
令和 4 年度浦安市春季市民空手道大会 
 

令和 4 年 6 月吉日 

浦安市空手道連盟 

 

 

 

1．日  時   令和 4 年 6 月 12 日（日） 

開 場 ８：３０ 

開会式 ９：１０ 

 

2．場  所   バルドラール浦安   メインアリーナ 

 

3．主  催   浦安市教育委員会 

          

4．主  管   浦安市スポーツ協会・浦安市空手道連盟 

 

5．参加資格・参加費  浦安市空手道連盟加盟団体 ２０００円 

 

6．種  目   形の部 

          小学生１～２年男女 

小学生３～４年女子 

小学生３～４年男子 

小学生５～６年女子 

小学生５～６年男子 

中学生男子 

組手の部 

小学生１～３年女子 

小学生１～３年男子 

小学生４～６年女子 

小学生４～６年男子 

中学生男子 

          

7．新型コロナウイルス感染予防対策 

参加者全員マスク着用 入館時アルコール消毒と健康チェック  

競技場にもアルコール消毒液配置 観客席は密にならないよう配置 

 

8．お問い合わせ先 

    浦安市空手道連盟 大会委員長 野口哲也 090-4056-1993 

 

試合時間：開会式終了後から 

     １３：００ 

 

参加人数：１００人 
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形の部 優勝　準優勝　３位２名　計４名

１　小学生１～２年男女有級

２　小学生３～４年女子有級

３　小学生３～４年男子有級

４　小学生５～６年女子有級

５　小学生５～６年男子有級

準決勝戦までは基本形より選択し、同じ形を繰り返し使用しても良い

決勝戦は全空連指定形（第一・第二）含め、これまでに使用した形以外の

基本形より選択する

６　中学生男子

準決勝戦までは基本形より選択し、同じ形を繰り返し使用しても良い

決勝戦は全空連指定形（第一・第二）含め、これまでに使用した形以外の

基本形より選択する

基本形とはピンアン・平安・撃砕一・撃砕二のことである

全競技トーナメント方式で行い、２名（赤・青）同時に演武します

斜め入場とし、形終了後はその場で判定をし、両サイドに退場となります

参加人数が少ない場合は他の種目と統合する場合があります

試合会場には、大会実行委員・審判員・記録員・選手以外は入れません

金属類・装飾品の着用は一切認めません

胸マークは道場名のみ、腕マークは道場名、都道府県名のみです

その他日の丸、指定選手などのワッペンについてはテーピングや布で覆ってください



小学生１～２年男女　形 優勝
準優勝

３位　2名

8

四辻　大貴 [雄飛会]

木村　理梛音 [雄飛会]

9

5

横山　恭大 [昇政塾]6

7

砂川　結衣 [昇政塾]

菅野　真央 [雄飛会]1

矢野　龍之介 [昇政塾]2

木下　翼 [昇政塾]10

3

町山　大空 [誠和会]4

西田　龍之介 [誠和会]

本田　來希 [誠和会]



小学生３～４年女子　形 優勝
準優勝

３位　2名

高柳　明日美 [雄飛会]4

野田　彩叶 [昇政塾]

関谷　礼 [昇政塾]

8

佐竹　柚花 [昇政塾]1

岡部　未歩 [一友会]2

西　麻菜美 [昇政塾]3

森　愛梨 [昇政塾]9

5

増田　百花 [雄飛会]6

7

松本　明莉 [一友会]



小学生３～４年男子　形 優勝
準優勝

3位　2名

大島　礼葦 [雄飛会]13

中川　由暉 [昇政塾]

小松　恭一朗 [昇政塾]11

氏原　悠冴 [誠和会]12

郡司　雄生 [誠和会]3

田島　達也 [昇政塾]4

5

神谷　拓実 [雄飛会]

髙田　祐希 [昇政塾]1

蔭山　和志 [昇政塾]2

6

7

柳澤　宏太 [雄飛会]8

阿久根　悠斗 [誠和会]

田玉　幸輔 [昇政塾]9

島村　竜也 [誠和会]10



小学生５～６年女子　形 優勝
準優勝

3位　2名

長谷川　璃音 [一友会]

木村　璃音 [雄飛会]9

若竹　一花 [昇政塾]10

四辻　咲希 [雄飛会]6

7

小宮山　蓮花 [昇政塾]8

江見　陽依 [一友会]1

久保木　さくら [一友会]2

清水　いろは [昇政塾]

鎌田　琥珀 [昇政塾]3

蔭山　尚子 [昇政塾]4

5



小学生５～６年男子　形 優勝
準優勝

3位　2名

神谷　直杜 [雄飛会]14

吹上　龍生 [一友会]1

本田　巽希 [誠和会]2

菅野　真樹 [雄飛会]3

4

8

木下　颯来 [昇政塾]5

山田　瑛翔 [一友会]12

余　東昇 [昇政塾]7

岩田　遼太朗 [一友会]

