
日時

場所

男子形

優勝 準優勝 3位 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小学1年 小栗 駿平 (神奈川県) 小笠原悠人（神奈川県） 渡部 拳成（千葉県） 志村 蓮音（東京都） 中野 晴仁（栃木県） 小林 縁溜（群馬県） 大貫 潤哉（茨城県） 岡本 蒼空（埼玉県）

小学2年 中村 駿吾（神奈川県） 井上 桜太（山梨県） 松下 真明（千葉県） 後藤怜央斗（山梨県） 道上 喜一（埼玉県） 荒川 志音（栃木県） 今川 翔大（東京都） 日比野勇翔（埼玉県）

小学3年 早乙女泰良（栃木県） 小林 蒼昊（東京都） 三輪 柑太（神奈川県） 大橋 暁人（神奈川県） 今村 光汰（千葉県） 北口 新大（埼玉県） 栗原 英斗（茨城県） 神田 結丞（東京都）

小学4年 金子 祐大（神奈川県） 中野 蒼都（栃木県） 田口 考宇（千葉県） 山田 光晟（神奈川県） 小野 心源（東京都） 山村 蒼月（埼玉県） 萩原 佑来（群馬県） 矢部 力也（神奈川県）

小学5年 奥田 爽太（神奈川県） 飯田 演斗（神奈川県） 福田龍之介（群馬県） 清水 佑都（東京都） 関口 創士（埼玉県） 藤元 充樹（千葉県） 諸橋  陸（神奈川県） 田中駿一郎（東京都）

小学6年 内山 朝陽（千葉県） 石川 皇輝（埼玉県） 磯邉  颯（東京都） 蟹江 佑樹（東京都） 河野 伸雄（東京都） 乾 倖太朗（埼玉県） 篠原 和道（栃木県） 澤田  翼（埼玉県）

女子形

優勝 準優勝 3位 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小学1年 本多 美羽（東京都） 黒木 愛記（埼玉県） 益田 杏璃（神奈川県） 清水 ねね（東京都） 中村 友紀（埼玉県） 小木 緋里（神奈川県） 神馬 朱桜（千葉県） 馬場 玲奈（埼玉県）

小学2年 難波 京那（東京都） 川田 麻稀（神奈川県） 髙井 理櫻（神奈川県） 小木野未來（東京都） 名和 愛莉（千葉県） 森  愛梨（千葉県） 大林希衣菜（東京都） 佐藤 愛花（埼玉県）

小学3年 浅野 美紀 （神奈川県） 村越 翠空 （千葉県） 菊地 真央 （神奈川県） 神馬 李桜 （千葉県） 野村 莉子 （千葉県） 吉田 有澄 （東京都） 志村 瞳蘭 （山梨県） 佐藤さくら （東京都）

小学4年 栗城 香椛（神奈川県） 小島 明依（神奈川県） 井上 歌乃（山梨県） 箱守穂乃華（栃木県） 川野 妙恵（神奈川県） 塚越 彩月（群馬県） 波田野唯花（千葉県） 高﨑ほのか（茨城県）

小学5年 石山 ゆい（神奈川県） 笹嶺 智穂（神奈川県） 増子 美優（埼玉県） 千葉 瑠杏（神奈川県） 富樫  凛（東京都） 小松 瑠菜（東京都） 西塚 愛純（千葉県） 難波 由帆（東京都）

小学6年 杉野 玲花（東京都） 藤野  杏（埼玉県） 小泉 琶菜（神奈川県） 金子 希彩（東京都） 小野塚ななほ（神奈川県） 松永 美希（栃木県） 佐々木唯乃（神奈川県） 塚 希々華（千葉県）

男子組手

優勝 準優勝 3位 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小学1年 高  宥備（栃木県） ⾧崎勝之介（埼玉県） 溝上 桔平（千葉県） 木村 理葵（栃木県） 庄司 伊吹（山梨県） 臼井 祐太（群馬県） 木村 栄都（東京都） 藤野 湧久（神奈川県）

