
第60回小・中学生全国空手道選手権大会

小学３年生　女子　形　　　　　　　　110

室岡　咲心遠藤 愛奈 （宮城県） 55 110 （静岡県）

109 （北海道） 向井　莉美佐々木　優奈 （福島県） 54

藤田　颯希

松永　彩希 （福岡県） 53 108 （茨城県） 磯山　心愛

北原　桃香 （埼玉県）

52ｲﾙﾃﾞｨｽ　ﾚｲﾅ

藤原　小桜

（静岡県） 51 106 （岐阜県） 小川夢幸

田中　琴莉 （千葉県） 50

前田　理詠

山田　和佳

前原　ひなた

二橋　実樹

滝川　稜華 （愛知県） 48 103 （大分県）

伊藤　七海 （大阪府） 49

（東京都）

47 102 （東京都）

105 （長崎県）

107 （栃木県）

104 （福島県）

101 （埼玉県） 原篠　苺花臼井沙弥夏 （岐阜県） 46

100 （新潟県） 平野　愛梨佐伯　桃果 （愛媛県） 45

99 （千葉県） 小野口　いろは栗原　三佳 （茨城県） 44

98 （青森県） 本堂　里織駒口　さくら （新潟県） 43

97 （京都府） 石田美空君島　杏空 （東京都） 42

96 （東京都） 高橋　胡音堀岡　実優 （福井県） 41

95 （兵庫県） 小泉　咲百合後藤　くりん （三重県） 40

94 （埼玉県） 安田　四季吉田　優奏 （北海道） 39

93 （山梨県） 志村 真澄山﨑　暖佳 （富山県） 38

92 （静岡県） 村松　瑠夏奥野　奏良 （神奈川県） 37

大渕　杏

清水　瑠華 （千葉県） 36 91 （大阪府） 大浜　晴香

90

（群馬県）

小林　真夕 （群馬県） 33

野村　星奈 （長野県）

35

89 （石川県） 大沼　由佳船橋  美優 （青森県） 34

（兵庫県） 32 87 （神奈川県）

88 （富山県）

鈴木 緋乃

大橋　茉央

石井　結葉

西　和花 （熊本県） 31 86 （宮城県）

山崎　優菜

85 （長野県） 荒井　彩心三澤　夏帆 （埼玉県） 30

84 （福岡県） 丸林　聖華望月　穂乃楓 （静岡県） 29

83 （群馬県） 木村　瑚白塩原　小春 （長野県） 28

82 （東京都） 齋藤　真緒竹末　梨乃 （福岡県） 27

81 （福岡県） 弓削　美優加賀谷　汐音 （埼玉県） 26

80 （神奈川県） 芦田　聖莉田崎　舞桜 （大分県） 25

79 （長野県） 山田　琥珀斉藤　心奈 （北海道） 24

78 （京都府） 中谷　美穂村山　葵 （群馬県） 23

77 （宮城県） 佐藤 優月黒崎　心音 （富山県） 22

76 （岡山県） 田村　晴香木村　彩乃 （岡山県） 21

75 （石川県） 荒川　悠亜白瀧 舞 （栃木県） 20

74 （静岡県） 鳥羽　里彩稲村　乃愛 （千葉県） 19

73 （大阪府） 岡田愛未中村　紗愛 （東京都） 18

72 （埼玉県） 浅見　まゆ落久保　心美 （三重県） 17

71 （広島県） 河野　慈奥野　紗楽 （神奈川県） 16

70 （三重県） 小林　えま齊藤　聖那 （秋田県） 15

須崎　夏渚 （石川県） 14 69 渡邊　有美

68 （岐阜県）

請田　瑠菜

三冨小夏土山紗采 （京都府） 13

小田　愛紗 （福岡県） 12 67 （千葉県） 小方　碧子

66 （栃木県）

永山　和奏面高七海 （大阪府） 9 64

濱﨑秋桜花 （長崎県） 11

和田　実優

今井　ちさと （新潟県） 10 65 （東京都） 屋代　うた

栗谷 真琴 （宮城県） 8 63

大木　眞秀 （神奈川県） 7 62 （大分県） 佐々木　凰里

谷田部　真帆 （茨城県） 6

60 澤田　明梨

（熊本県）

石井　碧

61 （福岡県） 白井まりあ

（埼玉県）

（茨城県）

（福島県）

持田　麻由 （埼玉県） 5

（岐阜県） 4 59 （北海道）

57 （新潟県）

村松　輝 （東京都）

3 58 （東京都）

加藤佑梨亜

フリーマン　琴音 （静岡県） 2

（愛知県）

平野　美結

犬飼　美愛

山下　花凛

櫻林　ここあ （東京都） 1 56


