
第 22 回神奈川県防具付空手道選手権大会

平成 25 年 10 月 13 日 海老名市北部運動公園体育館

主催：全日本空手道連盟錬武会 神奈川県本部

後援：全日本空手道連盟錬武会

10 月 13 日 第 22 回神奈川県防具付空手道選手権大会が海老名市北部公園体育館で開催されました。

参加人数は幼児から一般有段まで総勢約 150 名程で参加団体数は 16団体で熱戦が繰り広げられました。

【菊村敏彦 大会実行委員長】 【金原弘 大会会長】 【コナミスポーツ坂倉敬介氏】

【選手宣誓】

錬武会コナミ厚木支部 有瀬 皓 選手



競技開始は 10時より開始、コート数は 3コート形競技です。各コート予選から決勝まで行います

【1 コート】小学 5.6 年男子・小学 5.6 年女子・一般女子・幼児

【2 コート】小学 3.4 年男子・小学 1.2 年男子・小学 3.4 年女子・小学 1.2 年女子

【3 コート】中学生男子・中学生女子・一般有段・一般有級



【優勝者による形の演武】

第 22 回神奈川県防具付空手道選手権大会【形競技優勝者】

幼児男女の部 小学 1.2 年生男子 小学 1.2 年生女子

石塚 颯選手 高瀬 聖士選手 池田 奈菜美選手

誠明館 誠明館 錬武会座間

小学 3.4 年男子 小学 3.4 年生女子 小学 5.6 年生男子

山本 響選手 大島 未咲選手 赤坂 風太選手

誠明館 誠明館 誠明館



小学 5.6 女子 中学生男子 中学生女子

高梨 志帆選手 高梨 航平選手 山本 吹雪選手

誠明館 誠明館 誠明館

一般女子 一般有級 一般有段

細貝 佑里英選手 丸田 哲生選手 早川 和揮選手

忍誠館草加 錬武会厚木 錬武会厚木



防具付組手競技は 13：00 より開始です。コート数は 3 コート組手競技です。各コート決勝残しです

【1 コート】中学生男子・中学生女子・一般有段

【2 コート】小学 5.6 年男子・小学 5.6 年女子・一般女子・一般有級

【3 コート】小学 3.4 年男子・小学 1.2 年男子・小学 3.4 年女子・小学 1.2 年女子・

組手予選の模様



各部門の決勝戦の模様

小学 1.2 年男子決勝 小学 1.2 年女子決勝

小学 3.4 年男子決勝 小学 3.4 年女子決勝

小学 5.6 年男子決勝 小学 5.6 年女子決勝



中学生男子決勝 中学生女子決勝

一般女子決勝 一般有級決勝

一般有段決勝



【表彰式 形競技】

各部門と選手名は省略しました。 ※試合結果を参照してください



【表彰式 防具付組手競技】

各部門と選手名は省略しました。 ※試合結果を参照してください





第 22 回神奈川県防具付空手道選手権大会

形競技試合結果

優勝 準優勝 3 位 3 位

幼児男女 石塚 颯 藤井 誉 金井 玲奈 高野 遥久

誠明館 誠明館 誠明館 錬武会座間

小学 1.2 年男子 高瀬 聖士 森 竜之介 中島 優弥 金井 聖也

誠明館 誠明館 錬武会座間 誠明館

小学 1.2 年女子 池田 奈菜美 上原 香菜

錬武会座間 錬武会座間

小学 3.4 年男子 山本 響 深山 耀介 金井 隆盛 臼井 颯汰

誠明館 誠明館 誠明館 誠明館

小学 3.4 年女子 大島 未咲 藤井 雅

誠明館 誠明館

小学 5.6 年男子 赤坂 風太 荻田 昂佑 石合 尊貴 高橋 ゆう

誠明館 錬武会本厚木 誠明館 錬武会厚木

小学 5.6 年女子 高梨 志帆 永山 日菜

誠明館 錬武会海老名

中学生男子 高梨 航平 石合 智貴 内田 智晴 渋谷 優太

誠明館 誠明館 誠明館 誠明館

中学生女子 山本 吹雪 石合 郁花 船崎 めい 永山 夏綺

誠明館 誠明館 錬武会海老名 錬武会海老名

一般女子 細貝 佑里英 木下 留美

忍誠館草加 国士舘

一般有級 丸田 哲生

錬武会厚木

一般有段 早川 和揮 又村 豪 真島 守 丸田 晋司

錬武会厚木 錬武会海老名 天司会 錬武会厚木



第 22 回神奈川県防具付空手道選手権大会

防具付組手競技試合結果

優勝 準優勝 3 位 3 位

小学 1.2 年男子 高木 大地 丸田 芳生 高橋 純 高木 大和

忍誠館草加 錬武会厚木 忍誠館久喜 忍誠館草加

小学 1.2 年女子 池田 奈菜美 上原 香菜

錬武会座間 錬武会座間

小学 3.4 年男子 臼井 颯大 白戸 凛 金岡 俊樹 勝碕 玄

誠明館 忍誠館草加 錬武会座間 励武塾

小学 3.4 年女子 石井 望夢 藤井 雅

錬武会泉 誠明館

小学 5.6 年男子 伊藤 輝星 大島 涼 石合 尊貴 今野 勇飛

忍誠館草加 誠明館 誠明館 忍誠館草加

小学 5.6 年女子 高梨 志帆 永山 日菜

誠明館 錬武会海老名

中学生男子 矢嶋 大輔 大塚 隆祐 丹羽 燦太 赤坂 鯨太

錬武会川崎 誠明館 誠明館 誠明館

中学生女子 石合 郁花 船崎 めい 永山 夏綺 藪下 さやか

誠明館 錬武会海老名 錬武会海老名 錬武会川崎

一般女子 細貝 佑里英 大滝 あゆみ

忍誠館草加 天司会

一般有級 丸田 哲生

錬武会厚木

一般有段 早川 和揮 今井 亮 須田 大貴 佐々木 遼

錬武会厚木 忍誠館滑川 忍誠館北越谷 励武塾


