
種目 クラス 優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

１幼年男女基本 龍の部 （朱）楊　浩文 （彩）岡田　湊汰 （彩）角屋　侑眞 （彩）宮下　龍穏 （仁）古仲基一翔 （彩）久津田莉子 （彩）金島　瑞樹 （彩）伊藤　祐京

１幼年男女基本 虎の部 （彩）齊藤　美月 （朱）海老根林檎 （彩）伊藤　花緒 （彩）廻　真奈 （朱）牧野　朔也 （彩）板橋　秀明 （朱）永島　銀士 （彩）染谷　旬

２小学生１～２年男女基本 　 （朱）斎木　硯浩 （朱）佐藤　祐永 （朱）高川　叶太 （阿）寺尾　優汰

初級者 （同）佐藤さくら （空）清水　咲希 （彩）渡辺　壮 （煌）大原　弘暉 （同）原　希衣 （大）田中　創梧 （同）高木誠之輔 （大）天野　莉那

中・上級者 （朱）倉島　紋人 （彩）日比悠海斗 （仁）竹林旺志郎 （彩）桑原　輝 （大）枝久保　陽 （煌）高木　隆広 （煌）秋山　煌太 （煌）俵　早希

初級者 （勝）石井　将斗 （彩）利岡　壮真 （阿）中田　一汰 （彩）村松　丈琉

中級者 （空）服部　結斗 （勝）竹内　流空 （彩）塚本　凛 （湘）筬島　蓮

上級者 （同）田邉　礼 （空）中條　祐輝 　

初級者 （仁）小林　隼人 （仁）矢作　志侑 （彩）染谷　翼 （仁）阿部丈太朗

中級者 （空）松倉　叶依 （仁）大熊　煌誠 （朱）菊田　悠斗 （大）高下　煌琉

上級者 （同）西村　隆清 （彩）齊藤　龍峨 （彩）中村　駿 　

初級者 （阿）阿部　人和 （湘）角　賢祐 （阿）白石　聖南 （阿）田中　蒼恵

中級者 （木）長尾　佳泰 （彩）渡邊　雄太 （彩）小山　士温 （大）宮腰　雄翔

上級者 （朱）宇井俊太郎 （同）村﨑勇太郎 （彩）木下　達也 （彩）及川　祐輔

初級者 （阿）野﨑倫太朗 （阿）吉田　雄哉 （阿）奥富　琉空 （仁）小林　瑠恩

中級者 （朱）高橋　琥珀 （大）栁澤　昇磨 （湘）渡邉　悠太 （仁）山本　樹

上級者 （勝）松田　悠生　 （勝）佐久間信之介（仁）田中　佑 （彩）松本　慶

初級者 （勝）田中　元気 （彩）陳　逸 （彩）吉原　亮斗 　

中級者 （空）服部　陽斗 （大）矢嶋　心翔 （彩）近藤　航 （大）早川　哲哉

上級者 （湘）泉　瑛太 （勝）髙橋　蓮 （大）荒井　大智 （大）白井　志樹

初・中級者 （大）安原　歩 （阿）吉川　優慎 　 　

上級者 （同）佐藤　蓮 （同）棟居龍之介 （同）田邉　陽 （仁）髙橋　一輝

初・中級者 （阿）西川　智紘 （阿）奈良井　滉 （大）早川　智基 　

上級者 （同）角田　空 （同）谷口　卓巳 （仁）藤波　優斗 　

初級者 （阿）船津　日向 （彩）渡邊　心優 （彩）中島　悠夏 （同）角田　麗

中級者 （湘）中村　碧 （煌）野崎　和里 （空）深見　桜 （空）明智　美優

上級者 （勝）松田菜々美 （彩）中村　杏子

初級者 （彩）須田真里亜 （仁）倉持　桃佳 　 　

中級者 （湘）筬島　葵 （仁）冨樫　紗那 （仁）布留川愛星 （空）清水　柚希

上級者 （勝）髙橋　瑠依 （彩）日比百合帆 （同）羽渕　理子 　

初級者 （阿）石渡　花香 （大）宮腰　煌梨 （仁）倉持　心佳

中級者 （空）石田　羽麗 （彩）朝日　梨杏 （彩）木下　奈々 （彩）江澤　文音

上級者 （同）村﨑　美夢 （彩）日比咲千帆 （彩）横塚優美香 （湘）石井　香奈

１４中学生女子形 中・上級者 （大）次呂久直子 （仁）勝岡　咲彩　 （仁）中島　未智　 　

第 ４ 回 彩 カ ラ テ キ ッ ズ 杯 空 手 道 大 会 成 績 表 ： 基 本 ・ 形

１２小学生３～４年女子形

４小学生１年男子形

９小学生６年男子形

