
令和２年度　神奈川県スポーツ少年団空手道交流大会

【形の部】
種目 順位 氏名 団体名

　幼年 優　勝 小栗　駿平 能見台空手塾
準優勝 多田　常 湘南空手道クラブ
第三位 中山　新太 能見台空手塾

　小学１，２年　男女　10～７級 優　勝 野中　詩友 湘南空手道クラブ
準優勝 幡谷　一輝 横浜糸東会
第三位 北村　史暁 英友会

　小学１，２年　男女　6～4級 優　勝 森川　鼓太良 湘南空手道クラブ
準優勝 植村　東子 葉山町葉山
第三位 馬渡　翔大 真永館
第三位 宮本　駿 横浜糸東会
敢闘賞 芹田　明日花 葉山町葉山
敢闘賞 高橋　果歩 湘南空手道クラブ

　小学３，４年　男女　７～4級 優　勝 田所　真花 横浜糸東会
準優勝 小栗　優騎 能見台空手塾
第三位 多田　渓 湘南空手道クラブ
第三位 狩野　咲哉 能見台空手塾
敢闘賞 宮川　陽成 横浜糸東会
敢闘賞 森谷　柚花 真永館
敢闘賞 横田　鷹二朗 能見台空手塾

　小学３年　女子　９級 優　勝 森　珠実 真永館
準優勝 森谷　杏花 真永館
第三位 横井　穂佳 能見台空手塾

　小学３，４年　男女　３～初段 優　勝 千葉　瑠杏 葉山町葉山
準優勝 木戸口　晃士 横浜糸東会
第三位 宮﨑　愛梨 英友会
第三位 蓮尾　俊太郎 真永館
敢闘賞 池田　葵心 英友会
敢闘賞 中尾　蒼祐 英友会
敢闘賞 岩見　華漣 湘南空手道クラブ
敢闘賞 オグルズビー　成琉 真永館

　小学５年　男女　有級 優　勝 森　望実 真永館
準優勝 秋山　蒼馬 能見台空手塾
第三位 横井　時久 能見台空手塾
第三位 髙橋　一花 真永館
敢闘賞 原　陸王 湘南空手道クラブ

　小学６年　男女　有級 優　勝 馬渡　大武 真永館
準優勝 森谷　飛龍 真永館
第三位 髙橋　悠介 湘南空手道クラブ
第三位 オグルズビー　悠飛 真永館
敢闘賞 松本　黎明 英友会
敢闘賞 中尾　柊太朗 英友会
敢闘賞 横田　麟太朗 能見台空手塾

　小学６年　男女　有段 優　勝 小林　洵晴 横浜糸東会
準優勝 小栗　優馬 能見台空手塾
第三位 岩見　悠唯 湘南空手道クラブ
第三位 福田　稟月 能見台空手塾
敢闘賞 川元　陽翔 能見台空手塾
敢闘賞 原田　心花 能見台空手塾
敢闘賞 高木　滉祐 能見台空手塾

　中学生　男子 優　勝 齊藤　匡悟 能見台空手塾
準優勝 木戸口　隼士 横浜糸東会
第三位 井口　朔 能見台空手塾

　中学生　女子　有級 優　勝 寺田　珠希 英友会
準優勝 長谷川　陽菜 英友会

　中学生　女子　有段 優　勝 高木　身奈子 能見台空手塾
準優勝 松本　千珠 英友会



【組手の部】
種目 順位 氏名 団体名

　幼年 優　勝 多田　常 湘南空手道クラブ
準優勝 中山　新太 能見台空手塾

　小学１年男子・２年女子 優　勝 野中　詩友 湘南空手道クラブ
準優勝 芹田　明日花 葉山町葉山
第三位 高橋　果歩 湘南空手道クラブ
第三位 北村　史暁 英友会

　小学２年　男子 優　勝 宮本　駿 横浜糸東会
準優勝 森川　鼓太良 湘南空手道クラブ
第三位 馬渡　翔大 真永館

　小学３，４年　男女　７～４級 優　勝 小栗　優騎 能見台空手塾
準優勝 森谷　柚花 真永館
第三位 多田　渓 湘南空手道クラブ
第三位 狩野　咲哉 能見台空手塾
敢闘賞 横田　鷹二朗 能見台空手塾

　小学３，４年　男子　３～２級 優　勝 木戸口　晃士 横浜糸東会
準優勝 今井　大耀 葉山町葉山
第三位 オグルズビー　成琉 真永館
第三位 蓮尾　俊太郎 真永館
敢闘賞 中尾　蒼祐 英友会

　小学３年　女子　９級 優　勝 森　珠実 真永館
準優勝 横井　穂佳 能見台空手塾
第三位 森谷　杏花 真永館

　小学３年　女子　２級～初段 優　勝 宮﨑　愛梨 英友会
準優勝 池田　葵心 英友会
第三位 千葉　瑠杏 葉山町葉山

　小学５，６年　女子 優　勝 原田　心花 能見台空手塾
準優勝 髙橋　一花 真永館
第三位 小坂　真優 葉山町葉山
第三位 森　望実 真永館

　小学５年　男子 優　勝 亀井　然生 葉山町葉山
準優勝 秋山　蒼馬 能見台空手塾
第三位 横井　時久 能見台空手塾
第三位 原　陸王 湘南空手道クラブ

　小学６年　男子　有級 優　勝 森谷　飛龍 真永館
準優勝 馬渡　大武 真永館
第三位 中尾　柊太朗 英友会
第三位 オグルズビー　悠飛 真永館
敢闘賞 高橋　悠介 湘南空手道クラブ
敢闘賞 横田　麟太朗 能見台空手塾
敢闘賞 松本　黎明 英友会

　小学６年　男子　有段 優　勝 福田　稟月 能見台空手塾
準優勝 小栗　優馬 能見台空手塾
第三位 今井　大翔 葉山町葉山
第三位 川元　陽翔 能見台空手塾
敢闘賞 小林　洵晴 横浜糸東会
敢闘賞 高木　滉祐 能見台空手塾

　中学生　男子　 優　勝 井口　朔 能見台空手塾
準優勝 齊藤　匡悟 能見台空手塾
第三位 江尻　創 能見台空手塾
第三位 木戸口　隼士 横浜糸東会

　中学生　女子　有級 優　勝 長谷川　陽菜 英友会
準優勝 寺田　珠希 英友会

　中学生　女子　有段 優　勝 高木　身奈子 能見台空手塾
準優勝 松本　千珠 英友会
第三位 小坂　悠乃 葉山町葉山


