
幼年 白・ｵﾚﾝｼﾞ帯 神奈川釘嶋 小畑 愛結 静岡竜南 荒尾 竜和 富士吉田 渡邊 心音 東京志優会 井上 桜花香

少年 白・ｵﾚﾝｼﾞ帯 藤枝本部 秋山 瑛大 福井今城 内田 遼 藤枝本部 成瀬 亮南 焼津みなと 川出 瑛太

幼年 青・黄帯 湖西 鴫原 新 福井今城 滝波 和来 静岡美和 海野 有咲 城北 大倉 一紗

少年 青帯 男子 沼津総本部 渡邊 椋 富士宮 吉原 優雅 静岡本通 三澤 巧祈 静岡本通 富士岡 煌世

少年 青帯 女子 福井今城 印牧 ゆう 清水南 望月 理沙 東京友心 近藤 楓花 甲府昭和 荒川 理子

少年 黄帯 男子 静岡美和 渡邉 成竣 静岡竜南 武田 隆之介 静岡竜南 中溝 健太郎 静岡美和 石原 匠馬

少年 黄帯 女子 三島徳倉 櫻井 希美 静岡美和 大倉 柚姫 福井今城 木下 栞乙 福井今城 南部 詩季

少年 緑/茶男子 城北 山本 凌生 三島本部 土屋 翔 沼津総本部 渡邊 柊弥 福井今城 加藤 誠也

少年 緑/茶女子 静岡南 田代 羽羅 沼津香貫 長島 瑞希

中学男子 清水南 吉田 大希 静岡竜南 守川 鴻 城北 西川 海翔 清水南 吉田 悠大

中学女子 沼津香貫 長澤 紗良 三島徳倉 秋山 怜南 東京友心 飯田 芽優 東京友心 岡田 美波

一般男子 大井川 小笠原 快 静岡竜南 狩野 明日真 沼津香貫 長島 寛明 静岡竜南 小和田 風太

一般女子 河口湖 野沢 歩生 沼津総本部 遠藤 梨瑚 忍野 後藤 七未江 沼津総本部 松島 成美

ﾏｽﾀｰｽﾞ 静岡南 太刀川 猛史 静岡西 清水 義浩 静岡朝日 土屋 裕一郎 東京友心 近藤 季洋

第９回山梨県極真空手道「型」選手権大会 入賞者一覧



荒尾 竜和 小倉 虎太郎

中村 奏太 滝口 瑛太

平井 遥大 渡邊 心音

大倉 一紗

中西 祐野

竹内 亜美

杉山 崇紀

平井 翔大

兒島 楽

山口 智世 中村 銀河

三澤 巧弥 富士岡 煌世

三澤 巧祈 野中 心美

渥美 琉海 大礒 隼人 吉田 輝琉 海野 有咲

大倉 柚姫 木下 栞乙 印牧 健 石原 匠馬

渡邉 成竣 滝波 和来 南部 詩季 海野 志歩

竹原 琥太郎 渡邊 柊弥

加藤 誠也 長島 瑞希

滝波 快生 鈴木 珀

川口 晴 渡辺 文太

山本 凌生 渡辺 楓太

西川 大暉 望月 皓

遠藤 梨瑚

後藤 七未江

野沢 歩生

遠藤 梨瑚

最優秀選手賞 河口湖 野沢 歩生 後藤 七未江

優秀選手賞 静岡南 太刀川 猛史 野沢 歩生

大石道場

城北 河口湖

福井今城 沼津総本部

静岡美和 福井今城 福井今城 静岡美和

静岡本通 静岡本通

城北

城北

静岡竜南 河口湖

団体一般

団体幼年初級

団体幼年中級

団体少年初級

団体少年青

団体少年黄

団体少年上級

団体中学

最優秀賞（団体） 大石道場


