
【組⼿の部】

まつい　しおり ふじわら　こうた みずたに　はるたろう いくいね　たまき たなか　よしむね かたやま　いと おばた　さあや さの　りさ
松井　汐莉 藤原　滉太 ⽔⾕　春太郎 ⽣稲　環 ⽥中　義宗 ⽚⼭　⽷ ⼩幡　咲絢 佐野　⾥桜　
なか　みなみ わかい　ゆめ いしいりゅうせい いちかわ　かえで ふりがな いわさき　はるき はらおか　ひろと ごとう　さとし
中　みな美 若井　ゆめ ⽯井　⿓成 市川　楓 ⾼⽊　陽乃介 岩崎　晴⽣ 原岡　紘叶 後藤　聡志
なかむら　めい しみず　れん おかむら　ちさと こたに　すみれ なかむら　しょう ひがしだ　こうた
中村　愛唯 志⽔　蓮 岡村　千聡 ⼩⾕　菫 中村　匠 東⽥　康太
なかむら　そうのしん みつはし　りさこ いとう　れな たなせ　みつき なかむら　たく おおさき　しんたろう ちょう　ともひろ いぐち　そうし
中村　颯之仁 三橋　理彩⼦ 伊藤　怜南 柳瀬　光希 中村　拓琥 ⼤﨑　進太郎 張　智浩 井⼝　蒼志
うちがき　ひなた にんべ　ねねか よねみつ　はるの おおやま　はやと すけがわ　えいしん ねもと　しゅん おばた　そうすけ なかの　まこと
内垣　陽向 仁部　寧々花 ⽶満　春乃 ⼤⼭　隼 助川　瑛⼼ 根本　峻 ⼩幡　聡祐 中野　誠⼈
たていし　いぶき もとかわ　りりい つちや　かのん しんがい　りえる よしざわ　ゆうた むらかみ ゆうき いまむらゆきこ さの　ひな
⽴⽯　伊武希 元川　璃理⾐ ⼟屋　華⾳ 新海　莉恵 吉澤　悠太 村上　裕絆 今村　有紀⼦ 佐野　陽菜
みたざき　たける もちづき　ひろ てらだ　れん かじなか　ゆうそう たにの　かい くろばね　みつき たむら　ゆいと もりもと　しゅんた
三反崎　雄琉 望⽉　裕 寺⽥　蓮 鍛治中　悠創 ⾕野　楷 ⿊⽻根　光騎 ⽥村　優弦 森本　惇太
あおき　いろは なかむら　まな ひがしもと　ななみ
⻘⽊　いろは 中村　愛菜 東本　七美
たなべ そうすけ えんどう　ちはや なかもり　たけひろ なべしま　めい いとう　ひろつぐ がんどう　かんた ふじしま　けんし
⽥邉　蒼介 遠藤　千颯 中森　雄⼤ 鍋島　愛依 伊藤　宙嗣 丸藤　寛太 藤島　健⾄
かせだ　えいご まつだ　けいすけ にしお　なる こばやし　しゅんすけ にしむら　せいすけ じゅふく　あかり あいの　さきょう いけがわ　あかり
加勢⽥　瑛伍 松⽥　啓佑 ⻄尾　成 ⼩林　俊介 ⻄村　晴佑 寿福　あかり 相野　佐匡 池川　あかり
わたなべ　りお あきもと　ひょうご はたがみ　ななこ きし　ゆうた いうら　けん さいとう　ここの なかじま　あらん ほりかわ　きな
渡邊　莉⽣ 秋元　彪吾 畑上　菜々⼦ 岸　優汰 井浦　健 齋藤　志⾳ 中島　有嵐 堀川　希菜
はまぐち　あきみち いとう　けい むとう　あきと かわむかい　なるみ きよみや　りょう たかぎ　はるた はしもと　えいた いとう　そうすけ
濱⼝　晃⾏ 伊藤　啓 武藤　暁翔 河向　成海 清宮　遼 ⾼⽊　遥多 橋本　詠太 伊藤　颯亮
ましま　らん いぐち　はるか たかはし　まい もり　　さきね すがの　しおり よねや　ゆきな あおき　ひなた かわばた　あおい
眞島　蘭 井⼝　遥夏 髙橋　舞 森　咲希⾳ 菅野　栞 ⽶屋　ゆきな ⻘⽊　ひなた 河端　⻘
やまが　ゆめじ いわた　ひゆう うえやま　まさる うえはら　やまと なかむら　ひかる やましろ　りゅうたろう
⼭⿅　夢⼆ 岩⽥　毘悠 植⼭　優 上原　⼤和 中村　光 ⼭城　⿓太郎
ひらぬま　あきら みつはし　つねたけ すぎむら　こうすけ かわさき　ひかる うえはら　こてつ すずき　あさひ さかもと　えいすけ おがわ　やすし
平沼　瑛 三橋　恒毅 杉村　幸亮 川﨑　光 上原　琥哲 鈴⽊　朝陽 坂本　英翼 ⼩川　慈志
にしお　はんな まつふじ　あいみ さいとう　みつき
⻄尾　絆那 松藤　あいみ ⻫藤　深⽉
せきぐち　けいま にながわ　けんた やぎぬま　こうた かわち　けんと むとう　しょうじん たかつか　おとや ますだ　てるみち しまだ　まなた
関⼝　恵将 蜷川　健太 栁沼　昊太 河内　賢⽃ 武藤　翔仁 ⾼塚　⼆⽮ 増⽥　光途 島⽥　真汰
さいとう　かのん しんとうま　ゆな たかはし　こと たかせ　ともか かわさき　みう いざわ　はるか もちづき　ゆう ひらしま　かほ
齋藤　華⾳ 新藤間　由菜 髙橋　胡⾳ ⾼瀬　朋夏 川﨑　実侑 井澤　悠 望⽉　優 平島　夏帆
せつ　そうよう たかくら　しゅんたろう なかだい　かずたか みさわ　みつる たむら　よういち いけがわ　まさと
薛　宗陽 ⾼倉　俊太郎 中台　和孝 三澤　充 ⽥村　洋⼀ 池川　真⼈
ふじわら　ゆうこ しんがい　りん かねこ　あゆみ たなべ くるみ かわしま　ちひろ くろさか　まな
藤原　裕⼦ 新海　鈴 ⾦⼦　歩美 ⽥邊　くるみ 川嶌　千紘 ⿊坂　⿇奈
てらさき　あきひろ なかじま　かずき おおやま　ゆづき やすい　こうき つちや　りんたろう おがた　ゆうと さんてぃあご　ぶりぐのれ
寺崎　陽央 中島　和紀 ⼤⼭　侑⽉ 安井　康揮 ⼟屋　麟太郎 緒⽅　勇⼈ サンティアゴ　ブリグノレ
しらいし　みう あぶかわ　まりな つちや　しの むかい　わかな せつ　しょうか ほった　かんな
⽩⽯　未⽻ 虻川　真⾥奈 ⼟屋　志野 向　和歌奈 薛　晶華 堀⽥　環菜
さくま　だいき よこやま　ごう もぎ　やすよし うめつ　えいじろう あみーる　いさむ やまもと　たかひさ わたなべ　あつし たくさがわ　たつや
佐久間　⼤輝 横⼭　豪 茂⽊　康嘉 梅津　英次郎 アミール　偉 ⼭元　貴尚 渡邉　徳史 ⽥草川　達也
たかごう　かずま いがき　さとし いとう　はじめ かわさき　さとし てらさき　ひろゆき んくむあるべー　じょりぼ まえさか　ひろし うちやま　かずとし
鷹合　⼀真 井垣　聡 伊藤　元 川﨑　哲 寺崎　寛之 ンクムアルベー　ジョリボ 前阪　裕史 内⼭　和俊
かたやま　ゆうじ まつざわ　おさむ でぐち　まさし やまもと　かづき おおやま　かずまさ おかもと　かずき ふくい　まさひこ たかなし　たくや
⽚⼭　裕⼆ 松沢　修 出⼝　雅司 ⼭本　⾹⽉ ⼤⼭　和成 岡本　和樹 福井　雅彦 ⾼梨　卓也
つるかわ　よしかず かわなべ　しんすけ まつやま　まさひろ やまぐち　よく かなざわ　こうめい
鶴川　吉和 川鍋　慎介 松⼭　正広 ⼭⼝　翼 ⾦澤　公明
しゅずい　ふみか なか　ことみ くにひろ　きみえ おおまえ　のりえ ししど　あきこ さんべ　あきこ うえはら　さわこ
守隨　⽂⾹ 中　琴美 國弘　君恵 ⼤前　乃⾥江 宍⼾　顕⼦ 三邊　晶⼦ 上原　佐和⼦
ふるかわ　かずよ いちかわ　なおみ やました　ゆうこ おしお　なおみ えき　としこ いしい　きみえ
古川　和代 市川　直美 ⼭下　有⼦ 押尾　尚美 浴　敏⼦ ⽯井　貴美恵

第70回　東京都空⼿道選⼿権⼤会 令和3年12⽉19⽇　東京武道館
優勝 準優勝 3位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

⾃由が丘 練⾺ 光が丘

⼩学⽣1〜2年　男⼥（6〜4級）組⼿の部 光が丘 光が丘 世⽥⾕ 平和島 世⽥⾕ ⼤森

⼩学⽣1〜2年未満　男⼥（7級以下）組⼿の部 ⾃由が丘 葛飾 ⼆⼦⽟川 平和島 ⼤森

板橋 ⻘⼭

⼩学⽣1〜2年　男⼥（3〜1級）組⼿の部 押上 光が丘 城南 城南 城南 ⾃由が丘

⼩学⽣3〜4年　男⼥（7級以下）組⼿の部 平和島 ⼆⼦⽟川 平和島 ⼆⼦⽟川 光が丘 渋⾕邦空館

光が丘 練⾺ 両国

⼩学⽣3〜4年　男⼥（3〜1級）組⼿の部 渋⾕邦空館 世⽥⾕ ⽬⿊ 新⼩岩 渋⾕邦空館 渋⾕

⼩学⽣3〜4年　男⼥（6〜4級）組⼿の部 板橋 ⼆⼦⽟川 板橋 ⽬⿊ 平和島

⼩学⽣3〜4年　⼥⼦（初段以上）組⼿の部 板橋 押上 城南

世⽥⾕ 平和島

⼩学⽣1〜4年　男⼦（初段以上）組⼿の部 板橋 押上 ⾃由が丘 ⾚⽻ ⾃由が丘 世⽥⾕ 押上

葛飾 光が丘

⼩学⽣5〜6年　男⼥（6〜4級）組⼿の部 押上 板橋 ⽬⿊ 葛⻄ 葛飾 葛⻄

⼩学⽣5〜6年　男⼥（7級以下）組⼿の部 渋⾕ ⼩⽯川 新⼩岩 ⼆⼦⽟川 ⾜⽴

葛⻄

⼩学⽣5〜6年　男⼥（3〜1級）組⼿の部 練⾺ 両国 池上 練⾺ ⾜⽴ 練⾺ 池上 葛⻄

⼩学⽣5〜6年　男⼦（初段以上）組⼿の部 城南 城南 両国 葛⻄ 葛⻄ 世⽥⾕ 板橋 練⾺

板橋 板橋 ⼩⽯川

中学⽣　男⼥（無級〜4級）組⼿の部 葛⻄ 押上 新⼩岩 新⼩岩 ⾚⽻ 城南

⼩学⽣5〜6年　⼥⼦（初段以上）組⼿の部 ⼤泉 練⾺ 世⽥⾕ 世⽥⾕ 城南

中学⽣　男⼦（初段以上）組⼿の部 ⼤森 ⼤森 葛⻄ 練⾺ 両国

池袋

中学⽣　⼥⼦（3〜1級）組⼿の部 ⽬⿊ ⼆⼦⽟川 ⼤泉

中学⽣　男⼦（3〜1級）組⼿の部 両国 ⼆⼦⽟川 新⼩岩 新⼩岩 新⼩岩 新⼩岩 ⽬⿊

⾼校⽣・⼀般・⼀般B（35歳以上）　⼥⼦（4級以下）組⼿の部 葛飾 新⼩岩 ⾜⽴ 渋⾕ ⽬⿊ ⽬⿊

押上 池上

⾼校⽣・⼀般・⼀般B（40歳以上）　男⼦（4級以下）組⼿の部 新⼩岩 光が丘 ⼤森 ⽬⿊ ⾃由が丘 練⾺

中学⽣　⼥⼦（初段以上）組⼿の部 練⾺ 押上 ⽬⿊ 練⾺ 新⼩岩 ⼤泉

⼀般A　男⼦（弐段以上）組⼿の部 板橋 新⼩岩 ⼩⽯川 ⼆⼦⽟川 ⽬⿊ 両国 ⾚⽻

城南 ⼩⽯川

⾼校⽣・⼀般・⼀般B　⼥⼦　上級組⼿の部 ⾃由が丘 葛⻄ ⽬⿊ 葛飾 新⼩岩 ⽬⿊

⾼校⽣・⽀部・⼀般　男⼦（3級以上初段まで）上級組⼿の部 ⾃由が丘 ⼆⼦⽟川 葛飾 葛⻄ ⽬⿊

⼀般B　男⼦（3級以上）組⼿の部（40歳以上49歳まで） ⽬⿊ 渋⾕邦空館 練⾺ 新⼩岩 ⾃由が丘 練⾺ 渋⾕邦空館 下北沢

⼀般B　男⼦（3級以上）組⼿の部（60歳以上） ⽬⿊ 千代⽥ ⼩岩 ⾃由が丘 ⾃由が丘

⼀般B　男⼦（3級以上）組⼿の部（50歳以上59歳まで） 葛⻄ 池袋 ⾜⽴ 千代⽥ 葛飾

⼀般B　⼥⼦（3級以上）組⼿の部（55歳以上） 池袋 ⽬⿊ 葛飾 葛飾 ⾃由が丘 押上

⼀般B　⼥⼦（3級以上）組⼿の部（45歳以上54歳まで） ⼤森 板橋 ⼩⽯川 ⼩⽯川 ⽬⿊ ⾃由が丘 新⼩岩

練⾺

⾃由が丘

平和島 平和島

⼩⽯川 葛⻄ 世⽥⾕

⼩⽯川

葛⻄ 葛⻄ 両国


