
2023全東海空手道選手権大会　大会結果

№ 初心 優勝 準優勝 3位 3位2

46 初年少・年中男女混合 小林蔵麿（武奨館吉村） 日下部音陽（七州会） 三浦琳平（桜塾） 金光陽大（空會館）

47 年長男女混合 戸塚壱丸（桜塾） 児玉龍樹（桜塾） 平川蒼太（七州会） 上村音葉（桜塾）

48 小学1年男女混合 多園かなで（男塾） 佐野壮祐（桜塾） 武藤夏生（桜塾） 上西輝季（七州会）

49 小学2年男女混合 田中彩翔（桜塾） 高橋夢亜（桜塾） 加藤翔太朗（七州会） 伊藤嵐大郎（桜塾）

50 小学3年男女混合 池延海璃（中山道場） 鈴木乙央（清凛館） 矢内逢太（桜塾） 中根虎之介（新誠會）

51 小学4年男女混合 佐々木蓮晴（桜塾） 福島一翔（桜塾） 加藤悠誠（桜塾） 中口太馳（桜塾）

52 小学5年男女混合 中大路奏太（桜塾） 桑名萌衣（桜塾） 加藤想真（桜塾） 遠山耀秀（桜塾）

53 小学6年男女混合 佐藤　凌（清凛館） 小川慶人（清凛館） 近堂由妃乃（中山道場） 原田羽菜（桜塾）

初級 優勝 準優勝 3位 3位

1 幼児男女混合 川口煌稀（桜塾） 竹田晋次朗（七州会） 竹内大和（桜塾） 日南耀生（空會館）

2 小学1年男子 木田村蓮飛（勲心會） 飛田和玖（桜塾） 河合力弥（桜塾） 太田佑利（桜塾）

3 小学2年男子 山本羚雅（空會館） 金光航和（空會館） 妹尾優佐（桜塾） 小山琉聖（一光会館）

4 小学3年男子 福岡暉崇（七州会） 橋野維吹（正樹道場） 小川奏士（清凛館） 彦坂颯来（桜塾）

5 小学4年男子 山口勇汰（清凛館） 網田蕾将（桜塾） 鈴木海斗（桜塾） 國納煌生（武奨館吉村）

6 小学5年男子 藪押瞭斗（七州会） 原田一希（桜塾） 林　正登（桜塾） 吉田駿平（清凛館）

7 小学6年男子 花井大翔（桜塾） 丸山　迅（桜塾） 中山蓮希（中山道場） 加藤修也（禅定界）

8 中学生男子 青木望亜（空會館） 服部恵大（桜塾） 吉田隼斗（清凛館） 北之園龍心（拳聖塾）

9 小学1年女子 楠田美桜（極真会館野崎） 川野笑恋（勲心會）

10 小学2年女子 梅村桔杏（七州会） 富田桃羽（桜塾）

11 小学3年女子 津田悠華（桜塾） 竹内　花（桜塾）

12 小学4年女子 上野菜々（昇心塾） 楠田美鈴（極真会館野崎） 木梨結芽（中山道場） 新垣咲桜（極真浜井愛知）

13 小学5年女子 後田梅里（桜塾） 尾木月音（空會館） 松浦仁菜（桜塾） 治居杏純（桜塾）

14 小学6年女子 岡野芽衣（中山道場） 髙島　凜（清凛館）

15 中学生女子 金子愛美（拳聖塾） 浅井美空（桜塾） 福田かのこ（七州会）

上級 優勝 準優勝 3位 3位

16 幼年男子 豊田湊大（桜武会） 太田翔太（桜塾）

17 小学１年男子 深見三郎（空會館） 岩井騰己（桜塾） 古本　旭（桜塾） 伊藤陽飛（桜塾）

18 小学２年男子 笠原蒼平（桜塾） 面ノ　朔（聖心會） 藤原熙乃（空會館） 小野寺　逞（桜塾）

19 小学３年男子27㎏未満 横井陽東（新誠會） 西川琥太朗（武奨館吉村） 仲原豊哉（正伝流中村道場） 齊藤翔和（七州会）

20 小学３年男子27㎏以上 鷲見琉颯（桜塾） 楠田　陸（極真会館野崎） 深見　歩（空會館） 島岡　蓮（極真浜井石川）

21 小学４年男子30㎏未満 表地海翔（桜塾） 岩井瑠希（桜塾） 伊藤快汰（桜塾） 梶村隼飛（桜塾）

22 小学４年男子30㎏以上 戸次健人（世界闘英館） 安藝飛雄馬（桜塾） 林　宥仁（桜塾） 鳴海咲太（桜塾）

23 小学５年男子35㎏未満 鷲見琉斗（桜塾） 祖父江洋斗（清凛館） 東　信輝（新誠會） 大谷内　洸（桜塾）

24 小学５年男子35㎏以上 濱　佑輝（桜塾） 田井中　秀（桜塾） 本松大芽（空會館） 藤原快吏（空會館）

25 小学６年男子40㎏未満 柳田凌央（桜塾） 伊藤大稀（桜塾） 冨田瑛心（桜塾） 齊藤　輝（佐藤道場）

26 小学６年男子40㎏以上 竹永龍也（桜塾） 小島　蕉也（桜塾） 原田燎明（桜塾） 生田航涼（清凛館）

27 中学1年男子42㎏未満 奥村一真（極真空手中崎） 濱　航希（桜塾） 鈴木騎士（桜塾） 村田風我（桜塾）

28 中学1年男子52㎏未満 祖父江海斗（清凛館） 加藤陽生（空會館） 吉岡将斗（桜塾） 瀬尾旺文（桜塾）

29 中学1年男子52㎏以上 小島　澪（桜塾） 奥村珀斗（武奨館吉村） 岩松佑弥（恒心塾）

30 中学2.3年男子47㎏未満 岩出嗣実（真門塾） 加藤彪太郎（桜塾） 小川遥也（桜塾）

31 中学2.3年男子57㎏未満 鷲見琉月（桜塾） 森田獅陽（波導館） 岩野歩夢（中山道場） 小久江侍勇（峰武塾）

32 中学2.3年男子57㎏以上 藤田琥也（桜塾） 中村海晴（桜塾） 浦山竜精（武奨館吉村）

33 高校男子60㎏未満 岡田凌平（桜塾） 氏原陸登（桜塾） 林　諒芽（桜塾） 濱　太樹（桜塾）

34 高校男子70㎏未満 加藤琉雅（桜塾） 伊豫英汰（桜塾）

37 小学１年女子 奥村亜瑠真（極真空手中崎） 鎌谷花暖（立志会）

38 小学２年女子 飯尾茉奈（闘龍会） 竹中椎菜（桜塾）

39 小学３年女子 奥村瑠依真（極真空手中崎） 冨田華帆（桜塾） 神野愛巴（中山道場）

40 小学４年女子30㎏未満 竹中希羽（桜塾） 下野いろは（清凛館）

41 小学４年女子30㎏以上 影山小桃（桜塾）

42 小学５年女子35㎏未満 代　靖睿（桜塾） 伊藤圭音（桜塾） 中島初椛（空會館）

43 小学５年女子35㎏以上 中山星來（桜塾） 池田聖桜（波導館） 治居李純（桜塾） 若林　藍（桜塾）

44 小学６年女子40㎏未満 中村結愛（川田道場） 酒井星奈（桜塾）

45 小学６年女子40㎏以上 木澤羽奈（七州会） 野澤充穂（波導館）

46 中学1年女子43㎏未満 木下舞桜（聖心會） 丸本依央奈（桜塾）

47 中学1年女子43㎏以上 廣嶋美里愛（桜塾） 山口愛華（森道場）

48 中学2.3女子43㎏未満 岩永唯伽（桜塾） 西山空那（空會館）

49 中学2.3女子50㎏未満 秦　愛穂（飛心会） 髙橋苺愛（桜塾）

50 中学2.3女子50㎏以上 竹永美渚（桜塾） 飯尾ゆな（闘龍会）

51 高校女子48㎏未満 下野真央（清凛館）

52 高校女子55㎏未満 山﨑星蘭（桜塾）


