
田嶌　康之 岡野　太一郎 小林　亨 森嶋　誠

(尚志館) (竹山) (尚志館) (櫻空軽井沢)

沖重　理津子 中谷　可愛 小瀧　裕香 菅原　まこと

(横浜糸東会) (光寿会) (糸洲横浜ＫＣ) (拳勝館横浜栄)

塙　聖司 若松　廉人 井口　智史 髙橋　潮巳

(藤和会) (竹山) (黎明会) (糸洲横浜ＫＣ)

窪田　果歩 荒木　美栞 大形　真菜 川口　美桜

(横浜糸東会) (西谷) (如水会緑) (尚徳館朝比奈)

林　幸典 中島　聖文 瀬戸　脩太郎 磯野　矢穏

(黎明会瀬谷) (奥町道場) (山手学院) (横浜糸東会)

黄木　勇人 井上　晴喜 木下　恕維 松本　路生 山口　心叶 斉藤　梨寿嬉 小山　呼汰朗 栗城　虹翼

(西谷) (西谷) (西谷) (黎明会瀬谷) (剛龍館) (松連横浜) (黎明会瀬谷) (西谷)

酒井　春姫 水留　捺月 石綿　夏凛 鈴木　優衣 土原　優 真鍋　百花 穴井　妃結 小川　仁湖

(西谷) (西谷) (黎明会) (一友会横浜) (西谷) (一友会横浜) (拳勝館横浜栄) (黎明会瀬谷)

山本　脩人 杉山　夕瑚 満田　紘武 服部　夏生 大野　誉怜 湯川　真翔 山中　翔平 藤井　誉

(剛龍館) (志空会横浜) (剛龍館) (剛龍館) (ＩＪＫＡ) (志空会横浜) (黎明会瀬谷) (黎明会瀬谷)

出嶋　美月 栗城　雪桜 塩田　もも 井上　璃音

(志空会横浜) (拳志会横浜) (ＩＪＫＡ) (志空会横浜)

仲間　琉唄 川元　陽翔 正岡　陽頼 島田　瑚凪 井田　貴楽 小林　晟 小栗　優馬 鈴木　悠王

(志空会横浜) (尚志館) (横浜空手倶楽部) (黎明会) (研修会) (黎明会瀬谷) (松連横浜) (志空会横浜)

高木　真由 早田　笑美里 船木　望花 奥山　愛

(志空会横浜) (志空会横浜) (黎明会瀬谷) (如水会湘南)

高木　雄大 荻野　晃和 斎藤　優志 安部　天人 三輪　柚月 岩城　宗佑 佐藤　星那 本田　悠真

(志空会横浜) (研修会) (屋空会) (竹山) (横浜空手倶楽部) (黎明会瀬谷) (屋空会) (黎明会瀬谷)

小野塚　ななほ 浅井　沙予 福住　菜沙 佐々木　唯乃 山口　瑠花 丸山　そよ香 仁田原　菜奈 中村　唯愛

(黎明会) (一友会横浜) (英友会) (黎明会) (誠琉館) (藤和会) (藤和会) (誠和会)

飯田　演斗 諸橋　陸 植木　智也 高梨　慎之介 織戸　樹 飛岡　大翔 山崎　柊 舟橋　岬生

(尚徳館朝比奈) (志空会横浜) (拳勝館横浜栄) (櫻空洋光台) (英友会) (誠和会) (志空会横浜) (志空会横浜)

石山　ゆい 佐藤　凛子 井田　珠貴 大野　聖來 猶原　美羽 片見　花穂 佐野　みひろ 横田　美月

(拳勝館横浜栄) (一友会横浜) (研修会) (ＩＪＫＡ) (黎明会瀬谷) (寺尾友空会) (尚徳館朝比奈) (研修会)

金子　祐大 大木　陵雅 福住　陸 湯川　翔太 米田　晃清 山本　翔太 蒲谷　崇太 木戸口　晃士

(拳勝館横浜栄) (一友会横浜) (英友会) (志空会横浜) (志空会横浜) (誠琉館) (誠和会) (横浜糸東会)

栗城　香椛 宮﨑　愛梨 小島　明依 星田　蘭美 小木　聖笑 長谷川　夢來 山﨑　かずは 田所　真花

(拳志会横浜) (英友会) (志空会横浜) (拳勝館横浜栄) (尚徳館朝比奈) (剛龍館) (黎明会瀬谷) (横浜糸東会)

岩﨑　昊之介 諸橋　錬 宮本　駿 三輪　柑太 丸山　和希 飛岡　弦希 角川　琥音 伊藤　龍也

(黎明会) (志空会横浜) (横浜糸東会) (横浜空手倶楽部) (藤和会) (誠和会) (修徳塾) (尚志館)

