
 

KARATE FESTA2020  ミット飛ばしパンチ部門  入賞者一覧 

 

2020.8.16 エスフォルタアリーナ八王子 

参加道場：全極真清水道場、[志優会]八王子・稲城・府中・はるひ野・町田小山・狭間・立川・高尾幼稚園・国立道場 

 

ミット飛ばし・パンチ部門 優    勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ４ 位 

幼年男女 土田 結大 秋本 龍哉 川島  粋 鈴木 颯空 

町田小山道場 町田小山道場 稲城道場 稲城道場  

小学１年男女 八牟禮 類斗 上西 悠翔 井上 すみれこ 永峯 和空 

稲城道場 八王子道場 町田小山道場  狭間道場 

小学２年男女   村松 心暖   中野 隆星 若松 凌汰 五味田 真 

  はるひ野道場   稲城道場 八王子道場  稲城道場 

小学３年男子   加瀬 誠  林 想互 平石 怜偉    浦郷 龍希 

町田小山道場 町田小山道場 稲城道場   はるひ野道場 

小学３・４年女子 

 

井上 桜花香 佐々木ひかる 松原 冴樹   須田 百合咲 

町田小山道場    はるひ野道場 はるひ野道場  府中道場 

小学４年男子 村松 太心  三上 擢真 臼井 竣音    西成 将嘉 

   はるひ野道場 稲城道場 町田小山道場    清水道場 

小学５年男子 八木 祥平 大野 伶央那 三上 鷹雅   吉川 黎 

町田小山道場 町田小山道場 稲城道場   はるひ野道場 

小学６年男子 福嶋  司 赤見 颯斗 須田 大馳 里川 正龍 

八王子道場  八王子道場  府中道場 町田小山道場 

小学 5・6年・中１女子 小泉 心音 阿部 彩也乃   矢内 乃愛 高見 萌々子 

八王子道場 はるひ野道場   八王子道場 八王子道場 

中学生男子 室田 秀虎 小林 藍斗 林田 康之介 八木 陽平 

府中道場 町田小山道場   八王子道場 町田小山道場 

     

    

     

    

     

   

    

 

 

 

 

 



 

KARATE FESTA2020  ミット飛ばしキック部門  入賞者一覧 

 

2020.8.16 エスフォルタアリーナ八王子 

参加道場：全極真清水道場、[志優会]八王子・稲城・府中・はるひ野・町田小山・狭間・立川・高尾幼稚園・国立道場 

 

ミット飛ばし・キック部門 優    勝 準 優 勝 第 ３ 位 第 ４ 位 

幼年男女 秋本 龍哉 土田 結大 坂西 紗都子 小俣 颯真 

町田小山道場 町田小山道場 八王子道場 国立道場 

小学１年男女 八牟禮 類斗 鈴木 淳平 森田 琉生 福嶋 理 

稲城道場 清水道場 稲城道場  八王子道場 

小学２年男女 五味田 真 小泉 雄大 秋本 晟弐 若松 凌汰 

稲城道場   八王子道場 町田小山道場 八王子道場  

小学３年男子    阿部 大翔  林 想互    加瀬 誠    河村 翔太 

   はるひ野道場 町田小山道場 町田小山道場   町田小山道場 

小学３・４年女子 

 

佐々木ひかる    須田 百合咲 井上 桜花香    渡部 綾奈 

   はるひ野道場 府中道場 町田小山道場   はるひ野道場 

小学４年男子  三上 擢真 村松 太心 小泉 風真 臼井 竣音  

稲城道場    はるひ野道場   八王子道場 町田小山道場 

小学５年男子    志村 匠 八木 祥平 清水 望    吉川 黎 

   はるひ野道場 町田小山道場 稲城道場   はるひ野道場 

小学６年男子 須田 大馳 安東 晶 上西 優希 赤見 颯斗 

府中道場 八王子道場  八王子道場  八王子道場  

小学 5・6年・中１女子 阿部 彩也乃 高見 菜々子 矢内 乃愛 高見 萌々子 

はるひ野道場 八王子道場   八王子道場 八王子道場 

中学生男子 大澤 直輝 小林 藍斗 八木 陽平 柿沼 航 

府中道場 町田小山道場 町田小山道場 町田小山道場 

     

    

     

    

     

   

 

優秀賞  八木 祥平（町田小山道場）    技能賞  鈴木 淳平（清水道場）     敢闘賞 岩田 紗奈（高尾道場） 

 

 


