
第 29 回日本空手道白堊会選手権大会（平成 22 年 8 月 1 日）（日）板橋区 小豆沢体育館 

 

 

（ ）内道場の案内 

（今）今 市 道 場 （烏）烏山空手道クラブ 

（十）十二月田空手道クラブ (中居)中居空手道クラブ 

（松）松 伏 道 場 （新）新郷空手道クラブ 

（上板）上板橋道場 （草）草 加 道 場 

（上石）上石神井道場 （光）光風空手道場 

（王）王 子 道 場 （舎）舎人空手道教室 

（鳩）鳩 ケ 谷 道 場 （西）西空手道クラブ 

（和）和  心  館 （渡）渡 部 道 場 

（武）武道センター （草東）草加東高校 

（小）小 豆 沢 道 場 （徳）花咲徳栄高校 

（レ）中央レディース  

（ス）ス マ イ ル  

（中央）中央空手道クラブ  

（東板）東板橋道場  

 

 

 

 

 



形の部 

 優勝 準優勝 三位 三位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 

幼年男女 笛木勇吾（鳩） 正野瑞歩（ス） 石橋七里（ス） 嘉藤翔斗（ス）     

小学生 1・2 年男子 野澤陸斗（草 青木颯太（草） 諸麦純平（中央） 佐藤心俊（西） 金子英樹（西） 長谷川日向（草 今野頼希（草） 山中 聖（光） 

小学生 1・2 年女子 正野夏月（ス） 高島さくら（十） 島木陽世（新）      

小学生 3・4 年男子 寺島琉生（草） 野澤大地（草） 阿部竜也（松） 大江 瑞（小） 広島 快（ス） 田崎圭悟（小） 荒川雄斗（中央）  

小学生 3・4 年女子 町田ひかり（舎） 中窪美結（渡部） 松倉葉柚（早）      

小学生 5・6 年男子 志賀亮徳（草） 中澤 輝（十） 押田和磨（新） 高橋康太（十）     

小学生 5・6 年女子 桘井真歩（ス） 斎藤梨奈（草） 瀬下美沙紀（十）      

中学生男子 赤出川玲央（草 藤澤悠也（舎） 青木直弥（草） 大平 倭 （光 ）     

中学生女子 松村結衣（西） 高島文乃（十）       

高校生男子 江田晃世（徳） 高柳康太（徳） 中村明善（草東） 岡本瑞希（草東） 鈴木悠平（徳） 岩崎拓也（徳） 三保侑真（徳） 熊谷琢海（徳） 

高校生以上一般女子 山口直美（十） 光武くるみ（松） 丸田 樹（徳） 中山佑奈（草東）     

一般女子シニア 月村美枝子（松） 甚野桂子（武） 鈴木美津枝（中央） 木下良子（中レ） 猪又友美（武） 白楽由紀（中レ） 永瀬益美（武） 梅内加奈（武） 

一般有級男子 古庄清光（十） 金綱秀忠（和） ﾀﾞﾝ ｲｴﾝ ﾎﾝ（上板）      

一般有段男子 小林 靖（十） 笛木聡志（鳩） 関塚陸五（上板）      

 

 

 

 



組手の部 

種目 優勝 準優勝 三位 三位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 

幼年男女 正野瑞歩（ス 嘉藤翔斗（ス） 木村翔空（ス） 槇 杏慈（草東）     

小学生 1・2 年男子 野澤陸斗（草 青木颯太（草） 加藤士郎（松） 松井亮太郎（鳩） 三上晴聖（西） 佐藤心俊（西） 金子英樹（西） 永井秀一（中央） 

小学生 1・2 年女子 正野夏月（ス 島木陽世（新） 高島さくら（十）      

小学生 3・4 年男子 阿部竜也（松 寺島琉生（草） 中村拓海（十） 上野世真（草） 正野友稀（ス） 石原正明（草） 藤野友哉（鳩） 古川 晃（十） 

小学生 3・4 年女子 町田ひかり（舎 鹿嶋花奈（渡部 松倉葉柚（草）       

小学生 5・6 年男子 中澤輝（十） 山下祐翔（西） 広島豪（十） 志賀亮徳（草） 矢ケ部隆太郎（十 松村涼平（草） 大沢智基（渡部 西本レオン（十） 

小学生 5・6 年女子 瀬下美沙紀（十 山口文乃（十） 久保暖夏（光）      

中学生男子 赤出川玲央（草 大平 倰（光） 月村光陽（松） 上野秀輔（草）     

中学生女子 高島文乃（十） 松村結衣（草）       

高校生男子 我妻翔陽（徳） 石塚将也（徳） 三保侑磨（徳） 重信 幾（徳） 阿部駿栄（徳） 望月晶敬（徳） 熊谷琢海（徳） 高橋優人（徳） 

高校生以上一般女子 小倉友莉香（徳 久保田恵史佳（徳） 菊池汐莉（徳） 富田杏奈（徳） 丸田 樹（徳） 高橋夏樹（徳） 大金佐和子（徳）  

一般女子シニア 鈴木美津枝

（中央） 

梅内加奈（武） 長溟久美（武） 甚野桂子（武）     

一般有級男子 笛木 大（鳩） ﾀﾞﾝ･ｲｴﾝ・ﾎﾝ（上板 石澤 仁（光）      

一般有段男子 中村好仁（十） 大中恭之（上板 広浜航平（東板橋 笛木聡志（鳩）     

形と組手優勝者に与えられる岩淵杯 

 幼 年 男 女：野澤 陸斗君（小豆沢道場） 

 小学生 3.4 年生女子：正野 夏月（草加道場）・町田ひかり（舎人空手教室） 

 中 学 生 男 子：赤出川 玲央（草加道場） 


