
日程：平成29年10月22日（日）
場所：栃木県宇都宮市清原体育館

組手の部
学　年

小学３年生男子 佐々木　陽翔 三多摩 小栗　優馬 神奈川県 小林　泰介 茨城県 タンポス　悠人 神奈川県 白井　晴多 山梨県 森　敬一朗 三多摩 山岸　弥聖 埼玉県 松島　慧太 栃木県

小学３年生女子 屋代　うた 三多摩 石田　夏稀 神奈川県 栗原　三佳 茨城県 加賀谷　汐音 埼玉県 菊地　悠花 茨城県 谷田部　真帆 茨城県 奥野　紗楽 神奈川県 清水　瑠華 千葉県

小学４年生男子 長谷川　泰輝 群馬県 大舘　琉夏 神奈川県 小澤　成叶 三多摩 吉田　直哉 埼玉県 池田　陽輝 千葉県 舟久保　樹 山梨県 竹下　颯志 三多摩 杉野　大河 三多摩

小学４年生女子 吉田　杏泉 埼玉県 市場　ここみ 三多摩 石井　心菜 千葉県 今　千枝李 栃木県 荒川　真稟 東京都 林　友々菜 千葉県 上野　聖奈 埼玉県 出水　雅珠 埼玉県

小学５年生男子 髙橋　晴道 千葉県 松本　龍世 茨城県 宇佐美　飛羽 山梨県 屋代　航太 三多摩 上原　滉平 千葉県 林　遥斗 埼玉県 柏次　一慶 栃木県 宮下　力 栃木県

小学５年生女子 佐伯　亜美 三多摩 室田　みず希 三多摩 大屋　智花 三多摩 小見　彩音 埼玉県 飯島　優 山梨県 金子　麗 埼玉県 横濵　来幸 埼玉県 油原　美夢 栃木県

小学６年生男子 河野　汰郎 山梨県 請田　夏也 栃木県 黒﨑　刀雅 栃木県 菱川　裕人 栃木県 八木下　申一 茨城県 仲丸 泰照 茨城県 吉田　脩馬 千葉県 矢口　凌 三多摩

小学６年生女子 亭嶋　優来 茨城県 山岸　瑠里 埼玉県 鈴木　彩里 埼玉県 関口　友絃 栃木県 池田　摩帆 群馬県 舟久保　夏寧 山梨県 坂本　心涼 三多摩 佐藤　なつの 埼玉県

中学1年生男子 永塚　功透 埼玉県 田口　翔悟 埼玉県 髙橋　舜一郎 東京都 亀田　昇吾 栃木県 根本　歩夢 茨城県 太田　翔吾 神奈川県 長谷川　匠 千葉県 小泉　輝琉 三多摩

中学1年生女子 北川　日奈子 三多摩 増森　寧 東京都 高橋　美喜 埼玉県 千本松　海鈴 埼玉県 杉森　萌衣 茨城県 石川　栞理 東京都 栁田　亜衣 神奈川県 曽根　由衣 山梨県

中学２年生男子 熊谷　成将 茨城県 椎名　優至 三多摩 菅田　聖也 埼玉県 中島　夏里武 栃木県 石塚　悠真 茨城県 菊池　悠介 神奈川県 佐藤　那哉 千葉県 鈴木　陽太 栃木県

中学２年生女子 鈴木　美咲 東京都 大貫　穂花 栃木県 菊池 花 茨城県 上野　和沙 栃木県 五味田　華奈 茨城県 深野　真生 東京都 佐野　凜音 三多摩 小林　珠季 三多摩

中学３年生男子 田村　隆太朗 三多摩 坂崎　聖斗 神奈川県 助川　颯海 茨城県 相京　和希 千葉県 松並　快歩 茨城県 三浦　誠司 千葉県 黒田　舜也 埼玉県 江口　柊哉 埼玉県

中学３年生女子 吉本　弥可 群馬県 石塚　藍梨 茨城県 志村　珠妃 山梨県 知久　瑠璃子 埼玉県 吉川　紅緒 千葉県 小笠原　彩映 三多摩 舛谷　咲 三多摩 糸井　美稀 三多摩

高校生男子 長谷川　 巧 茨城県 北川　藝頭 三多摩 行田　未希也 神奈川県 米良　裕一朗 栃木県 大槻　朋也 茨城県 増森　仁 東京都 鮎沢　康生 東京都 松本　拓己 神奈川県

高校生女子 吉川　来望 神奈川県 藤田　桃子 神奈川県 古怒田　桜子 神奈川県 安部　諒香 神奈川県 久代　美優 神奈川県 関口　美優 群馬県 居川　愛 群馬県 秋元　怜 埼玉県

一般男子 吉岡　大樹 群馬県 箕輪　優太 栃木県 眞島　和也 東京都 五十嵐　達郎 埼玉県 岡田　泰典 茨城県 大金　憲龍 三多摩 藤田　剛士 栃木県 荻原　和希 栃木県

一般女子 安藤　陽子 埼玉県 椎名　優 千葉県 丸山　ゆき 茨城県 笹　明日香 東京都 成田　里奈 東京都 秦　乃英瑠 東京都 土肥　郁恵 神奈川県 土屋　夏葉 山梨県

一般団体 東京都 栃木県 埼玉県

第42回関東地区空手道選手権大会

優勝 準優勝 第三位 第三位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞


