
【組手の部】

（習会）

（八街） (千工) (千工) （大日） （八街） （大日） （濤本） （酒）

（富） （野） （津） （野）

（野）

（津） (辰巳）

（市川） （市川） （野） （作新）

(君津） (濤本) （野） （木更）

（流山） （北） （酒） (市原)

(濤本) (君津） （松戸） （花） （千葉） (市原)

(天津）

（流山） （大日） (習） （花）

（松戸） （勝輝） （流山） （千葉）

（君津） (市原) (市原) （花）

（松戸） （大日） （松戸） （大網） （メガ） (君津）

(市原)

（君津） （北） （津） （大日） (有秋) （濤本） (君津） (市原)

(習）

（千葉） （松戸） （船）

（濤本） （松戸） (君津） （木更） （野） (京) (有秋)

（津）

(君津） （流山） （松戸） （野） （松戸） （君津） （北） （北）

(君津）

（濤本） (天津） （佐南） (習） （千中） （勝輝） （流山）

（花） （松戸） （酒） （勝輝）

習志野会Ｂ習志野会Ａ 千葉工業大学Ａ 習空館

高校生　女子　組手の部

一般　男子　組手の部

一般　女子　組手の部

一般団体　組手

中学生１年　女子　組手の部

中学生２年　男子　組手の部

中学生２年　女子　組手の部

中学生３年　男子　組手の部

中学生３年　女子　組手の部

高校生　男子　組手の部

小学生４年　女子　組手の部

小学生５年　男子　組手の部

小学生５年　女子　組手の部

小学生６年　男子　組手の部

小学生６年　女子　組手の部

中学生１年　男子　組手の部

小学生１年　組手の部

小学生２年　組手の部

小学生３年　男子　組手の部

小学生３年　女子　組手の部

小学生４年　男子　組手の部

田中愛莉 小出亜弥芽椎名　優 三浦 彩 富永莉加 岡本真里 日暮　彩乃 小口莉央

牧野 樹 津坂憲俊

しいな　ゆう みうらあや とみながりか おかもとまり ひぐらし　あやの こぐちりお たなかあいり こいであやめ

菅原元太郎 大澤　努 新井月斗 竹之内常滋 南　陽水 希代　凌（習会） （習会） （習会） （松戸）

すがわらげんたろう おおさわつとむ あらいげっと たけのうちじょうじ みなみ　ようすい きだいりょう

（八街）

まきのたつき つざかのりとし

(習） （作新）

(習） (千工)

