
第40回少年・第57回一般 空手道選手権大会
丸山総合体育館（上市町総合体育館）

形の部 大泉　蒼介 婦中支部 宮原　大和 滑川支部 長澤　康統 上市支部 柏　瑛介 立山支部

組手の部 大泉　蒼介 婦中支部 中田　篤希 富山南支部 柏　瑛介 立山支部 宮原　大和 滑川支部

形の部 山崎　暖佳 上市支部 黒崎　心音 空誠館 大橋　茉央 新湊支部 北村　菜奈子 上市支部

組手の部 山崎　暖佳 上市支部 野崎　未和 空誠館 大橋　茉央 新湊支部 北村　菜奈子 上市支部

形の部 高野　永吉 唯心会 木村　碧希 唯心会 梅原　悠樹斗 滑川支部 平井　嵩琉 上市支部

組手の部 高野　永吉 唯心会 木村　碧希 唯心会 堀田　海吏 立山支部 平井　嵩琉 上市支部

形の部 石原　稜花 滑川支部 千先　麗容 滑川支部 松木　柑奈 滑川支部 佐藤　優陽 滑川支部

組手の部 千先　麗容 滑川支部 扇原　珠桜 上市支部 石原　稜花 滑川支部

形の部 上原　璃久 婦中支部 堀田　洸陽 上市支部 大上　伶 滑川支部 道林　弦人 滑川支部

組手の部 上原　璃久 婦中支部 堀田　洸陽 上市支部 大上　伶 滑川支部 吉川　遼太 立山支部

形の部 佐藤　ももの 空誠館 川畠　和 唯心会 高嶋　花恋 新湊支部 浦﨑　煌 滑川支部

組手の部 高嶋　花恋 新湊支部 川畠　和 唯心会 佐藤　ももの 空誠館

形の部 田中　杏史 新湊支部 大坪　和弘 婦中支部 堀田　友陸 立山支部 見川　亮太郎 立山支部

組手の部 堀田　友陸 立山支部 田中　杏史 新湊支部 寺林　奏 上市支部 柳川　篤士 風空会

形の部 大代　愛夏 新湊支部 川西　未知瑠 新湊支部 野﨑　愛深 空誠館 魚岸　夏鈴 滑川支部

組手の部 川西　未知瑠 新湊支部 魚岸　夏鈴 滑川支部 大代　愛夏 新湊支部 竹山　妃南 上市支部

形の部 山崎　洸希 上市支部 石原　剣 滑川支部 竹中　勇陽 婦中支部 平井　皓基 上市支部

組手の部 千先　時丹 滑川支部 石原　剣 滑川支部 田所　大季 大門支部 宍戸　大雅 上市支部

形の部 初田　瑞姫 唯心会 宮原　桜子 滑川支部 地田　晴菜 婦中支部 小田島　唯 滑川支部

組手の部 小田島　唯 滑川支部 地田　晴菜 婦中支部 宮原　桜子 滑川支部 初田　瑞姫 唯心会

形の部 山辺　雄翔 立山支部 米澤　栄祐 上市支部 堀辺　晴希 上市支部 福澤　直寿 唯心会

組手の部 山辺　雄翔 立山支部 福澤　直寿 唯心会 宮ヶ丁　継 上市支部 米澤　栄祐 上市支部

形の部 永井　千穂子 唯心会 細川　陽菜 立山支部 高木　沙綾 新湊支部 原田　和芽奈 大門支部

組手の部 永井　千穂子 唯心会 細川　陽菜 立山支部 原田　和芽奈 大門支部

形の部 高嶋　悠太 新湊支部 谷口　魅 婦中支部 久保　慶透 婦中支部 堀江　祥光 大山支部

組手の部 谷口　魅 婦中支部 久保　慶透 婦中支部 高嶋　悠太 新湊支部 堀江　祥光 大山支部

形の部 中村　麻人 上市支部 松原　優作 大山支部 松木　琢磨 滑川支部 東　玲雄 上市支部

組手の部 松原　優作 大山支部 東　玲雄 上市支部 中村　麻人 上市支部 宍戸　琉聖 上市支部

形の部 大西　千捺 新湊支部 高井　来雪 大山支部 畑岸　杏奈 滑川支部 魚岸　紅葉 滑川支部

組手の部 大西　千捺 新湊支部 畑岸　杏奈 滑川支部 高井　来雪 大山支部 魚岸　紅葉 滑川支部

形の部 前田　翔平 婦中支部 東　燎太 上市支部 寺西　祐太 上市支部 大西　優成 新湊支部

組手の部 前田　翔平 婦中支部 石動　晟那 大山支部 大西　優成 新湊支部 東　燎太 上市支部

形の部 山谷　萌々 上市支部 柳　愛永 婦中支部 久保　舞華 婦中支部 草嶋　蛍耶 新湊支部

組手の部 柳　愛永 婦中支部 山谷　萌々 上市支部 久保　舞華 婦中支部 草嶋　蛍耶 新湊支部

形の部 長原　竜二 富山南支部 山村　優樹 上市支部 東　伸治 立山支部 千先　健時 滑川支部

組手の部 東　伸治 立山支部 千先　健時 滑川支部 長原　竜二 富山南支部 野村　健太 空誠館

形の部 中島　瑞貴 滑川支部 山田　有夕那 上市支部

組手の部 高原　未奈 新湊支部 山田　有夕那 上市支部
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個人戦種目 優　勝 準優勝 第三位 第四位
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