組手 午前の部 10:30～

（集合 9:30）

エキシビジョン マッチ 2試合

競A-1

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ）

vs

競A-2

三留 大征 （ﾀｲｾｲ）

石田 丞 （ｼﾞｮｳ）
全日本大会 小学男子 '22 中量級 優勝

全日本大会 小学男子 '20 軽量級 優勝、'22 軽中量級 優勝

vs

全日本大会 一般男子 '22 中重量級 優勝

森 アレン
全日本大会 一般男子 '22 重量級 優勝

競A-3

生島 瞭 （ｲｸｼﾏ ﾘｮｳ）

vs

茂木 陽翔 （ﾓｷﾞ ﾊﾙﾄ）

競A-4

後藤 一悟 （ｲｻﾄ）

vs

塩田 優人 （ｼｵﾀ ﾋﾛﾄ）

競A-5

岸 樹 (ｷｼ ｲﾂｷ）

vs

酒井 心汰 （ｼﾝﾀ）

競A-6

大橋 虎陸 (ｺﾘｸ）

vs

北川 晶登 （ｱｷﾄ）

競A-7

後藤 一悟 （ｲｻﾄ）

vs

茂木 陽翔 （ﾓｷﾞ ﾊﾙﾄ）

競A-8

生島 瞭 （ｲｸｼﾏ ﾘｮｳ）

vs

塩田 優人 （ｼｵﾀ ﾋﾛﾄ）

競A-9

岸 樹 (ｷｼ ｲﾂｷ）

vs

北川 晶登 （ｱｷﾄ）

競A-10

大橋 虎陸 (ｺﾘｸ）

vs

酒井 心汰 （ｼﾝﾀ）

競A-11

後藤 一悟 （ｲｻﾄ）

vs

生島 瞭 （ｲｸｼﾏ ﾘｮｳ）

競A-12

茂木 陽翔 （ﾓｷﾞ ﾊﾙﾄ）

vs

塩田 優人 （ｼｵﾀ ﾋﾛﾄ）

競A-13

岸 樹 (ｷｼ ｲﾂｷ）

vs

大橋 虎陸 (ｺﾘｸ）

競A-14

酒井 心汰 （ｼﾝﾀ）

vs

北川 晶登 （ｱｷﾄ）

競A-15

上田 怜 （ﾚｲ）

vs

飯島 陸斗 （ﾘｸﾄ）

競A-16

小川 陽輝 （ﾊﾙｷ）

vs

榎本 湧 （ﾜｸ）

岡澤 力翔 (ﾘｷﾄ）

vs

妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）

競A-17

全日本大会 '22 小学男子 軽中量級 第3位

競A-18

小栗 伊織 （ｲｵﾘ）

vs

加藤 遙真 （ﾊﾙﾏ）

競A-19

上田 怜 （ﾚｲ）

vs

榎本 湧 （ﾜｸ）

競A-20

小川 陽輝 （ﾊﾙｷ）

vs

飯島 陸斗 （ﾘｸﾄ）

岡澤 力翔 (ﾘｷﾄ）

vs

榎本 湧 （ﾜｸ）

競A-21

全日本大会 '22 小学男子 軽中量級 第3位

競A-22

妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）

vs

飯島 陸斗 （ﾘｸﾄ）

競A-23

小栗 伊織 （ｲｵﾘ）

vs

小川 陽輝 （ﾊﾙｷ）

競A-24

加藤 遙真 （ﾊﾙﾏ）

vs

妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）
全日本大会 小学男子 '22 中量級 出場

競A-25
競A-26

妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）

vs

岡澤 力翔 (ﾘｷﾄ）

上田 怜 （ﾚｲ）
小栗 伊織 （ｲｵﾘ）

全日本大会 '22 小学男子 軽中量級 第3位

競A-27

金本 心菜 (ｶﾈﾓﾄ ｺｺﾅ）

vs

山本 真愛 （ﾏｲ）

競A-28

加藤 悠輝 （ﾕｳｷ）

vs

頓田 晴太郎 （ﾄﾝﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ）

競A-29

永友 大貴 （ﾀﾞｲｷ）

vs

端山 瑠哉 （ﾊﾔﾏ ﾙｷﾔ）

競A-30

石田 丞 （ｼﾞｮｳ）

vs

佐久間 悠彰 （ﾋﾛｱｷ）

全日本大会 小学男子 '22 中量級 優勝

競A-31

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ）

17 鎌倉市大会 軽中量級 優勝

vs

妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）
全日本大会 小学男子 '22 中量級 出場

全日本大会 小学男子 '20 軽量級 優勝、'22 軽中量級 優勝

競A-32

山本 真愛 （ﾏｲ）

vs

森上 玲奈 （ﾓﾘｶﾐ ﾚｲﾅ）

競A-33

岸 和 (ｷｼ ﾔﾏﾄ）

vs

佐久間 悠彰 （ﾋﾛｱｷ）
17 鎌倉市大会 軽中量級 優勝

競A-34

加藤 悠輝 （ﾕｳｷ）

vs

永友 大貴 （ﾀﾞｲｷ）

競A-35

頓田 晴太郎 （ﾄﾝﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ）

vs

妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）
全日本大会 小学男子 '22 中量級 出場

競A-36

岸 和 (ｷｼ ﾔﾏﾄ）

端山 瑠哉 （ﾊﾔﾏ ﾙｷﾔ）

競A-37

金本 心菜 (ｶﾈﾓﾄ ｺｺﾅ）

vs

森上 玲奈 （ﾓﾘｶﾐ ﾚｲﾅ）

競A-38

石田 丞 （ｼﾞｮｳ）

vs

妻沼 晴彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ）

全日本大会 小学男子 '22 中量級 優勝

競A-39

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ）

全日本大会 小学男子 '22 中量級 出場

vs

加藤 遙真 （ﾊﾙﾏ）

vs

端山 瑠哉 （ﾊﾔﾏ ﾙｷﾔ）

全日本大会 小学男子 '20 軽量級 優勝、'22 軽中量級 優勝

競A-40

加藤 悠輝 （ﾕｳｷ）

競A-41

頓田 晴太郎 （ﾄﾝﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ）

競A-42

石田 丞 （ｼﾞｮｳ）

岸 和 (ｷｼ ﾔﾏﾄ）
vs

永友 大貴 （ﾀﾞｲｷ）

vs

佐久間 悠彰 （ﾋﾛｱｷ）

全日本大会 小学男子 '22 中量級 優勝

競A-43

岡澤 拳斗 （ｹﾝﾄ）
全日本大会 小学男子 '20 軽量級 優勝、'22 軽中量級 優勝

17 鎌倉市大会 軽中量級 優勝

白帯 組手
エキシビジョン マッチ 1試合

競B-1

岡澤 力翔 (ﾘｷﾄ）

vs

19 神奈川県＆埼玉県大会 未就学児 肩タッチ 優勝

妻沼 道彦 （ﾂﾏﾇﾏ ﾐﾁﾋｺ）
19 神奈川県大会 未就学児 肩タッチ 準優勝

競B-2

諏訪 結希 （ﾕｳｷ）

vs

ｳｨﾘｱﾑｽ 八幡 ｼﾞｮﾅﾘﾝ

競B-3

齋藤 ことの

vs

小林 佑偉 (ﾕｲ）

競B-4

春原 珠恵 （ｽﾉﾊﾗ ﾀﾏｴ）

vs

鈴木 水海 （ﾐｽﾞﾐ）

競B-5

外薗 杏莉 （ﾎｶｿﾞﾉ ｱﾝﾘ）

vs

村上 菫 （ｽﾐﾚ）

競B-6

ｳｨﾘｱﾑｽ 八幡 ｼﾞｪﾘｯｻ

vs

砂金 杏 （ｽﾅｶﾞﾈ ｱﾝ）

競B-7

飯島 小晴 (ｺﾊﾙ）

vs

春原 珠恵 （ｽﾉﾊﾗ ﾀﾏｴ）

競B-8

諏訪 結希 （ﾕｳｷ）

vs

小林 佑偉 (ﾕｲ）

競B-9

齋藤 ことの

vs

ｳｨﾘｱﾑｽ 八幡 ｼﾞｮﾅﾘﾝ

競B-10

飯島 小晴 (ｺﾊﾙ）

vs

鈴木 水海 （ﾐｽﾞﾐ）

競B-11

外薗 杏莉 （ﾎｶｿﾞﾉ ｱﾝﾘ）

vs

砂金 杏 （ｽﾅｶﾞﾈ ｱﾝ）

競B-12

ｳｨﾘｱﾑｽ 八幡 ｼﾞｪﾘｯｻ

vs

村上 菫 （ｽﾐﾚ）

競B-13

諏訪 結希 （ﾕｳｷ）

vs

齋藤 ことの

競B-14

小林 佑偉 (ﾕｲ）

vs

ｳｨﾘｱﾑｽ 八幡 ｼﾞｮﾅﾘﾝ

競B-15

春原 珠恵 （ｽﾉﾊﾗ ﾀﾏｴ）

vs

鈴木 水海 （ﾐｽﾞﾐ）

競B-16

飯島 小晴 (ｺﾊﾙ）

vs

村上 菫 （ｽﾐﾚ）

競B-17

外薗 杏莉 （ﾎｶｿﾞﾉ ｱﾝﾘ）

vs

ｳｨﾘｱﾑｽ 八幡 ｼﾞｪﾘｯｻ

競B-18

砂金 杏 （ｽﾅｶﾞﾈ ｱﾝ）

vs

村上 菫 （ｽﾐﾚ）

競B-19

三上 夏翔 （ﾅﾂﾄ）

vs

小峰 日向大 (ﾋﾅﾀ）

競B-20

齋藤 蒼士郎 （ｿｳｼﾛｳ）

vs

榎本 愛士 （ﾏﾅﾄ）

競B-21

大久保 碧人 （ｱｵﾄ）

vs

安西 逞桜 （ﾀｵ）

競B-22

加瀬 碧 （ｶｾ ｱｵｲ）

三井 涼靖 （ﾘｮｳｾｲ）

競B-23

三上 夏翔 （ﾅﾂﾄ）

榎本 愛士 （ﾏﾅﾄ）

競B-24

齋藤 蒼士郎 （ｿｳｼﾛｳ）

小峰 日向大 (ﾋﾅﾀ）

競B-25

大久保 碧人 （ｱｵﾄ）

三井 涼靖 （ﾘｮｳｾｲ）

競B-26

加瀬 碧 （ｶｾ ｱｵｲ）

安西 逞桜 （ﾀｵ）

競B-27

三上 夏翔 （ﾅﾂﾄ）

齋藤 蒼士郎 （ｿｳｼﾛｳ）

競B-28

榎本 愛士 （ﾏﾅﾄ）

小峰 日向大 (ﾋﾅﾀ）

競B-29

大久保 碧人 （ｱｵﾄ）

加瀬 碧 （ｶｾ ｱｵｲ）

競B-30

三井 涼靖 （ﾘｮｳｾｲ）

安西 逞桜 （ﾀｵ）

競B-31

北川 郁隼 （ｲｸﾄ）

宮田 奈緒人 （ﾅｵﾄ）

競B-32

諏訪 楽 （ﾗｸ）

林 禄徽 （ｲﾑ ﾛｯｷ）

競B-33

三塚 翔太 (ﾐﾂｶ ｼｮｳﾀ）

鈴木 海琉 （ｶｲﾙ）

競B-34

結城 光佑馬 （ﾕｳｷ ﾋｭｳﾏ）

村上 慶太 （ｹｲﾀ）

競B-35

北川 郁隼 （ｲｸﾄ）

林 禄徽 （ｲﾑ ﾛｯｷ）

競B-36

諏訪 楽 （ﾗｸ）

宮田 奈緒人 （ﾅｵﾄ）

競B-37

三塚 翔太 (ﾐﾂｶ ｼｮｳﾀ）

村上 慶太 （ｹｲﾀ）

競B-38

結城 光佑馬 （ﾕｳｷ ﾋｭｳﾏ）

鈴木 海琉 （ｶｲﾙ）

競B-39

北川 郁隼 （ｲｸﾄ）

諏訪 楽 （ﾗｸ）

競B-40

林 禄徽 （ｲﾑ ﾛｯｷ）

宮田 奈緒人 （ﾅｵﾄ）

競B-41

三塚 翔太 (ﾐﾂｶ ｼｮｳﾀ）

結城 光佑馬 （ﾕｳｷ ﾋｭｳﾏ）

競B-42

鈴木 海琉 （ｶｲﾙ）

村上 慶太 （ｹｲﾀ）

組手 午後の部 13:00～
競A-1

志田 乃埜 （ﾉﾉ）

vs

22 全日本大会 中学女子 無差別級 準優勝

競A-2

黒田 敦子 （ｱﾂｺ）

茂木 凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）
21 鎌倉市大会 力勝王 受賞

vs

砂金 由香 （ｽﾅｶﾞﾈ ﾕｶ）

19 神奈川県大会 一般女子 初級ｸﾗｽ 優勝・ｽｰﾊﾟｰﾚﾃﾞｨ賞 受賞

競A-3

手塚 隆史 （ﾀｶｼ）

vs

稲森 康史 （ｺｳｼﾞ）

競A-4

黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ）

vs

立松 駿一 （ﾀﾃﾏﾂ ｼｭﾝｲﾁ）

競A-5

志田 乃埜 （ﾉﾉ）

vs

砂金 由香 （ｽﾅｶﾞﾈ ﾕｶ）

vs

茂木 凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）

22 全日本大会 中学女子 無差別級 準優勝

競A-6

黒田 敦子 （ｱﾂｺ）

21 鎌倉市大会 力勝王 受賞

19 神奈川県大会 一般女子 初級ｸﾗｽ 優勝・ｽｰﾊﾟｰﾚﾃﾞｨ賞 受賞

競A-7

手塚 隆史 （ﾀｶｼ）

vs

立松 駿一 （ﾀﾃﾏﾂ ｼｭﾝｲﾁ）

競A-8

黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ）

vs

稲森 康史 （ｺｳｼﾞ）

志田 乃埜 （ﾉﾉ）

vs

競A-9

22 全日本大会 中学女子 無差別級 準優勝

競A-10

茂木 凛 (ﾓｷﾞ ﾘﾝ）

黒田 敦子 （ｱﾂｺ）
19 神奈川県大会 一般女子 初級ｸﾗｽ 優勝・ｽｰﾊﾟｰﾚﾃﾞｨ賞 受賞

vs

砂金 由香 （ｽﾅｶﾞﾈ ﾕｶ）

21 鎌倉市大会 力勝王 受賞

競A-11

小菅 考政 （ﾖｼﾏｻ）

vs

秋山 真二 (ｼﾝｼﾞ）

競A-12

宇田川 陽平 (ﾖｳﾍｲ）

vs

渡辺 信吾

競A-13

稲森 康史 （ｺｳｼﾞ）

vs

立松 駿一 （ﾀﾃﾏﾂ ｼｭﾝｲﾁ）

小野 隆昭 （ﾀｶｱｷ）

vs

上村 宜久 （ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ）

競A-14

18 鎌倉市大会 一般男子 Ⅱ部無差別級 優勝・ｽｰﾊﾟｰ社会人賞 受賞

競A-15

宇田川 陽平 (ﾖｳﾍｲ）

vs

秋山 真二 (ｼﾝｼﾞ）

競A-16

黒田 博宣 （ﾋﾛﾉﾌﾞ）

vs

手塚 隆史 （ﾀｶｼ）

競A-17

小菅 考政 （ﾖｼﾏｻ）

vs

渡辺 信吾

小野 隆昭 （ﾀｶｱｷ）

vs

宇田川 陽平 (ﾖｳﾍｲ）

上村 宜久 （ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ）

vs

秋山 真二 (ｼﾝｼﾞ）

小野 隆昭 （ﾀｶｱｷ）

vs

渡辺 信吾

競A-18

18 鎌倉市大会 一般男子 Ⅱ部無差別級 優勝・ｽｰﾊﾟｰ社会人賞 受賞

競A-19
競A-20

18 鎌倉市大会 一般男子 Ⅱ部無差別級 優勝・ｽｰﾊﾟｰ社会人賞 受賞

競A-21

小菅 考政 （ﾖｼﾏｻ）

上村 宜久 （ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ）

＊ 少年部 9:30 集合（未就学児～中学1年生）

＊ 中学2年生～一般 13:00 集合

＊ 保護者様は、お子様の試合3試合前より会場へ入室可能です（収容制限の為）。
保護者様は、お子様の試合3試合前より会場へ入室可能です（収容制限の為）。
＊ 今後も大会を円滑に運営できますよう、ご協力お願いします。
競A 1F 競技場 Aコート
競B 1F 競技場 Bコート
格C 2F 格技場 Cコート

