
形 竹中優陽 婦中 山崎洸希 上市 宮本宗虎 立山 石原剣 滑川

組手 石原剣 滑川 千先時丹 滑川 竹中優陽 婦中 田所大季 大門

形 高野仁実 アカデミー 地田晴菜 婦中 魚岸夏鈴 滑川 小田島唯 滑川

組手 地田晴菜 婦中 宮原桜子 滑川 小田島唯 滑川 川西未知留 新湊

形 山本奨真 上市 山辺雄翔 立山 富澤颯太 婦中 長崎恵大 アカデミー

組手 米澤栄祐 上市 山辺雄翔 立山 本多大介 アカデミー 山本奨真 上市

形 永井千穂子 アカデミー 細川陽菜 立山 佐伯唯 立山 高木沙綾 新湊

組手 永井千穂子 アカデミー 佐伯唯 立山 細川陽菜 立山 高木沙綾 新湊

形 内山壮真 上市 山下智也 アカデミー 久保慶透 婦中 高嶋悠太 新湊

組手 内山壮真 上市 谷口魁 婦中 高島悠太 新湊 田所拓真 大門

形 中村由芽 上市 高井来雪 大山 菊伊葉奈 大山 魚岸向日葵 滑川

組手 中村由芽 上市 魚岸向日葵 滑川 高井来雪 大山 坂井柚月 立山

形 高野希介 アカデミー 内山雄真 上市 中村麻人 上市 松原優作 大山

組手 内山雄真 上市 松原優作 大山 高野希介 アカデミー 山崎航平 婦中

形 四間丁心奏 アカデミー 大西千捺 新湊 魚岸紅葉 滑川 畑岸杏奈 滑川

組手 大西千捺 新湊 四間丁心奏 アカデミー 畑岸杏奈 滑川 魚岸紅葉 滑川

形 平田充人 アカデミー 中村勇登 滑川 中村大星 上市 石動晟那 大山

組手 平田充人 アカデミー 西田昴平 空誠館 中村大星 上市 中村勇登 滑川

形 浦山生羽 新湊 久保舞華 婦中 粟江柚香 大門

組手 浦山生羽 新湊 久保舞華 婦中 磯部菜生 大門 粟江柚香 大門

形 天野竜誠 上市 長崎塁大 アカデミー 嶋川昇大 上市 寺西裕太 上市

組手 山下拓実 アカデミー 増山雄一 大門 長崎塁大 アカデミー 嶋川昇大 上市

形 福岡眞由子 婦中 新井詩乃 大門 布目美帆 空誠館

組手 新井詩乃 大門 福岡眞由子 婦中 布目美帆 空誠館

形 前田翔平 婦中 久保秀斗 新湊 東燎太 上市 野田遼平 富山南

組手 野田遼平 富山南 前田翔平 婦中 東燎太 上市 菊井蓮 大山

形 山谷萌々 上市 中島真美 滑川 柳愛永 婦中 田邊ゆい 大沢野

組手 山谷萌々 上市 柳愛永 婦中 中島真美 滑川 福岡奈菜子 婦中

形 山村優樹 新川高校 津田誠太 アカデミー 田村健 新川高校 鍋谷駿之介 婦中

組手 津田誠太 アカデミー 田畑祐一 新川高校 田村健 新川高校 清水賢也 新川高校

形 中島瑞貴 滑川 山崎花慧 新川高校 久郷志奈 婦中 山田有夕那 新川高校

組手 山崎花慧 新川高校 山田有夕那 新川高校 森丘奈緒 新川高校 内生蔵利作 アカデミー

形 内山彰博 上市 桑名裕也 富山南 追杉拓磨 アカデミー 野村健太 空誠館

組手 東伸治 婦中 中瀬正明 上市 桑名裕也 富山南 内山彰博 上市

形 烏帽子田佳穂 新湊 鍋谷知子 婦中 柴綾弥子 新湊 竹内里奈 婦中

組手 高原未奈 新湊 柴綾弥子 新湊 烏帽子田佳穂 新湊 竹内里奈 婦中
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日本空手協会 富山県本部
第37回少年・第54回一般 富山県空手道選手権大会　結果
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