
会場：千葉県武道館

優勝 準優勝 第３位 第３位 第５位 第５位 第５位 第５位 備考

出村 琉生人 掛川 雄大 島ノ江 亜琉 中野 光彬 内山 朝陽 鈴木 隆太郎 氏名

市川市立第七 八千代市立東高津 流山市立東深井 市川市立第七 千葉市立白井 茂原市立茂原 団体名

川本 愛桜 根津 暦実 多田 菜々美 宮田 咲花 黒澤 美柚 芳賀 さくら

旭市立第二 昭和学院 鎌ヶ谷市立第三 浦安市立富岡 市川市立第一 成田市立成田

齊藤 珀伸 千葉 嵐斗 三宅 一颯 山口 蓮央 野内 奏汰 塚 蓮真 石井 耀久 渡部 秀乃介

木更津市立太田 木更津市立太田 船橋市立坪井 木更津市立太田 千葉市立若松 市川市立妙典 木更津市立太田 船橋市立坪井

澤木 想月 塚 希々華 並木 碧 草野 紗希 倉持 瑠璃 菅谷 葵 満重 玲奈 黒澤 美柚

市川市立第一 市川市立妙典 茂原市立富士見 木更津市立太田 野田市立二川 東庄町立東庄 松戸市立第二 市川市立第一

市川市立第七 市川市立第一 茂原市立茂原 木更津市立太田A

市川市立第一 麗澤A

木更津市立太田A 市川市立妙典 船橋市立坪井 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷 市川市立第一 木更津市立太田B 一宮町立一宮 千葉市立若松

鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷 茂原市立富士見

黄木 勇人 西塚 悠真 小笠原 漸 山下 洸太 中村 比呂 金子 湊

拓大紅陵 三田空手 拓大紅陵 拓大紅陵 木更津総合 木更津総合

木津 美咲 今井 凜那 添田 理紗 茂木 愛佳 吉野 菜々子 春口 明日香

拓大紅陵 千葉南 木更津総合 敬愛学園 木更津総合 木更津総合

酒井 健太 菅谷 祐斗 須藤 柊生 吉岡 南翔 稲村 慶吾 西 陽平 杉村 星伍 東城 日向

日体大柏 市立銚子 習志野高校 木更津総合 日体大柏 習志野高校 木更津総合 日体大柏

木津 美咲 今井 ひなた 高橋 美結 奥野 結絆 林 柚来 三木 知奏 須賀田 真弥 二瓶 乃愛

拓大紅陵 拓大紅陵 習志野高校 拓大紅陵 習志野高校 拓大紅陵 木更津総合 木更津総合

川上 菜菜 大野 美桜

昇政塾 昇政塾

萩原 沙羅

大義道

嶋田 さらら 丸木 雛姫 石井 あすか 向後 芽衣

秀明八千代 習志野高校 大義道 日体大柏

鈴木 健生 坂本 龍太 金子 侃司 林 大雅

拳剛会東金 千葉南 致道会 致道会

中村 赳大 久保田 裕巳 高梨 玲次郎 小栗山 優馬

秀明八千代 昇政塾 習志野高校 千葉商科大学

鈴木 舜士 池上 凌 根本 力也 須藤 陽斗

拓大紅陵 秀明八千代 秀明八千代 宣志道場

吉田 琉一郎 山口 健斗 岡澤 崇 友部 力輝

統道会 秀明八千代 香取会 秀明八千代

マスターズ男子組手４０～４９ 日坂 栄司 宇野 大輔 吉野 高宏 横山 諦元 萩原 直人 宮井 勝弥 井上 玄志 岡田 登志男

和道流船橋 千葉修道館 千葉拳成会 千葉拳成会 大義道 游武会 澤木道場 和道流船橋

マスターズ男子組手５０～５９ 川崎 哲史 加瀬 龍志 向 浩士 川崎 貴志

克真館 和道流船橋 千葉空手教室 誠心会

マスターズ男子組手６０以上 小山 孝一 小野 勝弥

協会北総 茂原武道館

マスターズ男子形４０～４９ 西立野 洋介 野田 将人 濱 勝彦 横山 諦元 齋藤 仁志 山田 大輔

一友会 県警空手部 濤空会 千葉拳成会 県警空手部 尚武館

マスターズ男子形５０～５９ 西谷 健佑 川崎 哲史 廣中 敬治 藤田 力

濤西会 克真会 木更津聖嘉館 制護会

マスターズ男子形６０以上 鬼澤 五郎 鈴木 仁 石田 澄雄 小野 勝弥

鬼澤道場 濤空会 剛柔会船橋 茂原武道館

マスターズ女子組手４５以上 石井 景子 齋藤 師保

和道流船橋 誠心会

マスターズ女子形３５～４４ 小池 陽子

明桜塾

マスターズ女子形４５以上 井上 良江 大数加 佐理 雑賀 弘美 笠原 園子 永井 恭子 川手 香織

濤良館 和道流船橋 昇政塾 和道流船橋 拳剛千葉 誠心会

中学男子個人組手 スーパーシード戦 小松 響 齊藤 珀伸

市川市立妙典 木更津市立太田

中学女子団体組手 スーパーシード戦 市川市立第一 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷

成年女子個人形

成年女子個人軽量組手

成年男子個人形

成年男子軽量級個人組手

成年男子中量級個人組手

成年男子重量級個人組手

成年女子個人重量組手

少年男子個人形

少年女子個人形

少年男子個人組手

少年女子個人組手

中学男子個人組手

中学女子個人組手

第５０回千葉県空手道選手権大会・第２７回千葉県中学生空手道選手権大会結果一覧表（2022.4.24）

中学男子団体形

中学女子団体形

中学男子団体組手

中学女子団体組手

中学男子個人形

中学女子個人形


