
クラス 優勝 （所属） 準優勝 （所属） ３位 （所属） ３位 （所属）

年中女子 松村 百 沼津総本部 石原 莉緒奈 美和

年長女子 松田 留禾 埼玉橋本 中西 祐野 城北

年中男子 酒井 陽向 立志会 戸田 悠斗 美和

年長男子 真辺 龍之介 福井今城 大倉 一紗 美和 下村 龍之介 静岡東 土屋 羚 三島本部

小１女子 佐野 里緒 レオリブレ 長島 捺希 沼津香貫

小１男子 瀧波 和来 福井今城 八木 祥平 東京志優会 佐藤 和空 竜南 鴫原 新 湖西

小２女子 印牧 ゆう 福井今城 野中 心美 静岡本通

小２男子 本杉 一颯 立志会 有吉 優 白蓮会館 橋本 粋生 沼津総本部 内野 冴亮 東京友心会

小３女子初級 山ノ内 友稀 沼津香貫 櫻井 希美 三島徳倉

小３男子初級 宮崎 零央 静岡本通 杉本 拓海 沼津香貫 藤田 龍星 静北 栗田 龍謄 湖西

小３女子 リム・アスペン 菊川 海野 志歩 美和

小３男子 赤津 琉斗 東京志優会 神蔵 奏心 大心館 北村 蓮斗 立志会 酒井 暖 立志会

小４男子初級 佐々木 颯大 三島カルチャー 今井 晴之 三島本部 山本 陵生 静岡本通 渡辺 侑 河口湖

小４女子 松田 理央 埼玉橋本 長島 瑞希 沼津香貫 南部 詩季 福井今城 田代 羽羅 静岡南

小４男子 瀧波 快生 福井今城 田村 俊汰 東京友心会 渥美 琉海 美和 山本 凌生 城北

小５男子初級 山内 隼斗 藤枝本部 倉田 聡 静岡東 金澤 蒼 レオリブレ 春川 新波 焼津みなと

小５女子 鈴木 彩音 東京志優会 亀井 優那 福井今城 渡辺 千華 甲府本部 森下 玲那 福井今城

小５男子 渡邊 柊弥 沼津総本部 久保田 陸翔 東京志優会 石綿 元 北眞舘 鈴木 舶 函南

小６女子初級 小田巻 汐音 清水南

小６男子初級 池ヶ谷 透輝 清水西 寺田 皓太郎 城北

小６女子 石綿 千乃 北眞舘 鈴木 琉美 焼津みなと 大川井 琉子 静岡本通 諏訪本 わかな 神奈川釘嶋

小６男子 渡辺 文太 河口湖 田代 修羅 静岡南 吉田 大希 清水南 土井 千颯 福井今城

中学女子軽量 飛田 彩花 神奈川釘嶋 山下 舞姫 菊川

中学女子重量 田代 妃羅 静岡南 村田 春花 宇都宮

中学男子軽量 藤本 翔大 函南 森下 迅 福井今城 京島 彰汰 清水東 守川 鴻 竜南

中学男子重量 萱沼 寿斗 島田 小笠原 翠 大井川 長島 義暢 沼津香貫 本間 琉雅 東京友心会

高校女子 松島 成美 沼津総本部

高校男子 平島 裕生 静北 村田 来倖 入野

県知事杯 第２３回静岡県極真空手道選手権大会



一般初級 北川 淳也 静岡南

一般中級 デイビス アルバラシン 焼津みなと 石橋 尚也 焼津みなと

一般上級 小笠原 快 大井川 中川 勝貴 静岡本通 竹田 健一 美和 林 歩希 菊川

ヤングマススターズ 齋藤 満 焼津みなと 勝亦 守 御殿場 岡田 伸一 東京友心会 田代 徹 静岡南

マスターズ 増田 昇 伊豆の国 平野 真一 東京板橋

グランドマスターズ 森島 大司 静岡朝日 清水 義浩 静岡西

一般女子 李 紫瑶 東京友心会 三好 梨乃 清水中央

最優秀賞

技能賞

敢闘賞

クラス 優勝 （所属） 準優勝 （所属） ３位 （所属） ３位 （所属）

幼年 オレンジ帯 海野 有咲 美和 中西 祐野 城北 竹内 亜美 城北 櫻井 楓夏 城北

少年 オレンジ帯 櫻井 希美 三島徳倉 吉原 優雅 富士宮 池ヶ谷 瑛斗 清水西 三澤 巧弥 静岡本通

幼年 青・黄帯 鴫原 新 湖西 石原 匠馬 美和 印牧 ゆう 福井今城 瀧波 和来 福井今城

少年 青帯 男子 森谷 和司 藤枝本部 中溝 祐也 静北 後藤 恵佑 湯河原 山本 悠生 福井今城

少年 青帯 女子 海野 志歩 美和 小林 真央 河口湖 荒川 理子 甲府昭和 勝亦 奏音 御殿場

少年 黄帯 男子 山本 凌生 城北 川口 晴 城北 吉角 綾真 甲府昭和 前田 璃空 福井今城

少年 黄帯 女子 松田 理央 埼玉橋本 南部 詩季 福井今城 一居 侑梨愛 静岡南 大倉 柚姫 美和

少年 緑・茶帯 男子 吉田 大希 清水南 渡邊 柊弥 沼津総本部 落合 桜介 都留 阪井 颯汰 福井今城

少年 緑・茶帯 女子 森下 玲那 福井今城 田代 羽羅 静岡南

中学 男子 花輪 隼聖 静北 西川 海翔 城北 長島 寛明 沼津香貫 波多野 大河 沼津総本部

中学 女子 田代 妃羅 静岡南 川口 るな 城北 長澤 紗良 沼津香貫 秋山 怜南 三島徳倉

一般男子 関口 貴大 東京友心会 村西 孝之 福井今城 竹内 尚輝 福井今城 小笠原 快 大井川

一般女子 後藤 七未江 忍野 松島 成美 沼津総本部 林 有奈 菊川 小田 祥子 富士宮

マスターズ男子 安藤 克己 沼津香貫 渡辺 信朗 富士川

マスターズ女子 田口 文美 沼津総本部 一居 久弥恵 静岡南

型 最優秀賞

型 優秀賞

型各クラス入賞者

関口 貴大

後藤 七未江

小笠原 快

平島 裕生

勝亦 守