浅野　美紀 林　直穂 荒川　心花 田熊　留和 真崎　陽莉 柳谷　凛花 渡邉　和 曽根　愛真

(拳勝館横浜栄) (岩沢道場) (誠和会) (黎明会瀬谷) (志空会横浜) (研修会) (英友会) (研修会)

赤城　陽之介 中村　駿吾 小栗　駿平 小林　瑛汰 谷川　宗助 田中　陽健 桒名　結太朗 武内　輝陽

(誠和会) (誠和会) (松連横浜) (尚徳館朝比奈) (志空会横浜) (寺尾友空会) (志空会横浜) (一友会横浜)

小島　実紗 角川　瑛音 小木　緋里 赤沼　結香 一橋　美玖 黒澤　夏穏 秦　碧伶 井田　茉幸

(志空会横浜) (修徳塾) (尚徳館朝比奈) (横浜東松涛館) (横浜空手倶楽部) (誠和会) (如水会湘南) (研修会)

宮川　陽成 鈴木　恒星 本荘　千鶴

(横浜糸東会) (光寿会) (懇友会)

剛龍館　チームＡ ＩＪＫＡ　チームＡ 黎明会瀬谷　チームＡ 屋空会　チームＡ

(剛龍館) (ＩＪＫＡ) (黎明会瀬谷) (屋空会)

黎明会瀬谷　チームＢ 英友会　チームＡ 如水会南太田　チームＢ 誠琉館　チームＢ

(黎明会瀬谷) (英友会) (如水会南太田) (誠琉館)

英友会　チームＢ 横浜空手倶楽部　チームＣ 誠和会　チームＢ 志空会横浜　チームＣ

(英友会) (横浜空手倶楽部) (誠和会) (志空会横浜)

令和２年１月１３日 横浜文化体育館令和2年度 横浜市民体育秋季大会     第56回 横浜空手道競技大会

形 マスターズ男子（４５歳以上）

形 マスターズ女子（３５歳以上）

形 成年男子

形 成年・高校女子

形 フリーパラ(障害者)

形 小学５年男子

形 小学６年女子

優勝

形 小学５年女子

形 小学６年男子

形 小学１年男子

形 幼稚園女子

形 小学１年女子

形 高校生・男子

形 小学４年女子

形 小学３年男子

形 小学２年男子

形 中学生・女子

形 小学４年男子

形 小学３年女子

形 幼稚園男子

形 小学２年女子

準優勝

形 中学生・男子

敢　　闘　　賞３位

形 小学５・６年生（男女混合）団体戦

形 小学３・４年生（男女混合）団体戦

形 小学１・２年生（男女混合）団体戦



佐藤　花月 奈良原　裕 金子　修司 安川　徳昭

(櫻空横浜本部) (如水会緑) (錬武会泉) (糸洲会日吉)

相澤　里見 岡村　まどか 樋口　直子

(野毛山空手会) (ＩＪＫＡ) (ＩＪＫＡ)

中山　晃 志村　啓輔 森嶋　諒 小林　京平

(英友会) (懇友会) (櫻空洋光台) (櫻空洋光台)

山田　純平 福留　尚樹 加藤木　利明 鷲巣　裕一郎

(神武会) (糸洲会子安) (光寿会) (糸洲会日吉)

鈴木　康介 在賀　大翔 小林　哲士 小磯　達哉 菊池　徳大 小野　喜輝 遠藤　惟生輝 山口　祐聖

(一友会横浜) (西谷) (西谷) (西谷) (西谷) (誠和会) (一友会) (桐空会)

若狭　あいね 久保田　真穂 関谷　美以沙

(松連横浜) (西谷) (英友会)

島袋　吏恋 寺内　優利花 吉田　結衣 奥野　澄玲

(国際空手塾) (西谷) (山手学院) (如水会緑)

里見　虎太郎 小川　明日太 佐野　隆太

(横浜北松濤館) (黎明会瀬谷) (横浜北松濤館)

千葉　満利愛

(城志館)

田尻　悟 出嶋　聖 吉成　俊介 梅津　琉 江守　正剛 石坂　知輝 原　稜雅 斉藤　喜心

(西谷) (西谷) (横浜北松濤館) (横浜北松濤館) (山手学院) (大濤会　湘濤塾) (和道会白楽) (一友会横浜)

小野　榛花 奥野　伶香 村田　果音 髙梨　優奈

(山手学院) (如水会緑) (修徳塾) (竹山)

八田　裕平 三浦　拓己 中村　太耀 小野　陽向 松原　央太 岩﨑　悠斗 三宅　波音 長山　浬

(横浜北松濤館) (横浜北松濤館) (横浜北松濤館) (一友会) (一友会) (懇友会) (一友会) (松連横浜)

菊池　優月 石綿　夏凛 穴井　妃結 直江　珠緒

(西谷) (黎明会) (拳勝館横浜栄) (誠和会)