宮　毬花 龍　愛弓 佐藤　凜 西川光澪

西田将梧 稲﨑隆己

みやまりか りゅうあいみ さとうりん にしかわみれい

(辰巳） (習）

瀧本聖人 御幡直煕 今関陸義 吉村柚仁紀 藤﨑登也 菊地拓人（北） （花） （千葉） （作新）

たきもときよと みはたなおき いまぜきりくぎ よしむらゆずき ふじさきとうや きくちたくと にしだしょうご いなざきりゅうき

中谷美咲 君塚陽向 栁田紗希 鎌田紗羅（五） （富） （流山） （袖）

なかやみさき きみづかひなた やなぎたさき かまたさら　

（千仁） （濤本）鈴木大悟 高橋　陸 森永啓斗 新岡　匠 山崎　翼

佐藤優奈 西川光蘭

すずきだいご たかはし　りく もりながひろと におかたくみ やまざきつばさ

(君津） （大網）

（酒） （野）

さとうゆな にしかわみらん

中島奈緒 高橋李怜 矢野舞夏 菊地真優 入澤亜衣 花上友梨

大竹　舜 岸慎之助

なかじまなお たかはしりり やのまいか きくちまゆ いりさわあい はなうえゆうり

（濤本） （濤本）

（君津） （君津）

おおたけしゅん きししんのすけ

遠藤空流 中村　樹 長谷川匠 松本旺太 大川幸祐 佐々木拓海

滝川つづみ 島野麗愛

えんどうくうる なかむらいつき はせがわたくみ まつもとおうた おおかわこうすけ ささきたくみ

（酒） （花）

(習） (習）

たきかわつづみ しまのうらら

中島リコ 島ノ江星愛 下山亜実 横瀬麻央 春口　明日香 川本心結

西田修都 國吉康太

なかじまりこ しまのえせな しもやまあみ よこせまお はるぐちあすか かわもとみゆ

(濤本) （流山）

榎本拓斗 吉田脩馬 大塚一颯 川満健竜 中山明日成 篠崎璃音

三上林檎 中野聡美

えのもとたくと よしだしゅうま おおつかいっさ かわみつたける なかやまあずな しのざきりおん にしだしゅうと くによしこうた

藤武さちこ 上原姫波 伊藤優来 龍　宝花 三好真央 岸　里実

須藤　翼 多々良志苑

ふじたけさちこ うえはらひな いとうゆうら りゅうほうか みよしまお きしさとみ みかみりんご なかのさとみ

髙𣘺晴道 鈴木　一 福田優真 岩永悠聖 清水遥矢 渡辺和貴（君津） （大日） （君津） （君津）

大塚菜々珂 秋山美沙姫

たかはしはるみち すずきはじめ ふくだゆうま いわながゆうせい しみずはるや わたなべともき すとうつばさ たたらしえん

石井心菜 佐久間美妃 林心々菜 酒井玲佳 林友々菜 西郷ゆりな

関　大輝 安田凛乃介

いしいここな さくまみき はやしここな さかいれいか はやしととな さいごうゆりな おおつかななか あきやまみさき

中村優太 池田陽輝 八木泰斗 宮内健汰 島ノ江亜琉 坂田　輝（千葉） （流山） （酒） （流山）

田中琴莉 近藤咲菜

なかむらゆうた いけだはるき やぎたいと みやうちけんた しまのえあいる さかたてる せきだいき やすだりんのすけ

稲村乃愛 野田明日美 清水瑠華 小川真季 津田彩結菜 井生珠愛

羽鳥映寿 細川遥真

いなむらのあ のだあすみ しみずるか おがわまき つだあゆな いおみのり　 たなかことり こんどうさな

佐藤遙人 遠藤暖和 尾山敬太郎 天野公太 中馬僚祐 松永　悠

田中瑠華 原　梨乃

さとうはると えんどうはると おやまけいたろう あまのこうた ちゅうまんりょうすけ まつながゆう はとりえいじゅ ほそかわはるま

堀内優愛 松永かなめ 根本琴葉 佐藤美空 丸塚かのん 落合紅怜亜

小方彪太郎 山口蒼空

ほりうちゆあ まつながかなめ ねもとことは さとうみく まるつかかのん おちあいくれあ たなかるか はらりの

(君津） （君津）

おがたごうたろう やまぐちそら

関川飛勇馬 池田太陽 金野寛親 西郷眞武 西　　新 石塚　光

羽鳥泰知 小野光志郎

せきかわひゅうま いけだたいよう こんのひろちか さいごうじんむ にしあらた いしづかみつき

（松戸） （流山）

（大日） （松戸）

はとりたいち おのこうしろう

西塚愛純 平尾華穏 福田慶太 関川龍馬 秋山璃奈 遠藤柊和

原　詩乃 古宇田彩巴

にしづかあすみ ひらおかのん ふくだけいた せきかわりょうま あきやまりな えんどうしゅうと

（船） （流山）

川本蒼大 藤本永維 間瀬紫水 友野結心 鈴木心羽 青木悠真(濤本) (有秋) （北） (市原)

敢闘賞 敢闘賞

かわもとそうた ふじもとのい ませしすい とものゆいと すずきしんば あおきはるま はらしの こうたいろは

第４４回千葉県空手道選手権大会　　　　　日時　平成３０年４月３０日（月・祝）　　　場所　船橋市総合体育館

優勝 準優勝 第３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞


