
丸山総合体育館（上市町総合体育館）

形の部 吉田　貫 滑川支部 三田遥輝 滑川支部 神保蓮太郎 滑川支部 江口幸汰 空誠館

組手の部 吉田　貫 滑川支部 神保蓮太郎 滑川支部 三田遥輝 滑川支部

形の部 片境大遥 唯心会 池田悠真 滑川支部 村上　光 上市支部 池田悠斗 上市支部

組手の部 片境大遥 唯心会 池田悠真 滑川支部 村上　光 上市支部 大上武寛 風空会

形の部 須垣羽海 上市支部 中野陽彩 空誠館 島田咲希 富山南支部 谷越一華 空誠館

組手の部 須垣羽海 上市支部 島田咲希 富山南支部 中野陽彩 空誠館 小幡紗夕 風空会

形の部 吉田　 全 滑川支部 廣瀬倖平 上市支部 竹𦚰正晟 唯心会 岡崎　幸 滑川支部

組手の部 竹𦚰正晟 唯心会 吉田　 全 滑川支部 岡部隼士 滑川支部 廣瀬倖平 上市支部

形の部 山西明愛 婦中支部 重森　凜 上市支部 北岡凜朱 上市支部 中田瑚夏 新湊支部

組手の部 山西明愛 婦中支部 重森　凜 上市支部 寶田楓愛 立山支部 天野心愛 立山支部

形の部 皆川瑛士 風空会 酒田陽平 上市支部 升方蓮士 滑川支部 藤澤龍舞 滑川支部

組手の部 皆川瑛士 風空会 酒田陽平 上市支部 升方蓮士 滑川支部 藤澤龍舞 滑川支部

形の部 藤﨑香帆 婦中支部 中野結陽 空誠館 小柴菜々子 上市支部

組手の部 藤﨑香帆 婦中支部 小柴菜々子 上市支部 中野結陽 空誠館

形の部 小西泰馳 新湊支部 新村音弥 婦中支部 佐伯一輝 立山支部 田中圭那 新湊支部

組手の部 佐伯一輝 立山支部 羽黒佑弥 上市支部 吉田　竣 滑川支部 新村音弥 婦中支部

形の部 村本琴音 上市支部 長澤文音 上市支部 安田有花 婦中支部 土肥愛琉 空誠館

組手の部 長澤文音 上市支部 安田有花 婦中支部 村本琴音 上市支部 土肥愛琉 空誠館

形の部 塩満成修 上市支部 平井悠誠 上市支部 金川陽祐 滑川支部 酒田凌太郎 上市支部

組手の部 金川陽祐 滑川支部 酒田凌太郎 上市支部 塩満成修 上市支部 平井悠誠 上市支部

形の部 柴　　春奈 新湊支部 澤井茉那乃 上市支部 清水一花 新湊支部 寶田娃瑳 立山支部

組手の部 柴　　春奈 新湊支部 澤井茉那乃 上市支部 清水一花 新湊支部 寶田娃瑳 立山支部

形の部 大泉蒼介 婦中支部 宮原大和 滑川支部 大橋陽翔 風空会 中　　朝 唯心会

組手の部 大橋陽翔 風空会 宮原大和 滑川支部 横田琉星 滑川支部 川畠  心 唯心会

形の部 高野永吉 唯心会 岸　翔琉 婦中支部 梅原悠樹斗 滑川支部 木村碧希 唯心会

組手の部 高野永吉 唯心会 岸　翔琉 婦中支部 木村碧希 唯心会 皆川太希 風空会

形の部 石原稜花 滑川支部 山崎暖佳 上市支部 扇原珠桜 上市支部 千先麗容 滑川支部

組手の部 扇原珠桜 上市支部 千先麗容 滑川支部 山崎暖佳 上市支部 本木李花 富山南支部

形の部 山崎洸希 上市支部 伊東倫晴 上市支部 田中杏史 新湊支部 阿閉友哉 風空会

組手の部 道林弦人 滑川支部 大坪和弘 婦中支部 山崎洸希 上市支部 田中杏史 新湊支部

形の部 天谷果愛 唯心会 地田晴菜 婦中支部

組手の部 地田晴菜 婦中支部

形の部 安藤　寛 富山南支部 吉田康之 滑川支部 嶋澤啓心 立山支部 澤田圭佑 立山支部

組手の部 吉田康之 滑川支部 金川哲朗 滑川支部 糸　健一朗 高岡支部

形の部 久保佳寿美 婦中支部 竹澤晶子 婦中支部 北　美奈子 新湊支部 護摩堂絵梨香 上市支部

組手の部 竹澤晶子 婦中支部 護摩堂絵梨香 上市支部 北　美奈子 新湊支部 林　昌美 大山支部

形の部 長原竜二 富山南支部 山谷優太 上市支部 桑名裕也 富山南支部 前田翔平 婦中支部

組手の部 山村優樹 上市支部 前田翔平 婦中支部 谷口　魁 婦中支部 東　伸治 立山支部
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日本空手協会 富山県本部

令和4年5月3日

個人戦種目 優　勝 ２位 ３位 ４位（敢闘賞）

第46回少年・第63回一般 富山県空手道選手権大会
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丸山総合体育館（上市町総合体育館）

日本空手協会 富山県本部

令和4年5月3日

第46回少年・第63回一般 富山県空手道選手権大会
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組手の部

形の部

組手の部
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形の部
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男子 皆川瑛士 風空会

女子 柴　春奈 新湊支部

上市支部Ａ

小学生中学年女子 上市支部 立山支部

小学生中学年女子 上市支部 立山支部

団体戦種目 優　勝

小学生高学年

小学生高学年男子

新湊支部 上市支部 滑川支部Ａ

上市支部 新湊支部 滑川支部Ａ

滑川支部小学生中学年男子 唯心会

最優秀選手賞

唯心会 婦中支部 上市支部中学生男子

中学生男子 唯心会 風空会 滑川支部

３位 4位（敢闘賞）

小学生中学年男子 唯心会 滑川支部 上市支部Ａ

2位


