
個人戦
学年 優勝 準優勝 第３位 第３位 第５位 第５位 第５位 第５位

佐々木　悠乃 佐沼　冴空 佐藤　千路 阿部　礼 小林　結愛 堀内　遥陽 佐藤　快 阿部　朱夏

石巻支部 石巻支部 仙台支部 矢本支部 石巻桃生支部 石巻支部 黒川支部 七ヶ浜支部

川村　美海 今野　彩織 上　侑暖 横田　こはな 松川　陽香 萬田　葉月 板垣　亜唯璃 阿部　悠茉

七ヶ浜支部 加美支部 泉加茂支部 泉加茂支部 石巻中央支部 泉加茂支部 石巻支部 矢本支部

馬場　飛翔 津田　充輝 髙橋　琉生 奥田　哲　 木村　陽斗 大本　陽琉 三谷　維吹 鈴木　悠央

牡鹿支部 矢本支部 石巻桃生支部 石巻支部 泉加茂支部 蔵王支部 渡波支部 黒川支部

阿部　元寿 髙橋　輝真 丸田　隼士 砂越　真波路 佐々木　丈瑠 植木　聖那 髙橋　知全 笹原　要悦

加美支部 築館支部 七ヶ浜支部 涌谷支部 涌谷支部 石巻支部 加美支部 岩出山支部

阿部　柚貴 阿部　唯人 亀山　響太 二瓶　颯太 阿部　龍雅 大橋　隼人 橋本　琉夢 松本　陽

七ヶ浜支部 石巻桃生支部 矢本支部 仙台支部 石巻桃生支部 石巻支部 石巻中央支部 蛇田支部

庄司　大和 佐藤　陸叶 熊谷　耀天 佐々木　太雅 笠原　光流 佐々木　響希 片倉　アメル 小高　向生

渡波支部 石巻中央支部 矢本支部 石巻支部 岩出山支部 岩出山支部 岩出山支部 渡波支部

川村　将 佐沼　唯楽 阿部　翔太朗 浅野　詠汰 前河　知希 髙橋　奏惺 小幡　大斗 濱本　翔斗

七ヶ浜支部 石巻支部 加美支部 加美支部 泉加茂支部 築館支部 七ヶ浜支部 石巻中央支部

平塚　星羽 冨樫　来仁 加藤　拓 栗谷　康助 高橋　斎寿 今野　剣心 近藤　直 髙橋　龍平

渡波支部 渡波支部 石巻支部 七ヶ浜支部 鳴瀬支部 蛇田支部 富谷支部 鳴瀬支部

星　晴貴 加藤　敬太 近藤　凜乃丞 小野寺　翼 畑中　櫂心 千葉　優大 石田　拳介 瀬戸　礼旺

石巻支部 仙台支部 石巻中央支部 築館支部 渡波支部 石巻桃生支部 石巻支部 涌谷支部

髙橋　銀 伊藤　潤哉 阿部　海星 木村　友樹 菱沼　大和 南舘　伶承 平塚　琉桃 酒井　琉

石巻中央支部 涌谷支部 渡波支部 石巻支部 石巻中央支部 泉加茂支部 渡波支部 矢本支部

村上　龍馬 伊藤　有都 宮本　翔稀 小林　玄和 小野　友己 武山　怜雅 千葉　輝 武内　潤

東北学院高 東北学院高 涌谷支部 東北学院高 東北学院高 東北学院高 石巻桃生支部 多賀城支部

児玉　侑也 今野　裕登 後藤　岬 鈴木　新 瀬谷　龍介 中村　省吾 佐野　敬 桂谷　学

矢本支部 石巻中央支部 涌谷支部 涌谷支部 渡波支部 東北学院大 東北学院大工学部 石巻中央支部

高橋　杏奈 加藤　咲希 太田　絢香 木村　安那 笹原　夕莉乃 柴田　芽依那 鈴木　日彩 阿部　青羽

石巻中央 仙田支部 蛇田支部 仙台支部 仙台支部 古川支部 築館支部 富谷支部

鈴木　緋乃 佐藤　優月 佐藤　梓 栗谷　真琴 関東　結美乃 遠藤　愛奈 白鳥　咲來 石田　慈梨

加美支部 石巻中央支部 岩出山支部 七ヶ浜支部 加美支部 七ヶ浜支部 築館支部 泉加茂支部

猪股　桜香 阿部　琉娃 大橋　未莉 高田　夏菜 海老澤　亜葵 菅原　結愛 笹原　妃奈乃 奥田　優寿

加美支部 渡波支部 石巻支部 気仙沼支部 亘理支部 黒川支部 仙台支部 石巻支部

江頭　妃愛 小野寺　美唯菜 阿部　桃果 津田　碧希 武山　紅葉 勝又　愛莉 畑中　美夢 太田　依吹

加美支部 築館支部 石巻中央支部 渡波支部 石巻支部 渡波支部 渡波支部 蛇田支部

鈴木　椛琳 三浦　亜寧 高橋　さくら 峯井　美和 内海　聖奈 佐々木　陽菜 亀山　理稔 阿部　栞奈

七ヶ浜支部 矢本支部 石巻支部 牡鹿支部 矢本支部 渡波支部 矢本支部 石巻支部

今野　愛海 福田　歩生 見目　麗妃 福村　愛梨 佐藤　あずさ 浅野　涼華 阿部　カノア 武内　ひかる

石巻中央支部 鳴瀬支部 石巻支部 石巻桃生支部 矢本支部 加美支部 松陵支部 多賀城支部

児玉　真依 村上　愛 中川　桜 鈴木　遥名 菅原　美羽 遠藤　楓月

矢本支部 加美支部 加美支部 仙台支部 加美支部 加美支部

阿部　愛理 小山　琉亜 佐々木　桜未 太田　真白 伊藤　清花

七ヶ浜支部 石巻支部 蛇田支部 南仙台支部 仙台中央支部

髙橋　千春 児玉　美奈 笠原　理子 岡本　早稀 神馬　和恵 平野　愛絵 中川　晴絵

東北福祉大 東北福祉大 東北福祉大 東北福祉大 東北学院大 東北学院大 東北学院大

団体戦
優勝 準優勝 第３位 第３位 第５位 第５位 第５位 第５位

日本空手協会宮城県本部

涌谷支部一般・大学男子 矢本支部 東北学院大 東北学院大工学部

中学生女子 矢本支部 石巻支部 おのだ支部 多賀城支部 加美支部 西仙台支部 石巻桃生支部

小学生高学年女子 加美支部 涌谷支部 石巻支部 渡波支部

涌谷支部 西仙台支部

小学生低学年女子 築館支部 仙台支部 加美支部

中学生男子 石巻支部 東北学院中 石巻中央支部 築館支部

小学生高学年男子 加美支部 石巻支部 岩出山支部 渡波支部 涌谷支部 古川支部 黒川支部 築館支部

一般・大学女子

小学生低学年男子 石巻桃生支部 蛇田支部

中学３生女子

高校生女子

石巻支部加美支部 七ヶ浜支部 築館支部 涌谷支部 仙台支部

小学６年生女子

中学１生女子

中学２生女子

小学３年生女子

小学４年生女子

小学５年生女子

中学３生男子

高校生男子

一般・大学男子

小学６年生男子

中学１生男子

中学２生男子

小学３年生男子

小学４年生男子

小学５年生男子

小学校１年
男女混合

小学校２年
男女混合

小学２年生男子
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