小学2年 池田 諒真（千葉県） 小野 陽叶（埼玉県） 岩志 倖希（埼玉県） 北原  翼（東京都） 岩浅 星来（東京都） 丸山  岳（東京都） 市村 隆晟（栃木県） 原武漣太郎（茨城県）

小学3年 岡島 大虎（東京都） 釘野 義絆（千葉県） 豊田  航（山梨県） 髙圡 遙馬（埼玉県） 沼田 将眞（栃木県） 金子 新汰（東京都） 山田 啓親（埼玉県） 菅宮清志郎（茨城県）

小学4年 大島 優昇（栃木県） 木戸口晃士（神奈川県） 双澤 凜人（埼玉県） 菅宮心乃助（茨城県） 横山 竣平（栃木県） 能登 結孝（千葉県） 藤村幸ノ介（東京都） 森田 顕仁（千葉県）

小学5年 佐藤 恵斗（埼玉県） 工藤 怜生（茨城県） 髙橋 大雅（栃木県） 齊藤 陸絃（千葉県） 小綿 柚希（茨城県） 志村 京亮（山梨県） 小川棟士朗（神奈川県） 谷澤琥太郎（茨城県）

小学6年 千葉 嵐斗（千葉県） 五百川燎優（埼玉県） 千葉 嵐史（千葉県） 八田 順平（神奈川県） 佐藤  迅（群馬県） 高橋 柊也（栃木県） 横山  醇（東京都） 籠嶋 大聖（東京都）

女子組手

優勝 準優勝 3位 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

小学1年 吉田 湊海（千葉県） 丸山 紗南（東京都） 宮永  詩（神奈川県） 筧  羽未（神奈川県） 小林 琉愛（埼玉県） 平山 侑杏（山梨県） 小綿珠々音（茨城県） 尾形 美和（東京都）

小学2年 小島 実紗（神奈川県） 大西はる花（東京都） 千葉 和奏（千葉県） 中山 葵子（神奈川県） 西野 紗菜（茨城県） 岡田陽菜乃（茨城県） 福田 理知（埼玉県） 松本 桃花（神奈川県）

小学3年 八幡 紗希（千葉県） 武部  晶（千葉県） 志村 舞蘭（山梨県） 孕石ののは（山梨県） 大石 結月（東京都） 林  愛莉（群馬県） 北山 悠里（埼玉県） 遠藤 美月（東京都）

小学4年 鈴木 結依（東京都） 中村 心美（山梨県） 小林 神楽（栃木県） 眞上 裕菜（東京都） 星田 蘭美（神奈川県） 横溝 結菜（茨城県） 阿部心々菜（栃木県） 猪熊 愛心（栃木県）

小学5年 高部 雪舞（山梨県） 中川 希愛（千葉県） 猶原 美羽（神奈川県） 野中 里桜（東京都） 市川 京花（栃木県） 末廣 瑛菜（東京都） 佐野 真子（神奈川県） 柴﨑 妃那（千葉県）

小学6年 永野 美優（千葉県） 野上 愛麻（東京都） 刈込 和花（東京都） 清水 音芭（千葉県） 大畠 夢衣（茨城県） 並木  碧（千葉県） 山口 成実（埼玉県） 橋爪  諒（群馬県）

第10回関東少年少女空手道選手権大会

山梨県小瀬スポーツ公園武道館メインアリーナ
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日時

場所

総合成績

優勝 準優勝 3位 4位 5位 6位 7位 8位

都県名 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 栃木県 山梨県 茨城県 群馬県

得点 198.5 178 158.5 110 78.5 53 42 22.5

男子形 66 39.5 28 27 22.5 8 5 10

女子形 80 54 34.5 26.5 7.5 7.5 2.5 2.5

男子組手 17 30.5 43 46.5 36 10 22 5

女子組手 35.5 54 53 10 12.5 27.5 12.5 5

第10回関東少年少女空手道選手権大会
2021年7月3日～4日

山梨県小瀬スポーツ公園武道館メインアリーナ


