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大和　礼奈 藤田　伊織 菅　柚葉

（茂原武道館） （鷲龍道場）

西郷いおな

（茂原武道館） （協会君津） （拳夢館） （功道館） (ヤマト） （成徳会）

名和　愛莉 森　千遥 中村　栞緒

（五徳会）（五徳会） (聖嘉館） (聖嘉館） (ヤマト） (ヤマト）

池澤　杏南 牟田　楓 深山　優芽 市之瀬香代 伊藤すみれ 佐藤　日波 畠山　美紀 大和　玖紗

(聖嘉館） (ヤマト）

多ヶ谷　翔 阿積　奏人 山本　海渡 廣中　敬治 伊藤緒里望 猪　琉希 山口　拓登 前田　拓也

（茂原武道館） (聖嘉館） （茂原武道館） (聖嘉館） (姉空会）

(錬心会草加)

三橋　聖哉 大河内舜平 森　一眞 古泉　貴大 大野　真人

（剛和会） （功道館） （茂原武道館） （茂原武道館） (姉空会） (聖嘉館）

（国武館）（茂原武道館） （功道館） （拳栄会大原） （国武館） (聖嘉館）

谷口　弥緑 名和　龍真 中村　隆誠 鈴木　愛虎 西口　恵太 庄司　和樹 鈴木　結人 小野 拓海

（JKA上総） （JKA上総）

（煌拳塾） （成徳会）

景山丈太郎 金坂　晴 佐々木太誠 藤田　侑斉 川井　凱斗 佐々木　航

（協会君津） （国武館） (千葉桜空塾) （木更津松濤） （鷲龍道場） (姉空会）

大野　陽向 平野　央 石森 恒輝 山谷　結音 金子　大晟

勝地　丞平 内田　海風

押足　篤志 南　諒太

（協会千葉） （茂原武道館） （功道館） (聖嘉館） （成徳会） （木更津松濤） （国武館）

松永　怜

（国武館）(千葉桜空塾) (ヤマト） （煌拳塾） （千葉松濤会） （功道館）

藤嵜　秀馬 池澤　尊生 種村　壮志 米内　一吹 今井　竜聖 宮崎 琉吉 荒木　瑛多 内藤林太朗

(錬心会草加) （拳夢館）

(ヤマト） （協会君津）

芹川 綸都 平野　礼 伊藤　守 小沢　桔平 赤地　航輔 藏根　伊吹 大野　晴都 記村　航大

（鷲龍道場） （禅空館） (聖嘉館） （禅空館） （協会君津） （禅空館）

（成徳会）

吉田　春弥 田島 正宗 和田　明樹 米山 賢聡 廣瀬　尊 又平悠太郎 細井　逸稀 鈴木　琉

（茂原武道館） (聖嘉館） （成徳会） (ヤマト） （功道館） （WBKL） （WBKL）

（成徳会）

玉井　李知 三日月　嵩 永久保大志 村越　誠汰 小林　将義 金藤　壮平 金藤　旬平 西尾　青空

（功道館） (千葉桜空塾) (千葉桜空塾) （鷲龍道場） (ヤマト） （禅空館）

（功道館） （協会君津）

中村　星也 濵谷　侑希 加納　圭悟 池田　夏也 岡部　真桜 田島 正信 菊池　紡

（鷲龍道場） (聖嘉館） （JKA上総） （国武館） （煌拳塾） （成徳会）

敢闘賞 敢闘賞

吉田　幸世 宮嵜　羽雲 石川　理仁 三枝　優斗 石井　遥日 蛯名　泰士 石本　順一 増田　拓真

優勝 準優勝 第３位 第３位 敢闘賞 敢闘賞

勝山　結月 石井　優花

（禅空館） （功道館） （成徳会） （協会君津） （功道館） （功道館） （功道館） （協会君津）

廣瀬 一花 市之瀬陽月 赤間　夢夏 小坂　愛莉 記村　明莉 秋山　詩月

大和　礼奈 藤田　伊織

（茂原武道館） （協会君津） （功道館） （茂原武道館） (ヤマト） （五徳会） （鷲龍道場） （拳栄会大原）

森　千遥 金野　咲依 名和　愛莉 中村　栞緒 前田　桃花 田中　南帆

池澤　杏南 大和　玖紗

（功道館） （成徳会） （拳夢館） （拳夢館） （協会君津） （功道館） （茂原武道館） （鷲龍道場）

市之瀬香代 佐藤　日波 仲田　菫 深山　優芽 松澤　楓 清水　理子

伊藤緒里望 前田　拓也

（鷲龍道場） (聖嘉館） (聖嘉館） （五徳会） (聖嘉館） (ヤマト） (ヤマト） (ヤマト）

吉田　忠弘 多ヶ谷　翔 山本　海渡 阿積　奏人 廣中　敬治 村越　哲朗

三橋　聖哉

（茂原武道館） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （鷲龍道場） (聖嘉館） (姉空会） （茂原武道館）

