
2022年結果

幼年男女混合 優勝 小泉　陽仁
準優勝 藤田　琉那

小学1年生男子 準優勝 米澤　隼
3位 児玉　翔一

小学3年生男子+25㎏ 優勝 近藤　守
3位 小泉　貴大
4位 林　碧馬

小学4年生男子+30㎏ 優勝 池田　湊真
準優勝 澤田　怜旺

小学6年生男子-40㎏ 準優勝 原　良多
4位 池田　琉真

小学6年生男子＋40㎏ 優勝 小泉　敬太郎

小学生低学年女子 優勝 渡部　美由

小学生中学年女子 優勝 矢本　愛琳

壮年男子-70㎏ 優勝 泉　敏洋

幼年　年少・年中チャレンジの部 優勝 小関　公貴
準優勝 増井　詩乃　
3位 友原　大智
4位 小森　蒼士

幼年　年長チャレンジの部 優勝 中村　拓慈

小学1年生チャレンジの部 優勝 児玉　翔一

小学2年生チャレンジの部 優勝 堀田　耀司
準優勝 髙野　諒
3位 岩下　世幡

小学3年生チャレンジの部 優勝 小泉　貴大

小学4年生チャレンジの部 優勝 飯島　蒼太
準優勝 羽廣　大智
3位 小池　将生

小学5年生チャレンジの部 優勝 松浦　海治

小学女子低学年チャレンジの部 優勝 渡部　美由

小学女子中学年チャレンジの部 優勝 矢本　愛琳

中学生男子チャレンジの部 優勝 土屋　陽友
準優勝 伊藤　優太
3位 石崎　周

幼年の部 優勝 小泉　陽仁

12月25日（日）　2022冬季支部内交流試合　於：府中総合体育館

11月27日（日）　第１回南多摩カップ　於：フレスコ南大沢



小学2年生の部 優勝 余頃　真一

小学3年生の部 優勝 池田　湊真

高校生男子の部 優勝 五十嵐　拓翔

2022全日本女子空手道選手権大会（無差別） 準優勝 佐藤　七海
技能賞 佐藤　七海

15歳～17歳女子+50㎏級 準優勝 森岡　優海

一般選手権の部 優勝 小枝　怜生

JOSO　小学３年生の部 準優勝 池田　湊真

小学１年生女子 優勝 ボンダレンコ　アマリア

小学６年生男子（-40㎏級）上級 ３位 池田　琉真

小学５・6年生女子（+40㎏級） 優勝 ボンダレンコ　アンゲリナ

中学1年生女子 優勝 前田　雫

壮年55歳以上男子（-75㎏級） 優勝 瀬谷　義浩

一般男子選手権 準優勝 藤田　温

幼年男女混合 優勝 小泉　陽仁
準優勝 藤田　琉那

小学１年生男子 優勝 米澤　隼
準優勝 申　到潤

小学２年生男子 ４位 福島　侑駕

小学３年生男子+25㎏ 優勝 近藤　守
準優勝 堀田　晃聖

小学４年生男子+30㎏ 優勝 池田　湊真

小学５年生男子-35㎏ 優勝 原　良多

小学６年生男子-40㎏ 優勝 池田　琉真

小学高学年女子-40㎏ ３位 土手　柚奈

中学2・3年生男子-55㎏ ３位 小山内　龍矢
中学生女子-45㎏級 準優勝 前田　雫

50歳以上の部 ３位 川嵜　雅央

10月2日（日）　2022茨城県空手道選手権大会　於：茨城県武道館

8月27日（土）　2022全日本型競技空手道選手権大会　於：島津アリーナ京都

９月１０日（土）　2022東日本空手道選手権大会　於：墨田区総合体育館

９月１9日（月）　秋季東京城西国分寺支部支部内交流試合　於：府中市総合体育館

９月24日（土）　2022神奈川県空手道選手権大会　於：横浜武道館

11月19日（土）2022国際親善空手道選手権大会　於：東京体育館

11月20日（日）2022全日本女子空手道選手権大会　於：東京体育館



幼年混合の部 優勝 小泉　陽仁
準優勝 藤田　琉那

小学１年生男子チャレンジクラス 優勝 申　到潤
準優勝 米澤　隼

小学１年生チャンピオンクラス 優勝 ボンダレンコ　アマリア

小学2年生チャレンジクラス 準優勝 福島　侑駕
3位 髙野　諒

小学3年生男子チャレンジクラス 優勝 林　碧馬
準優勝 小泉　貴大

小学３年生男子チャンピオンクラス 優勝 池田　湊真
準優勝 近藤　守

小学4年生チャレンジクラス 3位 飯島　蒼太

小学5年生男子チャレンジクラス 優勝 河内　颯羽
準優勝 大森　陽智

小学6年生男子チャレンジクラス 優勝 古賀　快翔
3位 小泉　敬太郎

小学中学年女子の部 3位 金子　華

12歳女子の部 優勝 ボンダレンコ　アンゲリナ
準優勝 土手　柚奈
3位 中村　こころ

中学生男子-50㎏級 準優勝 中西　天嘩
3位 石﨑　周

壮年の部 準優勝 泉　敏洋

一般男子 3位 佐藤　森

6月26日（日）　2022城西国分寺カップ　於：府中市総合体育



上級50歳以上-70㎏ 優勝 瀬谷　義浩

2021全日本女子空手道選手権大会（無差別） 優勝 佐藤　七海（二連覇）

15～17歳女子+50kg級 ３位 森岡　優海

幼年混合の部 優勝 水野　杏香
準優勝 藤田　琉那
4位 申　到潤

小学一年男子チャレンジクラス 準優勝 余頃　真一
３位 堀田　耀司
4位 福島　侑駕

小学二年男子チャレンジクラス ３位 堀田　晃聖

小学二年男子チャンピオンクラス 優勝 池田　湊真

小学三年生男子の部 ３位 小池　将生

小学五年生男子チャレンジクラス ３位 小泉　敬太郎
4位 髙木　正道

小学六年男子チャンピオンクラス 優勝 前田　雫

小学女子中学年の部 優勝 倉持　菫

中学生男子の部 優勝 横山　慶祐

幼年男女混合 優勝 ボンダレンコ　アマリア
小学2年生男子 ３位 近藤　守
小学5年生女子-35㎏級 準優勝 ボンダレンコ　アンゲリナ
小学6年生男子+40㎏級 準優勝 川嵜晴斗

3月21日（月・祝）　2022春季西東京都空手道選手権大会　於：府中市総合体育館

5月3日（月・祝）　2022西東京都極真空手錬成大会　於：府中市総合体育館

4月16日（土）　2022極真祭　於：東京体育館

3月27日（日）　春季東京城西国分寺支部内交流試合　於：府中市総合体育館

4月17日（日）　2021全日本女子空手道選手権大会　於：東京体育館
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