
墨田区総合体育館

区 分 区 分

優勝 中澤 優仁 黒綾館 優勝 三浦 耕昌 黒綾館

準優勝 角田 湊斗 鴻志拳友会 準優勝 渡辺 蓮 御殿場道場

三位 土井 恭平 鴻志拳友会 三位 永島 撤平 船橋拳法俱楽部

区 分 区 分

優勝 伊東 葵生 東大和拳友会 優勝 榎本 旭 拳精館

区 分 準優勝 大槻 彩音 船橋拳法俱楽部

優勝 杉本 凜花 心道会 三位 青栁 宙 拳精館

準優勝 五十嵐 蒼 黒綾館 区 分

三位 土井 隆之介 鴻志拳友会 優勝 外舘 遼 幸心館

区 分 準優勝 古川 陽聖 拳精館

優勝 久保 詠太 横浜道場 三位 宮内 星名 拳精館

準優勝 青栁 陽 拳精館 区 分

三位 石川 武 幸心館 優勝 鈴木 央都 青葉拳友会

区 分 準優勝 中川 はるか 今治拳友会

優勝 中村 透也 船橋拳法俱楽部 準優勝 組田 萌生 青葉拳友会

準優勝 楠本 大和 船橋拳法俱楽部 三位 中村 透真 船橋拳法俱楽部

三位 木村 秀 鴻志拳友会 区 分

優勝 佐々木 駿斗 大崎倶楽部

小学１年生の部

小学5年生の部

小学3年生の部

小学4年生の部

令和4年度 日本拳法東日本少年選手権大会

中学3年生の部

[結果報告]　形試合

幼年の部

中学1年生の部

小学6年生の部

令和4年8月20日

小学2年生の部

中学2年生の部
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[結果報告]　防具試合

区 分 区 分

優勝 角田 湊斗 鴻志拳友会 優勝 大槻 彩音 船橋拳法俱楽部

準優勝 中澤 優仁 黒綾館 準優勝 佐藤 はる 拳精館

三位 土井 恭平 鴻志拳友会 区 分

区 分 優勝 鈴木 琉汰朗 岡山総社道場

優勝 伊東 葵生 東大和拳友会 準優勝 青栁 宙 拳精館

区 分 三位 榎本 旭 拳精館

優勝 大竹 悠翔 拳精館 敢闘賞 五十嵐 蓮 黒綾館

準優勝 土井 隆之介 鴻志拳友会 区 分

三位 五十嵐 蒼 黒綾館 優勝 古川 陽聖 拳精館

敢闘賞 杉本 凜花 心道会 準優勝 宮内 星名 拳精館

区 分 三位 大竹 健翔 拳精館

優勝 中井 蒼佑 拳精館 敢闘賞 渡辺 仁 御殿場道場

準優勝 青栁 陽 拳精館 区 分

三位 藤田 清正 東大和拳友会 優勝 鈴木 央都 青葉拳友会

三位 武藤 司 船橋拳法俱楽部 準優勝 中村 透真 船橋拳法俱楽部

区 分 三位 岩崎 琉晟 船橋拳法俱楽部

優勝 中村 透也 船橋拳法俱楽部 三位 佐々木 駿斗 大崎倶楽部

準優勝 木村 秀 鴻志拳友会 区 分

三位 楠本 大和 船橋拳法俱楽部 優勝 中川 はるか 今治拳友会

区 分 準優勝 田村 佳蓮 御殿場道場

優勝 小西 すみれ 岡山総社道場 三位 組田 萌生 青葉拳友会

準優勝 阿部 心音 黒綾館 敢闘賞 難波 あみ 岡山総社道場

区 分 区 分

優勝 渡辺 蓮 御殿場道場 優勝 加藤 空流 拳明会

準優勝 黒田 行慈 黒綾館 準優勝 佐々木 駿斗 大崎倶楽部

三位 難波 一夢 岡山総社道場

敢闘賞 永島 徹平 船橋拳法俱楽部

小学6年生男子の部

中学1年生男子の部

中学2・3年 男子の部

中学生女子の部

中学生実撃の部

幼年の部

小学4年生男子の部

小学6年生女子の部

小学3年生男子の部

小学4・5年生女子の部

小学5年生男子の部

小学１年生の部

小学2年生の部



墨田区総合体育館

区 分 区 分

優勝 眞邉 友紀子 日本拳法拳錬会 優勝 山田 太粋 拳精館

準優勝 永島 翠 船橋拳法俱楽部 準優勝 髙野 僚太郎 修猷塾

区 分 三位 松島 正俊 黒綾館

優勝 組田 敦也 青葉拳友会 敢闘賞 末田 幸夫 日本拳法拳錬会

準優勝 尾崎 正和 東大和拳友会 敢闘賞 三浦 隆 黒綾館

三位 木村 一元 青葉拳友会

敢闘賞 永島 潤一 船橋拳法俱楽部

敢闘賞 宮内 一美 拳精館

第一回 日本拳法東日本道場生交流大会
結果報告

令和4年8月20日
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女子の部 有段の部

段外の部