梅津　珀琉 穴井　紫勇 土田　柚月 湯川　真翔 海野　陽人 石原　琉斗 織戸　楓 溝辺　太晟

(横浜北松濤館) (拳勝館横浜栄) (横浜北松濤館) (志空会横浜) (如水会湘南) (拳勝館横浜栄) (英友会) (錬武会泉)

出嶋　美月 坂井　涼 佐野　栞里 和久石　ひまり

(志空会横浜) (横浜北松濤館) (横浜北松濤館) (修徳塾)

吉成　優斗 吉村　倫太郎 新垣　青空 豊泉　葵大 植木　颯瑚 高橋　翔吾 横山　瑛祐 高梨　暖太

(横浜北松濤館) (横浜北松濤館) (屋空会) (如水会能空塾) (懇友会) (志空会横浜) (星心館横浜) (如水会湘南)

高木　真由 山崎　愛依 上野　ここな 原田　心花

(志空会横浜) (松連横浜) (拳勝館横浜栄) (松連横浜)

八田　順平 高木　雄大 斎藤　優志 中山　櫂志 荻野　晃和 西村　龍皇 後藤　央佑 塚越　都羽

(横浜北松濤館) (志空会横浜) (屋空会) (横浜北松濤館) (研修会) (光寿会) (一友会横浜) (懇友会)

佐々木　唯乃 仁田原　菜奈 丸山　そよ香 成毛　愛海

(黎明会) (藤和会) (藤和会) (誠和会)

岩渕　海 石原　琉唯 金子　右京 小林　大蔵 千葉　蓮友 松本　裕生 江守　功将 直江　恭介

(糸洲保土) (拳勝館横浜栄) (糸洲保土) (屋空会) (城志館) (糸洲会子安) (横浜東松涛館) (誠和会)

橘　玲那 佐藤　凛子 佐野　真子 猶原　美羽 村口　ソフィナ 中村　怜愛 中村　碧 木村　保音

(横浜北松濤館) (一友会横浜) (横浜北松濤館) (黎明会瀬谷) (志空会横浜) (誠和会) (大濤会　湘濤塾) (一友会)

岡村　颯真 山本　翔太 木戸口　晃士 斎藤　心芭 福住　陸 西尾　航汰 原田　琥太郎 大久保　陽

(如水会南太田) (誠琉館) (横浜糸東会) (屋空会) (英友会) (奥町道場) (如水会南太田) (志空会横浜)

星田　蘭美 池田　葵心 栗城　香椛 宮﨑　愛梨 三橋　瑚彩 小島　明依 山﨑　かずは 五反　美花

(拳勝館横浜栄) (英友会) (拳志会横浜) (英友会) (糸洲横浜ＫＣ) (志空会横浜) (黎明会瀬谷) (一友会)

伊藤　龍也 宮本　駿 丸山　和希 岩﨑　昊之介 船橋　我空 鈴木　煌士 江守　史晃 浅井　陽哉

(尚志館) (横浜糸東会) (藤和会) (黎明会) (如水会緑) (城志館) (横浜東松涛館) (一友会横浜)

柳谷　凛花 渡邉　和 田熊　留和 塩屋　琉愛 林　直穂 渡部　明梨 関川　つばさ 柳林　杏珠

(研修会) (英友会) (黎明会瀬谷) (黎明会) (岩沢道場) (修徳塾) (糸洲横浜ＫＣ) (屋空会)

佐藤　龍希 中村　駿吾 木村　梛義 田中　伸治 板垣　泰輝 赤城　陽之介 矢島　海翔 相澤　陽斗

(一友会横浜) (誠和会) (一友会) (松連横浜) (大濤会　湘濤塾) (誠和会) (研修会) (野毛山空手会)

小島　実紗 塚田　碧生 新田　一知花 角　菜摘 山野井　玲南 秦　碧伶 榎本　理乃 中山　葵子

(志空会横浜) (如水会南太田) (誠和会) (誠琉館) (糸洲会子安) (如水会湘南) (懇友会) (横浜北松濤館)

組手 中学１年男子

組手 中学２年男子

組手 中学２年女子

組手 幼稚園女子

組手 小学３年男子

組手 小学３年女子

組手 小学２年男子

組手 小学２年女子

組手 小学１年男子

組手 小学１年女子

組手 幼稚園男子

組手 小学４年女子

組手 小学４年男子

組手 小学６年男子

組手 中学１年女子

組手 小学６年女子

組手 高校生女子

組手 小学５年男子

組手 小学５年女子

組手 マスターズ男子（４５歳以上）

組手 成年男子有級

組手 マスターズ女子（３５歳以上）

組手 成年男子有段

敢　　闘　　賞３位

組手 成年女子

組手 中学３年女子

組手 中学３年男子

優勝 準優勝

組手 高校生男子


