 レオリブレ

一般白帯 杉山 務 西平松

一般緑帯 中島 恒鷹 菊川

一般女子 野澤 歩生 河口湖 中村 紗都 福井今城 田代 妃羅 西平松 後藤 七未江 忍野

一般男子 漆畑 蓮 富士交流 長島 寛明 清水町

最優秀選手賞 野澤 歩生 河口湖


