
第１４回 神奈川県形選手権大会　成績第１４回 神奈川県形選手権大会　成績

成績 成績柔の形投の形 成績 成績柔の形投の形

取 初段 髙橋佳雅 湘南 横浜田中弘毅

成績 成績

取 四段

柔の形投の形

取
優勝

初段 髙橋佳雅 湘南 横浜田中弘毅取 四段
優勝優勝

受 初段 徳永　渉 湘南 受 四段 小山内豊 横浜
優勝

受 初段 徳永　渉 湘南 受 四段 小山内豊 横浜

取 参段 石川優也 横須賀 横浜取 初段 木菱美玲
準優勝

取 参段 石川優也 横須賀

受 初段 一級

横浜取 初段 木菱美玲

受 清野優奈石川春樹 横須賀
準優勝

横浜
準優勝

受 初段 一級受 清野優奈石川春樹 横須賀
準優勝

横浜受 初段 一級受 清野優奈石川春樹 横須賀 横浜

取 五段取 六段 神　正之 横浜 金子武司 湘南取 五段
第三位 第三位

取 六段 神　正之 横浜 金子武司 湘南
第三位

徳留義見
第三位

七段受 弐段 齋藤真一 横浜 湘南受 徳留義見七段受 弐段 齋藤真一 横浜 湘南受

固の形講道館護身術 成績 成績

小川武樹五段取 横浜

固の形

横須賀取 六段 市川　康裕

講道館護身術 成績 成績

小川武樹五段取 横浜
優勝

横須賀取 六段 市川　康裕
優勝

小川武樹

受 参段 北出　誠 横浜
優勝

市川　康裕

受 五段 山本　康一 横須賀
優勝

受 参段 北出　誠 横浜受 五段 山本　康一 横須賀

取 弐段 金子真輝 湘南取 七段 松澤　彰 川崎 取 弐段 金子真輝 湘南

中村行成
準優勝

取 七段 松澤　彰 川崎

趙　　國
準優勝

受 参段 中村行成 湘南
準優勝

受 弐段 趙　　國 川崎
準優勝

受 参段 中村行成 湘南受 弐段 趙　　國 川崎

取 弐段 池田祐二 横浜取 取 弐段 池田祐二 横浜取
第三位

弐段 藤野憲介 横浜

池田祐二

受
第三位

受 弐段 藤野憲介 横浜受 受

投の形・中学生 成績五の形 成績

益子　藍

投の形・中学生 成績五の形 成績

諸井三朗 取 初段 益子　藍 横須賀
優勝

警察
優勝

取 六段 諸井三朗 取 初段 益子　藍 横須賀
優勝

受 初段 松原　武幸 横須賀

警察
優勝

受 七段 後藤竜二 警察

取 六段 諸井三朗
優勝

受 初段 松原　武幸 横須賀
優勝

受 七段 後藤竜二 警察 受 初段 松原　武幸 横須賀受 七段 後藤竜二 警察

取 一級 今野衣久美 川崎川崎取 六段 佐藤満藏
準優勝

取 一級 今野衣久美 川崎
準優勝

川崎取 六段 佐藤満藏
準優勝 準優勝

受 初段 髙山　悠 川崎受 六段 高杉忠弘 川崎 受 初段 髙山　悠 川崎受 六段 高杉忠弘 川崎

柴倉桃菜平古場正行 取 一級 柴倉桃菜 横浜
第三位

取 六段 平古場正行 横浜
第三位

取 一級 柴倉桃菜 横浜
第三位

受 一級 長澤風詩葉 横浜

取 六段 平古場正行 横浜
第三位

受 六段 折原武夫 横浜
第三位

受 一級 長澤風詩葉 横浜
第三位

受 六段 折原武夫 横浜 受 一級 長澤風詩葉 横浜受 六段 折原武夫 横浜

投の形・小学生 成績古式の形 成績 投の形・小学生 成績古式の形 成績

取 無級 村上義洋 横浜取 六段 鈴木常夫 横浜
優勝

取 無級 村上義洋 横浜取 六段 鈴木常夫 横浜
優勝 優勝

受 無級 渡辺祐大 横浜七段
優勝

受 三橋英夫 横浜 受 無級 渡辺祐大 横浜七段受 三橋英夫 横浜

取 無級 南　公輝 湘南取 六段 長須賀明彦 横浜
準優勝

取 無級 南　公輝 湘南取 六段 長須賀明彦 横浜
準優勝 準優勝

南　公輝

受 無級 加藤大輔 湘南

長須賀明彦
準優勝

受 六段 太田明男 横浜 受 無級 加藤大輔 湘南受 六段 太田明男 横浜

取 無級 大根田竜也 湘南取 六段 本田和嘉 警察
第三位

取 無級 大根田竜也 湘南

金子虎王小塚義隆

取 六段 本田和嘉 警察
第三位 第三位

受 無級 金子虎王 湘南受 六段 小塚義隆 警察
第三位

受 無級 金子虎王 湘南受 六段 小塚義隆 警察