１１小学生１～２年女子形

１３小学生５～６年女子形

３幼年男女形

５小学生２年男子形

６小学生３年男子形

７小学生４年男子形

８小学生５年男子形

１０中学生男子形



種目 クラス 優勝 準優勝 第３位 第３井 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

龍の部 （湘）愛徳　陸人 （木）鈴木　逸星 （彩）木又　佳煜 （彩）岡田　奏汰 （彩）塚本　藍 （煌）田中　颯 （彩）佐々木　翔 （大）天野　莉那

虎の部 （煌）佐野　結晟 （湘）松田　連 （大）枝久保　陽 （彩）渡辺　壮 （湘）角　成淳 （彩）日比悠海斗 （阿）猪股　悠生 （彩）栁　皇成

初級者 （彩）〉村松　丈琉 （彩）利岡　壮真 （仁）内薗　伊織 （彩）吉原　颯人

中級者 （彩）塚本　凛 （湘）赤坂　珀 （湘）板垣　泰陽 （湘）泉　成良

上級者 （同）田邉　礼 （空）中條　祐輝 （仁）野島　克生 　

初級者 （仁）平野　優貴 （彩）染谷　翼 （彩）大森　悠人 （仁）三浦　優斗

中級者 （彩）山上　蒼空 （彩）佐々木　蓮 （空）松倉　叶依 （朱）菊田　悠斗

上級者 （同）西村　隆清 （彩）中村　駿 （彩）齊藤　龍峨 　 　 　

初級者 （阿）阿部　人和 （湘）角　賢祐 （阿）田中　蒼恵 （阿）白石　聖南

中級者 （大）長尾　佳泰 （彩）戸井田隼和 （彩）小山　士温 （大）宮腰　雄翔

上級者 （朱）宇井俊太郎 （彩）及川　祐輔 （同）村﨑勇太郎 （彩）木下　達也

初級者 （仁）原田　伶人 （阿）吉田　雄哉 （阿）野崎倫太朗 （彩）近藤汰志郎

中級者 （朱）高橋　琥珀 （煌）笠　綾眞 （彩）海老名航太 （大）栁澤　昇磨

上級者 （仁）田中　佑 （同）河野　晃大 （勝）松田　悠生 （彩）齊藤　弘峨

初級者 （勝）田中　元気 （彩）陳　逸 　 　

中級者 （木）宗　裕燦 （彩）森　裕紀 （阿）佐藤　正咲 （大）町原　悠河

上級者 （大）荒井　大智 （朱）榎本　紳吾 （大）白井　志樹 （仁）小林　聖弥

初・中級者 （大）安原　歩 （阿）吉川　優慎 　 　

上級者 （同）田邉　陽 （同）佐藤　蓮 （朱）須藤　翔星 （同）棟居龍之介

初・中級者 （阿）西川　智紘 （阿）奈良井　滉 （大）早川　智基 　

上級者 （同）谷口　卓巳 （仁）藤波　優斗 　 　

初級者 （彩）渡邊　心優 （彩）中島　悠夏 （阿）船津　陽向 （彩）今井　紗世

中級者 （仁）深町　柚月 （煌）永野まる菜 （煌）笠　綾華 （湘）中村　碧

上級者 （勝）松田菜々美 （彩）中村　杏子

初級者 （彩）須田真里亜 （彩）伊藤　ひな （彩）根岸　佑羽 （彩）山口　珠美

中級者 （彩）佐藤　珠樹 （木）木村　佑佳 （仁）佐久間結花 （朱）斎藤　一郁

上級者 （勝）髙橋　瑠依 （同）羽渕　理子 （彩）日比百合帆 　

初級者 （大）宮腰　煌梨 （仁）倉持　心佳 （阿）石渡　花香

中級者 （仁）鹿野　佑莉 （彩）朝日　梨杏 （彩）木下　奈々 （仁）野村　莉央

上級者 （彩）村上　望香 （大）上野　愛恵 （湘）石井　香奈　 （仁）上　葵

２６中学生女子組手 中・上級者 （大）次呂久直子 （仁）中島　未智 （仁）勝岡　咲彩 　

２２中学生男子組手

第 ４ 回 彩 カ ラ テ キ ッ ズ 杯 空 手 道 大 会 成 績 表 ： 組 手

２３小学生１～２年女子組手

２５小学生５～６年女子組手

２０小学生５年男子組手

２１小学生６年男子組手

２４小学生３～４年女子組手

１６小学生１年男子組手

１７小学生２年男子組手

１８小学生３年男子組手

１９小学生４年男子組手

１５幼年男女組手


