
第 31 回日本空手道白堊会選手権大会平成 24 年 8 月 26 日（日） 

板橋区 小豆沢体育館 

（ ）内道場案内 

（十）十二月田空手クラブ （鳩空）鳩 空 塾 

（松）松伏道場 （中）中嶋道場 

（上板）上板橋道場 （落合）落合空手道クラブ 

（上石）上石神井道場 （栃）栃木本部道場 

（王）王子道場 （栄）埼玉栄高校 

（和）和心館 （栄北）栄北高校 

（武）武道センター （浦実）浦和実業高校 

（小）小豆沢武道場 （保）保善高校 

（レ）中央レディース （錦）錦城高校 

（ス）スマイル道場 （草東）草加東高校 

（中央）中央空手道クラブ （徳栄）花咲徳栄高校 

（中居）中居空手道クラブ  

 

平成 23 年度優秀選手 

 十二月田道場  山口 直美さん  小林靖さん 

 中 嶋 道 場  秋山 桃花さん 

 東 板 橋 道 場  高桑 直美さん 

 松 伏 道 場  吉田 真弓さん 

  

 



形の部 

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 石原七唯（ス） 秋保功太郎（中） 秋保憲史（中） 木村優ノ丞（ス）     

小学生 1・2年男子 笛木勇吾（鳩空） 篠原優太（小） 木村智哉（松） 石原七里（ス） 鈴木竜世（中） 松井颯飛（十） 木村翔空（十） 中山隼大（中央） 

小学生 1・2年女子 島木実乃里（中） 秋保真希（中） 伊達光有（王） 正野瑞歩（ス）     

小学生 3・4年男子 野澤陸斗（中） 青木颯太（中） 笛木亮吾（鳩空） 新井朝陽（十） 小山優輝（中） 柳沼直人（十） 堀田哲誠（松） 柴田悠平（中） 

小学生 3・4年女子 島木陽世（中） 正野夏月（ス） 長野 茜（松） 工藤珠侑（中）     

小学生 5・6年男子 野澤大地（中） 寺島琉生（中） 上野世真（中） 勝野友哉（鳩空） 川野辺龍哉（中） 勝野優磨（鳩空） 石原正明（中） 中尾悠真（中） 

小学生 5・6年女子 秋山桃花（中） 池田彩乃（十） 細田夏帆（鳩） 町田ひかり（中）     

中学生男子 中澤 輝（十） 峰田力斗（栄） 町田将光（中）      

中学生女子 佐藤菜南（鳩空） 松村結衣（中） 長野 愛（松）      

高校生有級男子 蔦屋周作（浦実） 高橋尚平（浦実） 二宮靖治（錦城）      

高校生以上有級一般

女子 

高橋美貴 

（浦実） 

岡部智華 

（埼玉栄） 

尾形嘉子 

（錦城） 

八巻 萌 

（錦城） 

    

高校生有段男子 吉村拓真（栄） 中村陸聖（栄） 中田 匠（栄北） 栗山末樹（栄） 堀澤龍之介（栄北） 小倉 瞬（徳栄） 川邊沙亮（早東） 赤出川玲央（徳栄） 

高校生以上 

一般有段女子 

芝崎沙果 

（栄） 

増尾日奈 

（徳栄） 

安部佑美 

（早東）） 

櫻井沙希 

（松） 

山賀音恵 

（浦実） 

東畑沙也香 

（早東） 

吉田真弓 

（松） 

斎藤 翼 

（徳栄） 

一般女子シニア 甚野桂子（武道） 月村美枝子（松） 峰田和子（武道） 吉田裕子（中央）     

一般有級男子 松村龍二（中） 奈良部 寛二（松） 永島 信之（松）      

一般有段男子 松井好隆（鳩） 櫻井 政之（松 今尾 力（松） 中村好仁（十）     

 



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 加藤瑞生（松） 木村優ノ丞（ス） 石原七唯（ス）      

小学生 1・2年男子 篠原優太（小） 笛木勇吾（鳩空） 木村翔空（十） 中山隼大（中居） 鈴木改惟士（中） 松井颯飛（十） 石原七里（ス） 田中恵達（栃木） 

小学生 1・2年女子 正野瑞歩（ス） 木村百伽（ス） 秋保真希（中）      

小学生 3・4年男子 野澤陸斗（中） 笛木亮吾（鳩空） 青木颯太（中） 松井亮太郎（鳩空） 會津翔太（中） 岩瀬未昇（十） 堀田哲誠（松） 塩野目友都（栃木） 

小学生 3・4年女子 正野夏月（ス） 高岡 茜（中） 内田文子（小） 長野 茜（松）     

小学生 5・6年男子 寺島琉生（中） 古川 晃（十） 勝野友哉（鳩空） 石原正明（中） 金井拓巳（十） 松本健汰（中） 大江 瑞（小） 細渕恵斗（中居） 

小学生 5・6年女子 松井里沙（鳩空） 鹿嶋花梨（中居） 秋山桃花（中） 田中ゆき乃（栃木）     

中学生男子 峰田力斗（埼栄） 安部絢志（埼栄） 中澤 輝（十）      

中学生女子 高島文乃（十） 瀬下美沙記（十） 佐藤菜南（鳩空）      

高校生男子 中野力斗（徳栄） 吉村拓真（栄） 湯田夏輝（徳栄） 塙龍之介（徳栄） 川島康祐（浦実） 遠藤寛樹（栄） 小倉瞬（徳栄） 島袋力真（保善） 

高校生以上一般女子 我妻萌乃花

（徳栄） 

細田春海 

（栄） 

斎藤 翼 

（徳栄） 

増田日奈 

（徳栄） 

芝崎沙果 

（栄） 

東畑沙也香 

（早東） 

上山玲奈 

（栄） 

吉田真弓 

（松） 

一般女子シニア 甚野桂子（武道） 高橋麻津子（十） 吉田裕子（中央） 長谷部眞由美（中央）     

一般有級男子 松村龍二（中） 三上英利（中） 尾花裕一（中） 大島正之（松）     

一般有段男子 中村好仁（十） 田山 稔（中） 田中信幸（栃木） 高橋達也（栃木）     

 

形と組手優勝者に与えられる岩淵杯 

 小学生３ ･４年 ：野澤 陸斗君（中嶋道場） 

 一般女子シニア：甚野 桂子さん（武道センター） 

 一般有段級男子：松村 龍二さん（中嶋道場） 


