
 

 

第 7 回   関東防具空手道選手権大会   成績結果   形個人部門 
【 2013 年 6 月 23 日（日）】

形個人部門 優   勝 準優勝 ３   位 ３   位 

幼児   男女混合 小林 大記          （旭手会） 杉山 夕瑚      （煉成会） 池田 将理     （煉成会） 伊澤 舶              （煉成会） 

小学１年   男女混合 平野 梨々花      （煉成会） 渡瀬 遼         （誠志会館） 山元 一輝     （煉成会） 有松 柚雲           （煉成会） 

小学２年   男女混合 小金澤 春人       （誠志会館） 新井 鈴穂      (拳友会   茨城) 益子 瑛多     （誠志会館  さがみ野） 矢口 颯飛           （誠志会館） 

小学３年   男女混合 國本 乃雅          （煉成会） 中田 愛実      （煉成会） 宮内 光太朗   （煉成会） 山下 右恭           （旭手会） 

小学４年   男女混合 堀江 志保          （煉成会） 髙橋 美海      （拳友会   中山） 小金澤 広人   （誠志会館） 髙橋 陸               （煉成会） 

小学５年   男女混合 小沼 嵩昇           (拳友会   茨城) 八木 哉槙      （技道会） 松川 凱音       （誠志会館） 米田 海輝           （煉成会） 

小学６年   男女混合 小山 陸人          （煉成会） 油井 直人      （旭手会） 星野 夏鈴       （旭手会） 鴨井 優輝            （旭手会） 

中学生   男女混合 髙橋 廉              （煉成会） 星野 椋平      （旭手会） 遠藤 凌雅     （誠志会館  中央林間） 笠原 寛生            （誠志会館） 

高校・一般   男女混合 松川 留美          （誠志会館） 太田 善章      （太田塾） 矢口 祐司       （誠志会館）  

形個人   敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 

小学２年   男女混合 相原 斗蒼             （煉成会） 青木 夢翔             （煉成会） 遠藤 佑弥       （煉成会） 菊地 崚斗        （技道会） 

小学３年   男女混合 髙橋 一瑳             （煉成会） 津田 陽龍             （煉成会） 中峰 春香       （誠志会館） 田原 碧人        (拳友会   茨城) 

小学４年   男女混合 鈴木 悠斗             （煉成会） 宮田 航希             （煉成会） 川瀬 達也       （煉成会） 関口 宙           （煉成会） 

小学５年   男女混合 菊地 媛名             （技道会） 矢口 神威             （誠志会館） 更科 旭保       （誠志会館） 宮内 礼           （煉成会） 

小学６年   男女混合 三里 円香             （旭手会） 下茂 晃暉             （誠志会館） 廣越 海音       （誠志会館  中央林間） 福嶋 悠人        （誠志会館  さがみ野） 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 7 回   関東防具空手道選手権大会   成績結果   形団体部門 
【 2013 年 6 月 23 日（日）】

組手団体部門 【優勝】   煉成会 A 【準優勝】   煉成会 B 【３位】   旭手会  

先   鋒 中峰   春香 平野   梨々花 大矢   翔太  

中   堅 米田   海輝 宮内   礼 油井   直人  

大   将 髙橋   りの 髙橋   廉 星野   椋平  

形個人   努力賞 努力賞 努力賞 努力賞 努力賞 

幼児   男女混合 佐藤 啓人             （煉成会） 遠藤 稜弥             （煉成会） 井村 祐貴             （煉成会） 佐藤 陸                   （煉成会） 

小学１年   男女混合 諏訪間 洸樹         （煉成会） 佃 隆哉                 （煉成会）   

小学２年   男女混合 

堀江 雄真             （煉成会） 水谷 優志             （煉成会） 大谷 拳大             （煉成会） 小澤 隼人             （煉成会） 

牧 夏菜絵             （煉成会） 木村 元惺             （煉成会）   

小学３年   男女混合 更科 多洸             （誠志会館） 濱岡 悠人             （旭手会） 中村 健人             （誠志会館  さがみ野） 大矢 翔太             （旭手会） 

 



 

 

 7 回   関東防具空手道選手権大会   成績結果   組手個人部門 
【 2013 年 6 月 23 日（日）】

組手個人部門 優   勝 準優勝 ３   位 ３   位 

幼児   男女混合 湯川 真翔           （煉成会） 池田 将理            （煉成会） 伊澤 舶              （煉成会） 佐藤 陸              （煉成会） 

小学１年   男子 鈴木 秀虎           （剛琉會 一宮） 羽根川 悠樹        （誠志会館） 諏訪間 洸樹       （煉成会） 安田 倫太郎       （誠志会館） 

小学２年   男子 木村 元惺           （煉成会） 小澤 隼人            （煉成会） 小金澤 春人       （誠志会館） 遠藤 佑弥           （煉成会） 

小学３年   男子 三木 大吾           （誠志会館） 更科 多洸            （誠志会館） 鈴木 蓮也           （誠友会） 飯島 洸大           （誠志会館さがみ野） 

小学４年   男子 関口 宙               （煉成会） 河野 翼                 （誠志会館  座間） 髙橋 陸               （煉成会） 宮田 航希           （煉成会） 

小学５年   男子 米田 海輝           （煉成会） 新倉 力斗            （誠友会） 酒井 駿帆            （拳友会 茨城） 和田 雄馬           （誠志会館） 

