
第20回山梨県極真空手道選手権大会 入賞者一覧 2022/9/11

クラス 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場

幼年・小1女子 齋藤 光莉 極真勇姿舎長野 大川原 凜 東京友心会

幼年男子 秋葉 琉生 沼津総本部 杉山 敢介 西平松 玉川 生真 福井今城 土屋 煌叶 沼津総本部

小1男子 渡邊 剛 白蓮湘南 川手 遥樹 東京友心会 岩瀬 篤人 東京多摩 佐藤 翔和 東京多摩

小２男子 遠藤 更和 菊川 前田 響 菊川 玉川 慶真 福井今城 小松 廉 神奈川釘嶋

小２女子 望月 すずな 河口湖 望月 なずな 河口湖

小3男子初級 田中 佑斗 東京友心会 大石 結吾 東京多摩 佐藤 結翔 東京多摩 與座 琉翔 静岡朝日

小3男子 片山 龍 函南 大川原 遼人 東京友心会 野村 知馳 東京友心会 太田 凜斗 神奈川釘嶋

小3女子 寺堀 友子 沼津総本部 磯貝 穂乃香 神奈川釘嶋

小4男子初級 佐藤 史月 東京友心会 黒木 涼雅 東京友心会

小4男子 森 輝真 講士館 泉野 光善 伊豆の国 小松 翔 神奈川釘嶋 長尾 颯天 東京友心会

小5男子初級 金子 悠人 神奈川釘嶋 宮嶋 龍音 極真勇姿舎長野

小5男子 波木井 春陽 白蓮湘南 堀内 大雅 静岡西 齋藤 蒼士 三島徳倉 戸田 悠斗 美和

小4・5女子 大久保 椎珂 野澤道場 寺堀 文子 沼津総本部

小6男子 中澤 倖永 羽鳥 鈴木 奏介 三島徳倉 里見 元陽 羽鳥 西川 璃旺 東京友心会

小6女子 萱沼 真央 島田 柴崎 心希 神奈川釘嶋

中1女子軽量 木村 凛 藤枝

中1女子重量 安岡 遥 講士館

中1男子軽量 遠藤 志磨 菊川 佐島 琉斗 講士館 大山 諒輔 極真勇姿舎長野 杉山 隼哉 朝日ｔｖ三島

中1男子重量 根岸 恒誠 三島徳倉

中2・3女子 大久保 芹衣 野澤道場

中2・3男子軽量 加藤 宥希 祐心会 望月 皓 河口湖 横山 千夏良 三島徳倉 楊 浩然 レオリブレ

中2・3男子重量 松村 元 沼津総本部 望月 幹太 羽鳥

高校男子軽量 加藤 優希 神奈川釘嶋 亀田 倖雅 甲府城南

ﾔﾝｸﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 杉山 務 西平松 船木 昭浩 富士吉田

ﾏｽﾀｰｽﾞ 楊 華 レオリブレ 鈴木 利幸 清水町

グランドマスターズ 山田 正信 清水町 大窪 玄栄 福井今城

一般女子 諏訪本 わかな 神奈川釘嶋

一般上級 小笠原 快 大井川 石神 勇智 東京多摩 小林 涼 静岡西

最優秀選手賞 一般男子 小笠原 快 大井川

技能賞 中1男子軽量 遠藤 志磨 菊川

敢闘賞 ﾏｽﾀｰｽﾞ 楊 華 レオリブレ

優勝 準優勝 3位 3位



第12回山梨県極真空手道[型]選手権大会 入賞者一覧 2022/9/11

クラス 名前 道場 名前 道場 名前 道場 名前 道場

幼年 白帯男子 池田 叶多 福井今城 野元 陽 東京多摩 岩瀬 篤人 東京多摩 三浦 大地 河口湖

幼年 白帯女子 近藤 陽真莉 富士川

幼年 橙男子 玉川 生真 福井今城 荒井 颯介 美和 長谷川 慎 東京友心会 兒島 響 美和

幼年 橙女子 小竹 唯月 東京友心会

少年 白帯男子 堀越 康正 沼津総本部

少年 白帯女子 堀越 美柚 沼津総本部

少年 橙帯 磯貝 穂乃香 神奈川釘嶋 松本 守 静岡西 與座 琉翔 静岡朝日 古田 帆 富士川

幼年 青・黄帯男子 遠藤 更和 菊川 藤井 隼志 福井今城 前田 響 菊川 玉川 慶真 福井今城

幼年 青・黄帯女子 望月 なずな 河口湖 堀内 叶歩 静岡西

少年 青帯男子 原木 葵生 焼津みなと 望月 元太 羽鳥 古田 澪 富士川 長澤 直 三島

少年 青帯女子 織茂 咲衣 東京友心会 水城 希有 神奈川釘嶋

少年 黄帯男子 杉山 武尊 西平松 藤井 篤志 福井今城 青山 琉生 三島徳倉 戸田 悠斗 美和

少年 黄帯女子 兒島 薗 美和 水野 稔 美和

少年 緑・茶帯男子 土屋 羚 三島 里見 元陽 羽鳥 鈴木 奏介 三島徳倉 齋藤 蒼士 三島徳倉

少年 緑・茶帯女子 萱沼 真央 島田 遠藤 杏 菊川

中学 青帯男子 近藤 将真 富士川

中学 青帯女子 髙橋 琉乃 河口湖 猿渡 みのり 東京多摩

中学 黄帯 長島 捺希 清水町

中学 緑帯 木村 凛 藤枝 佐野 珀斗 沼津総本部 望月 皓 河口湖 田村 遙都 朝日ｔｖ三島

中学 茶帯男子 根岸 恒誠 三島徳倉 遠藤 志磨 菊川

ﾏｽﾀｰｽﾞ 黄・緑帯 椿 拓郎 清水町 山田 正信 清水町

ﾏｽﾀｰｽﾞ 茶・黒帯 小田 祥子 富士宮 楊 華 レオリブレ

一般 初級 水野 雄介 東京多摩 佐藤 武敏 東京多摩

一般 緑・茶帯 杉山 務 西平松 中嶋 恒鷹 菊川

一般 黒帯 河崎 尊 西平松

最優秀賞 河崎 尊 西平松

優勝 準優勝 3位 3位