森　一眞 新垣　晴空 三枝　龍樹 吉田　桜輝 大河内舜平 大野　真人

西口　恵太 名和　龍真

(錬心会草加) （国武館） （国武館） （剛和会） (聖嘉館） (姉空会） (姉空会） （功道館）

小野 拓海 芝田　絃汰 芝田　勘汰 谷口　弥緑 庄司　和樹 鈴木　結人

金坂　晴 椎名　奏介

（鷲龍道場） （国武館） （拳栄会大原） （功道館） （功道館） （茂原武道館） （茂原武道館） （五徳会）

田中　寛右 川井　凱斗 藤田　侑斉 石毛　遥大 佐々木太誠 鎗田　一

金子　大晟 山谷　結音

(千葉桜空塾) （成徳会） （国武館） （拳夢館） （煌拳塾） （協会君津） (姉空会） （鷲龍道場）

平野　央 南　諒太 大野　陽向 深山　拓己 小沢　泰佑 松永　怜

戸谷　旭 岡部　虹太

（功道館） （国武館） （鷲龍道場） （成徳会） （茂原武道館） （功道館） （功道館） (ヤマト）

太田代心翔 内藤林太朗 新垣　海夢 今井　竜聖 池澤　尊生 種村　壮志

玉井　志季 赤地　航輔

（禅空館） （国武館） （功道館） (錬心会草加) (聖嘉館） （協会君津） （茂原武道館） （千葉松濤会）

市村 隆晟 大野　晴都 望月　蒼玄 芹川 綸都 庄司　歩 前田　直道

渡辺　大毅 又平悠太郎

（禅空館） （鷲龍道場） （禅空館） （協会君津） （功道館） (聖嘉館） （千葉松濤会） （禅空館）

米山 賢聡 吉田　春弥 田島 正宗 財前　祐輝 戸谷　樹 和田　明樹

三日月　嵩 大和　嵩弥

（茂原武道館） （功道館） （成徳会） （成徳会） (聖嘉館） （拳夢館） (聖嘉館） （鷲龍道場）

玉井　李知 小林　将義 西尾　青空 永久保大志 大宮　義弥 鎌田　源

山谷　春陽 松澤　颯汰

（功道館） （鷲龍道場） (千葉桜空塾) （成徳会） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （鷲龍道場） （協会君津）

中村　星也 池田　夏也 濵谷　侑希 菊池　紡 笠川莉叶菜 吉田　直生

宮嵜　羽雲 三木　陽太

（鷲龍道場） （国武館） （成徳会） （煌拳塾） （功道館） （協会君津） (聖嘉館） （協会君津）

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

吉田　幸世 三枝　優斗 蛯名　泰士 石井　遥日 石本　順一 増田　拓真

優勝 準優勝 第３位 第３位

(ヤマト）
中学生女子

高橋　凛 鈴木　瑠心 仁田原菜奈 清水　瑠華 平野　栞穂 景山　優花 伊藤　沙羅

（茂原武道館） (千葉桜空塾) （藤和会） （協会君津） （協会君津） （JKA上総）

一般女子

秋山　詩月 廣瀬 一花
小学５・６年女子

藤嵜　杏奈 石井　優花 鈴木　結衣 赤間　夢夏 小坂　愛莉

（協会千葉） （協会君津） （功道館） （成徳会） （功道館） （功道館） （禅空館） （協会君津）

記村　明莉

中学生女子
仁田原菜奈 平野　栞穂 景山　優花 清水　瑠華

（藤和会） （協会君津） （JKA上総） （協会君津） (ヤマト） (千葉桜空塾) （茂原武道館）

伊藤　沙羅 鈴木　瑠心 高橋　凛



【特別表彰】 令和４年9月25日新日鉄君津体育館

おめでとうございます。受賞者には、賞状と記念品を郵送にて送付いたします。

中村　星也 （功道館） 幼年形の部・組手の部共に優勝

玉井　李知

第６回アクア空手道連盟交流大会結果

君津市長杯

大会会長賞 （茂原武道館） 小学1年男子形の部・組手の部共に優勝

吉田　忠弘 （鷲龍道場） 第5回大会に続き、一般男子組手の部連覇

森　一眞 （茂原武道館） 中学２・３年形の部3位・組手の部優勝

多ヶ谷　翔 （木更津聖嘉館） 一般男子形の部優勝・組手の部準優勝

名誉会長賞

名誉会長賞

大会会長賞

受賞者 所属 選考理由