小学６年   男子 廣越 海音             （誠志会館  中央林間） 小山 陸人             （煉成会） 根本 愛翔            （技道会） 長谷川 郁真       （技道会） 

中学１年   男女混合 髙橋 りの             （煉成会） 髙橋 一真             （波濤真武会） 長田 涼                (TEAM 福岡)  

中学 2・3 年   男子 髙橋 廉               （煉成会） 新堀 大樹             （波濤真武会） 松川 裕城            （誠志会館） 笠原 寛生           （誠志会館） 

高校・一般   男子 石黒 康之            (TEAM 福岡) 矢口 祐司             （誠志会館） 田島 憲一           （剛琉會 東京） 古川 正義           （円空会） 

小学 1・２年   女子 細岡 芽生            （誠志会館さがみ野） 牧 夏菜絵             （煉成会） 目代 夏怜            (TEAM 福岡)  

小学３・４年   女子 髙橋 美海           （煉成会） 渋谷 快                 （煉成会） 堀江 志保            （煉成会）  

小学５・６年   女子 三里 まどか         （旭手会） 川尻 未来             （煉成会） 大谷 観菜            （煉成会） 菊池 媛名            （技道会） 

高校・一般   女子 髙橋 まゆ            （波濤真武会） 宇都宮 千智         （波濤真武会） 小椋 綾子            （曲家道場）  



 

 

組手個人   敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 

小学１年   男子 有松 柚雲             （煉成会） 山元 一輝             （煉成会） 佐藤 瑞                 （誠志会館） 二宮 琉空            （誠志会館） 

小学２年   男子 進藤 吏恩             (誠友会) 薦田 拓磨             （誠志会館） 水谷 優志             （煉成会） 青木 夢翔            （煉成会） 

小学３年   男子 稲本 大海             （誠志会館  座間） 村野 士恩             (旭手会) 森本 一平             (誠友会) 高橋 一瑳            （煉成会） 

小学４年   男子 見上 和希             （誠志会館） 大矢 麻冬             （誠志会館  さがみ野） 松岡 輝                 （誠志会館） 鈴木 遼太郎        （誠志会館  中央林間） 

小学５年   男子 松川 凱音             （誠志会館） 矢口 神威             （誠志会館） 三木 元太             （誠志会館） 栗原 佑弥            （誠志会館） 

小学６年   男子 進藤 有蓮             (誠友会) 土屋 麗                  (旭手会) 堀江 浩志             （誠志会館） 菊地 朋哉            （技道会） 

組手個人   努力賞 努力賞 努力賞 努力賞 努力賞 

幼児   男女混合 佐藤 瞭                 （煉成会） 井村 祐貴             （煉成会） 関口 昊                   （煉成会） 佐藤 啓人            （煉成会） 

小学２年   男子 

堀江 雄真             （煉成会） 大工原 雄輝         （誠志会館） 相原 斗蒼              （煉成会） 大谷 拳大            （煉成会） 

矢口 颯飛             （誠志会館） 菊地 崚斗             （技道会） 堀 恵多                  （曲家道場） 千葉 太陽            （剛琉會   東京） 

小学３年   男子 金子 詠祐             （剛琉會   東京） 國本 乃雅             （煉成会） 濱岡 悠人               (旭手会) 宮内 光太朗        （煉成会） 



 

 

第 7 回関東防具空手道選手権大会 
 

日時●平成 25 年 6 月 23 日      会場●藤沢市善行体育センター      主催●全国防具空手道連盟 

主管●全国防具空手道連盟実行委員会・神奈川県教育委員会・NPO 法人神奈川防具空手振興会 

後援●月刊『空手道』・㈱マーシャルワールド・東洋武道具 

 

両者譲れないプライドに賭けた決勝戦！ 
 

去る 6 月 23 日、神奈川県藤沢市善行体育センターメインアリーナにおいて、全国防具空手道連盟主催による「第 7 回関東防具空

手道選手権大会」が開催された。 

幼児から一般まで延べ 300 名余りが集結し、組手と形の個人戦、組手と形の団体戦が繰り広げられた。 

 

今大会は、幼児から一般まで形個人戦 10 部門、組手個人戦 19 部門、形団体戦 5 チームの 3 部門である。 

やはり今回も注目を浴びた部門は、高校・一般組手個人戦部門であった。またもや石黒康之選手（チーム福岡）と矢口祐司選

（誠志会館）の決勝戦対決となった。 

今回は両者ともポイントを相手に譲らず迫熱のうちにベルがなった。石黒選手の得意技である上段回し蹴りが、 

矢口選手の堅いディフェンスに阻まれきめることができず、先取り 1 分の延長戦になった。 

時間もあとわずかとなったところで、石黒選手の見事な中段回し蹴りが決まり、今回も石黒選手が優勝に輝いた。 

 

高校・一般男女混合形個人戦部門の決勝戦では、関東大会ではあったが遠方の宮城から参戦した太田選手（太田塾）と松川選

手（誠志会館）の決勝争いになった。 

今回は太田選手が過去に於いて「右に出るものがいない」と言われてきた無敗セイユンチンで決勝戦に挑んだが、 

長年密かに打倒太田を狙っていた松川選手がアーナンの切札を出し、太田選手を破り優勝に輝いた。 


