
【形の部】
種　目

サオトメ　タイラ シノザキ　シン カワハラ　リュウヤ ハセガワ　ヤマト カトウ　ケンタロウ ショウジ　リョウガ ヒライ　ガク カトウ　マサト

早乙女　泰良 篠崎　森 川原　竜也 ⾧谷川　大翔 加藤　健太郎 庄司　椋駕 平井　冴空 加藤　雅翔

マサキ　アオイ エグチ　ミオリ タケダ　アイル タカジ　ノドカ ホウジョウ　レナキ モモセ　ナツム ワタナベ　モモカ オオハシ　レア

正木　葵 江口　美緒里 武田　愛琉 髙司　和 北條　伶菜希 百瀬　菜紬 渡邉　百花 大橋　玲杏

ミツハシ　アツキ イチカワ　ユウ ナカムラ　ガクト タハラサコ　レン マセ　シスイ コンドウ　ソウタ フジタ　ハヤテ カジナカ　ユウソウ

三觜　京輝 市川　悠 中村　楽斗 田原迫　蓮 間瀬　紫水 近藤　颯竜 藤田　隼颯 鍛冶中　悠創

コイタバシ　フウガ エノモト　ヒナ イリエ　シホ カサハラ　サヤノ ナルサワ　ヒマレ コバヤシ　イズミ ヒトミ　メイサ アオキ　イロハ

小板橋　楓雅 榎本　姫奈 入江　志帆 笠原　彩乃 鳴澤　妃稀 小林　泉珠 人見　明咲 青木　いろは

ショウジ　タイガ サトウ　シュンセイ アオキ　ヒデユキ タカノ　ハルト スエツグ　ヨシカズ オノ　コウシロウ エンドウ　シュウト タケウチ　コウ

庄司　大駕 佐藤　駿成 青木　秀幸 髙埜　暖人 末次　巧和 小野　光志郎 遠藤　柊和 竹内　康

ニシヅカ　アスミ クリハラ  チヨリ カワイダ　ミウ ナカジマ　アヤネ フジサキ　アンナ マツザキ　アキ サオトメ　ユラ ワクタ　ハルネ

西塚　愛純 栗原　千和 川井田　美憂 中嶌　文寧 藤嵜　杏奈 松嵜　陽 早乙女　結良 涌田　遥音

コヤマ　キョウタ モリヤマ　ケイト ヒラシマ　コウタ ヤシマ　イズミ タムラ　ジュンセイ サイトウ　コウシ タカムラ　トモマサ スガ　マイカ

小山　慧大 森山　慧音 平島　煌太 八島　泉珠 田村　潤成 齋藤　皇 高村　智将 菅　真衣嘉

トダ　ミク ナカジマ　ニカ シラキ　スモモ マツナガ　カナメ シガ　イチカ オオハタ　ユナ コバヤシ　ノゾミ ヨコハマ　シノ

戸田　実玖 中島　西椛 白木　春百 松永　かなめ 志賀　苺果 大畠　由菜 小林　希珠 横濱　詩乃

ジングウ　ヒビキ アキモト　ユウマ イシカワ　ハルト アマノ　セナ サクライ　リク マツオ　アスホ シライ　ハルタ サイトウ　リョウ

神宮　響生 秋本　悠真 石川　遥翔 天野　聖成 櫻井　理久 松尾　明日葡 白井　晴多 齋藤　稜

ミザワ　カホ クリハラ　ミカ ハラシノ　イチカ シミズ　ルカ フジタ　ホノカ ヤシロ　ウタ ムラヤマ　アオイ タカハシ　コト

三澤　夏帆 栗原　三佳 原篠　苺花 清水　瑠華 藤田　帆乃夏 屋代　うた 村山　葵 高橋　胡音

タツミ　ウキョウ オオシカ　トモユキ ヤマモト　カンタ シマノエ　アイル サトウ　ショウタ ナカガワ　レン ヤギヌマ　コウタ サトウ　ハルト

龍見　侑曉 大鹿　智之 山本　勘太 島ノ江　亜琉 佐藤　翔太 中川　漣 栁沼　昊太 佐藤　陽人

ネヅ　ナツキ イズミ　ミヤビ オノ　アヤメ コイズミ　アンナ ウエノ　セナ コバヤシ　ヒサノ ハヤシ　トトナ タカハシ　モナミ

根津　夏妃 出水　雅珠 小野　絢夢 小泉　杏奈 上野　聖奈 小林　久乃 林　友々菜 髙橋　萌心

イシカワ　タイガ マスダ　テルミチ シブヤ　ハルト ヤシロ　コウタ シムラ　ヤマト タカツカ　オトヤ カワチ　ケント コクボ　イタル

