
岩田 大 坂本　佑太朗 金久保 典幸

横浜港南 城東葛西 城西世田谷東

金井　愛莉 関　岳 大川　蒼斗 吉濵　みらい

横浜東 横浜東 埼玉中央 横浜東

櫻井　絆翔 谷亮羽 横山　太雅 吉田　賢生

城東葛西 世田谷東 横浜東 城東葛西

三井　あいみ 中尾　怜

横浜東 横浜東

松嵜　煌誠 副島　武臣 金井　元翔 佐藤　楓真

川崎中央 東京城北 東京城北 城南池上

加藤　彩花 田中　怜愛

本部直轄熊谷 城東葛西

森田　遥斗 北　龍之介 髙橋　一世 猪股　健太

川崎中央 横浜東 湘 南 横浜東

三井　蓮太 太田涼介 平泉　陸 川島　邑

横浜東 世田谷東 横浜東 東京城北

藤本　絵美 萩原　礼菜 村古　真優 塚越 彩桜

東京城北 東京城北 東京城北 横浜港南

清瀬　巧 伊藤　司 伊藤　勇人 耕田 真之

横浜川崎 川崎中央 城南目黒中央 横浜港南

宮原優輝 佐藤 良弥 安藤　仁敬 獅峯　奏

世田谷東 横浜港南 横浜北 川崎中央

栗田　麗佳 中尾　杏 石塚　璃音 朝倉　幸菜

東京城北 東京城北 東京城北 横浜川崎

菊地　恵太 佐藤　侑 金子　翔真 新井　絢人

川崎中央 城東葛西 静岡駿河 川崎中央

47 一般選手権（体重無差別）

1 幼　年 

2 小学1年生男子

3 小学1年生女子

4 小学2年生男子

小学3年生男子（-30㎏）

7 小学3年生男子（+30㎏）

5 小学2年生女子

6

8 小学3年生女子

9 小学4年生男子（-30㎏）

10 小学4年生男子（+30㎏）

11 小学4年生女子

12 小学5年生男子（-35㎏）

第10回神奈川県空手道選手権大会
　　　　　　　“KARATE横浜カップ2018”入賞者リスト

第3位 第3位クラス№ クラス名

2018/9/1（土）・横浜文化体育館

優 勝 準優勝

クラス№ クラス名 優 勝 準優勝 第3位



福井　豹太 小鷹　凛太朗 木村　旺大 川口　陽

東京城北 東京城北 川崎中央 横浜東

土肥　春翔 村古　心優 三浦　桜來 大賀　茶菜

聖心館 東京城北 川崎中央 川崎中央

有本 紗良 池田　由来

横浜港南 城南目黒中央

大場　舜介 伊藤　大雅 髙野　開 岡村　駿志

川崎中央 横浜東 横浜東 城東葛西

木村　悠庵 竹内　精一郎 土井　誠武 上杉 唯斗

川崎中央 東京城北 東京城北 横浜港南

髙橋　芽依

西湘

小倉れい

西湘

黒田　真夏 森　悠斗 飯酒盃龍 宮﨑　虎太郎

川崎中央 川崎中央 世田谷東 横浜川崎

渡邉　賢 佐藤　公平 杉山　央祐 森山　稜太

横浜北 横浜東 東京城北 川崎中央

池田　英二 濵田 壮太 近藤　響 笹生　誠哉

東京城北 横浜港南 横浜北 城南池上

羽田　夏規

横浜港南

忠政　威吹

城東葛西

所　羽奈

東京城北

三浦　優渚 山田琳藍 山﨑　舞依 池田心結

川崎中央 世田谷東 川崎中央 世田谷東

今井佑奈

世田谷東

岩﨑 力也 幸田　陸

横浜港南 横浜川崎

田中　良弥

静岡富士

32 高校2・3年生男子

27 中学1年生女子（+40kg）

29 中学生2・3年生女子（+45kg）

26 中学1年生女子（-40kg）

15

21 中学1年生男子（+50kg）

小学5年生女子（+35㎏）

13 小学5年生男子（+35㎏）

30 高校1年生男子

14 小学5年生女子（-35㎏）

16

19 小学6年生女子（+40㎏）

20 中学1年生男子（-50kg）

18 小学6年生女子（-40㎏）

小学6年生男子（-40㎏）

17 小学6年生男子（+40㎏）

22 中学2年生男子（-55kg）

23

24

中学2年生男子（+55kg）

中学3年生男子



日高　葵

東京城北

若林 賢 森田　光高 鹿嶋　雄介 大塚 一宏

横浜港南 城南池上 湘 南 千葉中央

高尾　良彦 福山聡 安藤　公敬 岡村　真也

東京城北 世田谷東 横浜北 横浜北

山下　晋一郎 歌川宏見

西湘 総本部横須賀

船見純也 田中　俊彦 板倉隆宏 尾藤　勇

世田谷東 湘 南 世田谷東 横浜北

近藤太郎

世田谷東

森　誠司

横浜北

宮下　理 小泉　啓次朗

東京城北 横浜北

小川　湧也 綿田　仁

横浜東 東京城北

矢田　ちえ 遠藤　ひとみ

横浜東 横浜北

45 壮年55歳以上

46 一般女子選手権（体重無差別）

45 一般新人戦（体重無差別）

43 壮年50歳～54歳

壮年45歳～49歳（-75kg）

37 壮年35歳～39歳

39 壮年40歳～44歳（-75kg）

36 高校女子（+50kg）

42 壮年45歳～49歳（+75kg）

40 壮年40歳～44歳（+75kg）

41