髙田　尊 [昇政塾]

白鳥　陽斗 [誠和会]6

10

氏原　敦斗 [誠和会]11

長嶺　拓実 [昇政塾]15

中川　弘暉 [昇政塾]

砂川　航生 [昇政塾]13

9



中学生男子　形 優勝
準優勝

5 野田　将太郎 [昇政塾]

島田　祐希 [昇政塾]3

工藤　颯大 [昇政塾]4

長嶺　有真 [昇政塾]1

相馬　優芽 [誠和会]2



第７０回浦安市春季市民体育大会空手道競技大会

2022/6/12

組手の部 優勝　準優勝　３位２名　計４名

時間はフルタイムで行います

７　小学生１～３年女子有級 １分３０秒、４ポイント先取り

８　小学生１～３年男子有級

９　小学生４～６年女子有級

１０　小学生４～６年男子有級

１１　中学生男子

全種目に拳サポーター・メンホー・ボディプロテクター(道衣の中)を装着すること

小学生以上はシンガード・インステップガード(白でも可)も装着すること

小学生高学年(4年生)以上の男子は、必ずファールカップを装着すること

　　未装着が判明した時点で反則負けとする

小学生の部は、12歳未満の組手競技規定で行います

中学生の部は、ジュニア・カデットルールで行います

小学生の上段部位へコンタクトは手･足共に軽微であっても得点とはならず罰則が

　　科せられる

足払い､掴んでの引き落し及び､投げは禁止とし、違反選手には罰則が科せられる

時間内に同時に先取りポイントに達した場合、試合を終了し判定とします

拳サポーターは、全空連指定の赤、青の二種類を使用すること

リバーシブル拳サポーターは可とする

メンホーは、全空連指定品のⅤ、Ⅵ，Ⅶを使用すること

参加人数が少ない場合は他の種目と統合する場合があります

試合会場には、大会実行委員・審判員・記録員・選手以外は入れません

金属類・装飾品の着用は一切認めません

胸マークは道場名のみ、腕マークは道場名、都道府県名のみです

その他日の丸、指定選手などのワッペンについてはテーピングや布で覆ってください



小学生１～３年女子　組手 優勝
準優勝

砂川　結衣 [昇政塾]6

関谷　礼 [昇政塾]5

森　愛梨 [昇政塾]3

増田　百花 [雄飛会]4

菅野　真央 [雄飛会]1

高柳　明日美 [雄飛会]2



小学生１～３年男子　組手 優勝
準優勝

3位　2名

木下　翼 [昇政塾]1

氏原　悠冴 [誠和会]2

横山　恭大 [昇政塾]3

本田　來希 [誠和会]4

中川　由暉 [昇政塾]5

大島　礼葦 [雄飛会]14

四辻　大貴 [雄飛会]12

矢野　龍之介 [昇政塾]13

蔭山　和志 [昇政塾]10

阿久根　悠斗 [誠和会]11

町山　大空 [誠和会]8

木村　理梛音 [雄飛会]9

神谷　拓実 [雄飛会]6

西田　龍之介 [誠和会]7



小学生４～６年女子　組手 優勝
準優勝

3位　2名

西　麻菜美 [昇政塾]1

小宮山　蓮花 [昇政塾]2

岡部　未歩 [一友会]

松本　明莉 [一友会]3

野田　彩叶 [昇政塾]4

5

木村　璃音 [雄飛会]

四辻　咲希 [雄飛会]12

若竹　一花 [昇政塾]13

11

長谷川　璃音 [一友会]6

江見　陽依 [一友会]8

鎌田　琥珀 [昇政塾]7

清水　いろは [昇政塾]9

14 蔭山　尚子 [昇政塾]

10

久保木　さくら [一友会]



小学生４～６年男子　組手 優勝
準優勝

3位　2名

菅野　真樹 [雄飛会]9

10

木下　颯来 [昇政塾]

柳澤　宏太 [雄飛会]

本田　巽希 [誠和会]13

砂川　航生 [昇政塾]15

島村　竜也 [誠和会]14

田島　達也 [昇政塾]16

白鳥　陽斗 [誠和会]17

髙田　尊 [昇政塾]18

5

小松　恭一朗 [昇政塾]6

山田　瑛翔 [一友会]8

吹上　龍生 [一友会]12

氏原　敦斗 [誠和会]

11

神谷　直杜 [雄飛会]7

余　東昇 [昇政塾]3

長嶺　拓実 [昇政塾]4

中川　弘暉 [昇政塾]1

岩田　遼太朗 [一友会]2



中学生男子　組手 優勝
準優勝

5 島田　祐希 [昇政塾]

長嶺　有真 [昇政塾]3

野田　将太郎 [昇政塾]4

工藤　颯大 [昇政塾]1

相馬　優芽 [誠和会]2