石川　大雅 増田　光途 渋谷　晴翔 屋代　航太 志村　大和 高塚　二矢 河内　賢斗 小久保　格

ヒラシマ　カホ コスギ　サラ ユハラ　ミユ リュウ　ホウカ アリモト　ミユ サクラバヤシ　アンズ コバヤシ　ココロ ナカゴミ　ノゾミ

平島　夏帆 小杉　咲楽 油原　美夢 龍　宝花 有本　実由 櫻林　あんず 小林　心 中込　望

イワブチ　リョウ ユゲ　リョウヘイ コニシ　ゴウセイ ヤマダ　マサト シラタキ　ユウ サタケ　ハヤト ホリ　ハヤト スエツグ　ヒロカズ

岩渕　凌 弓削　諒兵 小西　剛聖 山田　聖人 白瀧　悠 佐竹　隼 堀　颯斗 末次　弘和

セキザワ　アイリ ワタナベ　アイラ イシダ　フブキ ヤマモト　ヒマリ スズキ　ミサキ クラシナ　ココロ スダ　ミウ オオモリ　カズハ

関澤　愛莉 渡部　愛蘭 石田　風吹 山本　ひまり 鈴木　美咲 倉品　こころ 須田　実侑 大森　一葉

フクハラ　ヒデキ タカハシ　トワ ヤマグチ　ナオ ハヤツ　リク イワブチ　タクミ オミ　ショウケン ナカタ　タクミ フカヤ　タカヤ

福原　秀樹 高橋　飛羽 山口　南緒 早津　陸 岩渕　拓未 尾見　奨研 中田　匠 深谷　竣也

シムラ　タマキ ハヤカワ　リオ イワタ　アヤナ ミノワ　マオ ヤザワ　ホノカ アサオカ　ナナ リュウ　アイミ オオハシ　ユウ

志村　珠妃 早川　梨緒 岩田　彩菜 箕輪　真央 矢澤　穂佳 朝岡　奈々 龍　愛弓 大橋　優

サイタマケンホンブ グンマケンホンブ イバラキケンホンブ チバケンホンブ

埼玉県本部 群馬県本部 茨城県本部 千葉県本部

第45回　関東地区空手道選手権大会 令和3年11月28日　小瀬スポーツ公園　体育館
優勝 準優勝 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

群馬 千葉 神奈川

小学生3年　女子　形の部 埼玉 千葉 茨城 千葉 栃木 埼玉

小学生3年　男子　形の部 栃木 埼玉 埼玉 群馬 埼玉

埼玉 群馬

小学生4年　男子　形の部 埼玉 三多摩 埼玉 三多摩 千葉 茨城 神奈川 東京

小学生4年　女子　形の部 埼玉 埼玉 埼玉 神奈川 茨城 栃木 栃木 東京

千葉 千葉 三多摩

小学生5年　女子　形の部 千葉 茨城 栃木 茨城 千葉 埼玉

小学生5年　男子　形の部 群馬 埼玉 三多摩 茨城 三多摩

栃木 三多摩

小学生6年　男子　形の部 群馬 千葉 東京 埼玉 栃木 埼玉 神奈川 神奈川

小学生6年　女子　形の部 埼玉 埼玉 埼玉 千葉 群馬 群馬 栃木 栃木

神奈川 山梨 東京

中学生1年　女子　形の部 埼玉 茨城 埼玉 千葉 神奈川 三多摩

中学生1年　男子　形の部 群馬 埼玉 群馬 埼玉 埼玉

群馬 東京

中学生2年　男子　形の部 群馬 三多摩 埼玉 千葉 埼玉 茨城 東京 山梨

中学生2年　女子　形の部 群馬 埼玉 山梨 三多摩 埼玉 神奈川 千葉 埼玉

東京 東京 茨城

中学生3年　女子　形の部 東京 埼玉 栃木 千葉 茨城 東京

中学生3年　男子　形の部 三多摩 東京 埼玉 三多摩 山梨

茨城 山梨

高校生　男子　形の部 茨城 茨城 埼玉 神奈川 栃木 神奈川 三多摩 三多摩

高校生　女子　形の部 三多摩 埼玉 群馬 埼玉 東京 神奈川 栃木 山梨

茨城 埼玉 茨城

一般　女子　形の部 山梨 埼玉 埼玉 栃木 群馬 埼玉

一般　男子　形の部 群馬 千葉 群馬 埼玉 茨城

千葉 栃木

一般　団体　形の部 埼玉 群馬 茨城 千葉


