
日時：

場所：

小学１・２年生

小学３年生 安川廉 高田 遠田天成 高田 山岸和平 高田 鈴木煌大 新潟 三間進ノ介 長岡 吉井悠真 長岡 皆川侑輝 長岡 成海真太朗 安田

小学４年生 古川來依 長岡 内藤侑世 越後川口 渡邉悠 安田 喜多優斗 安田

小学５年生 斎藤静矢朗 高田 山下真士 高田 後藤誌芭 高田 今井大晴 新井 山岸幸乃進 高田 鈴木蒼羽 北蒲原 五十嵐輝真 糸魚川 成海敬真 安田

小学６年生 五百川隼 笹神 小林潤音 水原 山口拓人 安田 中林竜絆 越後川口 関凌士 越後川口 小林奏 佐渡 松野優 佐渡 佐々木陽士 佐渡

中学１年生 加藤良明 笹神 野崎陽暖 高田 吉田蔵之助 長岡 新井琉翔 高田 堀口冬 糸魚川 田村柊朱 長岡 熊倉一 笹神 五十嵐温騎 糸魚川

中学２年生 小山寛睦 水原 榎本凛太 水原 五百川恭弥 笹神 高橋拳人 安田 菊池凌生 佐渡 鳴海弘大 高田 中林優登 越後川口 渡辺瑞己 安田

中学３年生 名塚響 長岡 阿部叶 新潟 丸山悠汰 高田 島津日向 笹神 神保達哉 新潟 杉本一平 笹神 加藤優明 笹神 遠藤琢磨 安田

高校生 山本魁 高田 中島廉太朗 湯之谷 駒口哉太 新潟 樋口輝 新潟 関耀吾 越後川口 渡部凌平 高田 小林遼生 新潟 佐藤壮真 湯之谷

一般

小学１・２年生

小学３年生 冨田実乃莉 高田 佐藤凛妃 水原 堀口晴来 糸魚川 阿部朱莉 笹神 浅間美凛 安田

小学４年生 柳井美花 高田 押味輝楽々 長岡 下妻紗 笹神 佐々木歩実 佐渡 安吉垃 上越 和田琉生 越後川口 二宮桃花 新潟 小川愛実 高田

小学５年生 本間聖奈 新潟 本間芽依 高田 佐藤陽菜向 新潟 佐藤姫花 水原 佐藤優寿 水原 八木呼春 高田 外山乃々果 新潟 近藤綾音 新潟

小学６年生 谷川紗菜 新潟 中島衣千花 湯之谷 名塚千歳 長岡 前山冴永 高田 丸山梨乃 高田 村﨑莉子 越後川口 山﨑愛莉 新潟 松田夏歩 新潟

中学１年生 今井ちさと 高田 駒口さくら 新潟 平野愛梨 高田 柳井志姫 高田 波多野紗矢 水原 吉原亜佳音 新潟 飯塚玲 新井 若杉侑佳 新潟

中学２年生 山下ゆうあ 高田 松井彩 新潟 宇佐見理紗 佐渡 阿部天音 新潟 保田真里亜 高田 野﨑琉々夏 越後川口 小野優美 長岡

中学３年生 高野万優 長岡 菊池優希 佐渡 五十嵐蘭 越後川口 鈴木萌愛 北蒲原

高校生 中島朱澄 湯之谷 緒形芙優 新潟 平野春羽 高田 梅澤紗奈 高田 宇佐見真央 佐渡 宇佐見優奈 佐渡 柳井美空 高田 井川凛 北蒲原

一般

小学生 低学年

小学生 高学年

中学生 －

高校生 －

越後川口

高田B 高田A 新潟 笹神A 越後川口

高田A 新潟 高田B 安田 越後川口 糸魚川 佐渡A

敢闘賞 第5位 第6位 第7位 第8位

第5位 第6位 第7位 第8位

女子

団体
形

優勝 準優勝 第3位

第6位 第7位 第8位

個人
形

男子

優勝 準優勝 第3位 敢闘賞

公益社団法人 日本空手協会 第 42 回 新潟県空手道選手権大会 令 和 3 年 4 月 25 日

長 岡 市 民 体 育 館

種目 優勝 準優勝 第3位 敢闘賞 第5位


