
小学１・２年男子 岩崎　廉 拳勝館川崎支部 篠原　和道 正友会 谷口　弥緑 剛和会 小川棟士朗 誠明館 戸塚孝大郎 皆思道場 高橋　大雅 正友会 高木　雄大 拳勝館座間支部 亀井　然生 西谷道場

小学３・４年男子 中野　光彬 東京松濤明武会 藤井　誉 誠明館 田中　心 武村塾 出村琉生人 東京松濤明武会 川本　実頼 国際勝正館 大村　祥聖 東京松濤明武会 長濱　遼 誠明館 岩﨑貴瑠偉 如水会高津道場

小学５・６年男子 大原　健太 晴桜塾 千葉　海瑠 西谷道場 佐竹　隼 ＳＹ空手クラブ 久保木祐斗 仁武館 末次　弘和 ＳＫＣ 管家　正繕 誠明館 石原　凌 鳳友会 陣内　康成 松涛連盟世田谷支部

中学生男子 大杉　優樹 公道館 塩島　遥希 正友会 笠井　錬 拳勝館本部 関根　将 日本空手道会泉支部 赤坂　風太 誠明館 岡田　冬亜 剛柔流空手道錬心会 駒津　颯 誠明館 髙木　敬祐 松涛連盟世田谷支部

小学１・２年女子 笹嶺　智穂 国立会 石山　ゆい 拳勝館茅ヶ崎支部 岡崎　歩波 晴桜塾 菊地　愛絆 鳳友会

小学３・４年女子 高木　真由 拳勝館座間支部 川本　愛桜 国際勝正館 宍戸　珠子 空手アカデミー拳勝館六会支部 小倉　千宙 皆思道場

小学５・６年女子 西條　結衣 順道館日野支部誠空館 石塚美沙綺 剛和会 高橋亜仁香 玄武館 島　梨々紗 修徳塾茅ヶ崎 関原　愛 田中道場 田中みのり 東京松濤明武会 大鷲　真依 正友会 村田　果音 修徳塾茅ヶ崎

中学生女子 佐藤　琴美 皆思道場 島田　杏 剛柔流空手道錬心会 佐々木天良 統道会 波江野　空 幸武館深町道場

小学１・２年男子 横山　醇 国立会 戸塚孝大郎 皆思道場 高橋　柊也 正友会 寺田　徠聖 統道会 末岡　大翔 皆思道場 稲田　啓 仙武会 千葉凛太郎 仙武会 小川棟士朗 誠明館

小学１・２年女子 高部　雪舞 桜空山梨 泰永　芽依 掛園道場 峯　万有子 技徳会さくら道場 首藤　和花 皆思道場

小学３・４年男子 高橋　浄穏 如水会高津道場 長濱　遼 誠明館 佐藤　貴大 仁勇館 根岸　尊 正友会 早見　颯真 拳勝館茅ヶ崎支部 坂岡　威信 如水会高津道場 麻生　武 統道会 佐々木陽来 統道会

小学３・４年女子 横坂こころ 日和会田中道場) 小倉　千宙 皆思道場 吉村　朱花 濤空会新鎌ヶ谷支部 高木　真由 拳勝館座間支部 穐野　愛星 英心館 佐藤　夏羽 仁勇館 大田　笑加 山崎塾 宍戸　珠子 空手アカデミー拳勝館六会支部

小学５・６年男子 中山　碧空 東京松濤明武会 初山　龍大 正友会 出嶋　聖 西谷道場 佐藤　玲音 田中道場 上田　歓大 拳勝館本部 末岡　蓮人 皆思道場 吉村　和真 玄制流武徳会 藤田　寛士 松涛連盟　世田谷支部

小学５・６年女子 色川  華音 剛和会 稲田　直 仙武会 関原　愛 田中道場 山口　麗 空手アカデミー拳勝館六会支部 片山　湖悠 誠明館 幸保　佑來 泊親会秀神館 横山　遙 国立会 鈴木  美奈 拳勝館本部

中学1年男子 山本　隆太 皆思道場 岡田　冬亜 剛柔流空手道錬心会 室井　悠汰 如水会高津道場 山本　脩斗 山崎塾 内田　大空 如水会高津道場 宮本　峻汰 協会涌谷支部 萩原　楓 大義道 稲田　舜 仙武会

中学生女子 三島　桜妃 山崎塾 原田  明莉 拳勝館　本部 萩原　沙羅 大義道 反町　ひな 如水会高津道場 山本　彩未 相洋中学校 藤田　栞奈 松涛連盟世田谷支部 林　愛里菜 山崎塾 佐藤　琴美 皆思道場

中学２・３年男子 菅谷　斗夢 東洋大学附属牛久中学校 宍戸　聖斗 空手アカデミー拳勝館六会支部 岡崎　海那 拳勝館本部 穐野　翔星 英心館 鈴木　たか 拳勝館川崎支部 山口　聖也 桜空山梨 臼井　颯汰 誠明館 赤坂　風太 誠明館

高校生男子 伊藤　颯輝 御殿場西高校 加藤　拓 御殿場西高校 原沢　孝佳 保善高校 髙島　夏樹 御殿場西高校 長沼　俊樹 保善高校 亭嶋　飛龍 御殿場西高校 佐々木大輝 保善高校 竹重　允人 星城高校

高校生女子 佐合みなみ 御殿場西高校 嶋田さらら 秀明八千代高校  小林　恵奈 日本体育大学柏高校 島　愛栞 御殿場西高校 萩山　七帆 秀明八千代高校 茂木  蘭 花咲徳栄高校 大河舞名花 相洋高校 杉本　奈美 光明学園相模原高校

高校生男子

高校生女子

第６回桜空杯争奪全国空手道選手権大会 結果表 

優　勝

個　　　　　人　　　　　形

御殿場西高校A 横浜創学館高校Ａ 東洋大学牛久高校秀明八千代高校  御殿場西高校B県岐阜商高校花咲徳栄高校Ａ 栄北高校

高 校 団 体 組 手

東洋大学牛久高校Ａ 秀明八千代高校Ａ 世田谷学園高校Ａ花咲徳栄高校Ａ 県岐阜商高校Ａ 相洋高校A

第３位 第５位

 御殿場西高校B御殿場西高校A

準優勝

個　　　人　　　組　　　手


