
競技種目競技種目競技種目競技種目 優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 第3位第3位第3位第3位 第3位第3位第3位第3位

肩タッチ　未就学児　男子の部 山崎　佑 瀧内 颯也

組手　小学生　男子　-22kg 佐久間 悠彰 青木 天心 貝畑 潮音 藤田 蒼右

組手　小学生　男子　-26kg 岡澤 蹴太 佐藤 透瞳 伊藤　嶺 糸田 颯斗

組手　小学生　男子　-28kg 高田 一貫刀 李　圭輝 世登 元気 高水 基広

組手　小学生　男子　-30kg 酒井　諄 丸山 琉斗 大竹 智也 佐久間 慶章

組 組手　小学生　男子　-34kg 臺　太佑 大久保 珊吾 花里 海瑠 井上　響

組手　小学生　男子　-36kg 世登　翔 高水 稜平 横手 博旭 今井 涼太

手 組手　小学生～中1男子　-44kg 薩田 温哉 八木 蒼大 柳澤 元丈 花里 駿斗

組手　小学生～中1男子　-48kg 大竹 卓也 臺　幸介 矢島 稜汰朗 山崎 廉人

の 組手　小学生～中1男子　+48kg 平塚 拓斗 吉田 伊織 小田原 龍平 栗原 和葉

組手　中2～一般 有級女子 無差別級 浅野　泉 浅野 満琳 田村 真樹 レア・エスピネリ

部 組手　中2～一般 有段女子 無差別級 青木 里佳 森 アレイシャ 菱伊 里緒

組手　中2～一般　有級男子 -70kg級 桑原 孝典 小谷松 琉斗 宇田川 陽平 阿部 光彰

組手　中2～一般　有級男子 +70kg級
ﾃﾞｲｳﾞｨｾﾝ・ﾌﾟｰｱｾﾗ

ﾝ
木村 総司 兵頭 謙二 大久保 敬吾

組手　中2～一般　有段男子 無差別級 鈴木　叶 森 アレン 福地 童夢 仙波 勇太

組手　小学生　女子　-34kg 伊藤 茉奈 森下 由里菜 大久保 ゆりあ 杷野 友寿那

組手　小学生　女子　+34kg 福添 陽葵 浅野 柊杏 宮本 理央 松井 美月

未就学児～小1　白～黄帯の部 石田　丞 山崎　佑 近藤 雄司 寺戸 不動

小学1年～2年生　黄帯の部 杷野 友寿那 大久保 ゆりあ 森下 由里菜 糸田 颯斗

小学6年～中学生 黄帯の部 松井 美月 濱崎 雄斗 阿部 光彰 鎌倉 大五郎

小学1年～2年生　緑帯の部 飯野 悠樹 青木 天心 藤田 蒼右 高田 一貫刀

小学3年～5年生　緑帯の部 木村 宥善 佐藤 透瞳 山崎 廉人 花里 海瑠

型 小学2年～3年生　青帯の部 佐久間 慶章 李　圭輝 高水 基広 柳澤 仙至

小学4年～6年生　青帯の部 丸山 琉斗 小田原 龍平 花里 駿斗 大竹 智也

の 中学生～一般 緑帯～青帯の部 田村 真樹 兵頭 謙二 小野 隆昭 森　巧

小学3年～4年生 赤帯の部 臺　太佑 福添 采耶 宮本 理央 杉本 一真

部 小学5年生 赤帯の部 福添 陽葵 八木 蒼大 高水 稜平 世登 元気

小学6年生 赤帯～黒帯の部 矢島 稜汰朗 世登　翔 酒井　諄 伊藤 茉奈

中学生 男子 赤帯の部 小谷松 琉斗 大竹 卓也 薩田 温哉 臺　幸介

高校生～一般男女 赤帯の部 桑原 孝典 久保田 清史 宇田川 陽平 浅野　泉

中学生女子 黒帯の部 青木 里佳 森 アレイシャ 菱伊 里緒

高校生～一般男子 黒帯の部 仙波 勇太 鈴木　叶 福地 童夢 森 アレン

ゲンキッズ

敢闘賞

技能賞
特 蹴撃王
別 拳闘王
賞 力勝王

スーパー社会人賞

スーパーレディー賞

最優秀審判員賞

最優秀選手賞 世登　翔

第13回 鎌倉市跆拳道選手権大会　結果表

木村 総司

木村 咲香子

臺　太佑

デイヴィセン・プーアセラン

森 アレン

浅野　泉

森 アレイシャ

鈴木　叶

高田 一貫刀 森下 由里菜


