
クラス 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

幼年女子 沼津香貫 長島 捺希

幼年男子 福井今城 瀧波 和来 竜南 佐藤 和空 拳気道会 菊田 将英 岐阜太田 柏木 大吾

小1男子 沼津総本部 菊地 良居眞 志優会 谷村 佑樹 岐阜太田 小縣 謙信 沼津総本部 橋本 粋生

小1女子 神奈川釘嶋 大久保 芹衣 福井今城 印牧 ゆう

小2男子 志優会 赤津 琉斗 河口湖 立川 精之助 福井今城 林 優尊 東京友心 菊地 太陽

小2女子 志優会 佐藤 允希乃 美和 海野 志歩

小３男子初級 拳気道会 菊田 隆世 三島本部 今井 晴之 菊川 落合 宏成 静岡本通 講神 真斗

小３女子初級 甲府本部 荒川 理子

小３男子 東京友心 菊地 海斗 福井今城 瀧波 快生 東京友心 田村 俊汰 藤枝本部 鈴木 羅琥斗

小３女子 静岡南 田代 羽羅 埼玉橋本 松田 理央 福井今城 南部 詩季 沼津香貫 長島 瑞希

小４男子初級 湖西 星山 将士 清水東 長谷川 裕真

小４男子 志優会 井口 結登 沼津総本部 渡邊 柊弥 函南 鈴木 舶 白蓮会館 清水 怜央

小４女子 清水東 小川 莉紗 志優会 鈴木 彩音 福井今城 森下 玲那 神奈川釘嶋 大久保 沙彩

小５男子初級 静岡本通 山口 翔矢 都留 山上 隼

小５男子 河口湖 渡辺 文太 東京友心 矢田 虎希 静岡南 田代 修羅 清水南 吉田 大希

小５女子 志優会 伊東 結衣 志優会 青木 杏樹 焼津みなと 吉永 芽莞 清水南 岩本 沙弥子

小６男子初級 焼津みなと 森田 一成

小６男子 福島門馬 角田 樹唯 志優会 岩井 諒 覇道會舘 皆本 丈 志優会 八木 康平

小６女子 志優会 吉見 藍綺 福井今城 南部 陽里 菊川 浅井 昌美 竜南 川口 るな

中学女子軽量 静岡南 田代 妃羅 沼津総本部 遠藤 梨瑚

中学女子重量 菊川 林 有奈 宇都宮 村田 春花

中学男子軽量 城北 西川 海翔 静岡南 杉山 大樹 竜南 狩野 明日真 沼津総本部 波多野 怜旺

中学男子重量 富士大渕 望月 追風 志優会 近藤 勇樹 沼津総本部 城所 航大 城北 川嶋 唯楓

高校男子軽量 菊川 林 歩希 静岡本通 野中 友哉

高校男子重量 大井川 小笠原 快

高校女子軽量 東京友心 藤本 のぞみ

高校女子重量 河口湖 野澤 歩生

ﾔﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 白蓮会館 堀内 隆文 甲府本部 本幡 良一

第１５回山梨県極真空手道選手権大会 入賞者一覧
優勝 準優勝 3位 3位



クラス 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

優勝 準優勝 3位 3位

ﾏｽﾀｰｽﾞ 甲府城南 青木 隆 御殿場 勝亦 守

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 白蓮会館 渡邊 仁 福井今城 中村 光宏

一般女子 拳気道会 神田 かおり 宇都宮 村松 絵美

一般初級 富士吉田 小林 竜太 市川 大久保 広幸

一般中級 伊豆の国 野田 幸太郎 富士吉田 門脇 英之

一般上級 静岡南 稲葉 魁士 志優会 石神 勇智

最優秀選手賞 静岡南 稲葉 魁士

技能賞 菊川 林 歩希

敢闘賞 志優会 石神 勇智

クラス 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

幼年ｵﾚﾝｼﾞ 竜南 海野 有咲 竜南 佐藤 和空 埼玉橋本 伊藤 伸之介 福井今城 印牧 ゆう

少年ｵﾚﾝｼﾞ 甲府本部 荒川 理子 湖西 星山 将子 伊豆の国 小澤 仁菜 都留 山上 隼

幼年青黄色 福井今城 大礒 隼人 福井今城 瀧波 和来 福井今城 林 優尊 美和 海野 志歩

少年青男子 甲府本部 小佐野 壱竜 福井今城 加藤 誠也 福井今城 印牧 健 福井今城 前田 璃空

少年青女子 福井今城 大礒 菜々美 福井今城 南部 詩季 美和 海野 心結 御殿場 勝亦 奏音

少年黄 男子 城北 山本 凌生 竜南 渡邉 成竣 福井今城 竹原 琥太郎 福井今城 瀧波 快生

少年黄 女子 福井今城 森下 玲那 清水東 小川 莉紗 静岡南 田代 羽羅 福井今城 南部 陽里

少年緑茶男子 清水南 吉田 大希 福井今城 瀧波 壮真 城北 西川 大暉 城北 清水 祐生

少年緑茶女子 三島徳倉 秋山 怜南 沼津香貫 長島 瑞希

中学男子 清水南 吉田 悠大 福井今城 永田 修康 竜南 花輪 隼聖 城北 山本 優希

中学女子 沼津総本部 遠藤 梨瑚 静岡南 田代 妃羅 甲府本部 猪又 桃子 菊川 林 有奈

一般女子 河口湖 野澤 歩生 忍野 後藤 七未江

一般男子 東京友心 関口 貴大 大井川 小笠原 快 福井今城 村西 孝之 菊川 林 歩希

ﾏｽﾀｰｽﾞ 宇都宮 秋元 博幸 岐阜太田 奥田 洋久

第７回山梨県極真空手道型選手権大会 入賞者一覧



クラス 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前

優勝 準優勝 3位 3位

佐藤 和空 星山 将士

谷田部 紗奈 星山 将子

海野 有咲 鴫原 新

林 優尊

大礒 隼人

瀧波 和来

南部 詩季 吉田 輝琉 村松 怜唯莉 三浦 秀汰

加藤 誠也 前田 璃空 赤澤 羅衣 齋藤 寛太

川端 航世 印牧 健 福田 蛍 中山 玲依蒼

竹原 琥太郎 吉田 愛里 川端 凌太朗 川口 晴

森下 玲那 渡邉 成竣 土井 千颯 渥美 琉海

瀧波 快生 川口 るな 林 和尊 大倉 柚姫

山本 凌生 矢田 虎希 垣見 大輝 田代 修羅

清水 祐生 久木田 大翼 近藤 萌乃 竹下 愛士

西川 大暉 酒井 陽平 佐伯 輝 落合 晃生

土井 開矢 田代 妃羅

永田 修康 野ケ山 夢人

瀧波 壮真 杉山 大樹

山本 小梅 望月 風嶺亜

金田 海聖 林 有奈

関口 貴大 林 歩希

最優秀選手賞 河口湖 野澤 歩生

優秀選手 沼津総本部 遠藤 梨瑚

山本 小梅

金田 海聖

関口 貴大

土井 開矢

永田 修康

瀧波 壮真

福井今城

福井今城 静岡南

東京友心 菊川

東京友心

福井今城 美和

城北 東京友心 東京友心 静岡南

団体一般

団体幼年初級

団体幼年中級

竜南 湖西

福井今城

福井今城 福井今城 宇都宮 宇都宮

福井今城 竜南

団体少年青

団体少年黄色

団体少年上級

団体中学

最優秀賞（団体）

優秀賞（団体）


