
 

さかがみたいら のまじょうじろう しばたあいり さいとうもも しおざわそうた よしおかえりこ よしおかゆりこ ほりほのか

坂上大昂 野間丈士郎 柴田愛莉 齋藤李 塩澤蒼大 吉岡愛里子 吉岡優里子 堀帆花

うすいがく いしいふみ ひろせかん さとうめぐむ おぎまれんたろう はらしょうと くろさわそうし こうのはると

臼井牙琥 石井文 廣瀬環 佐藤恵生 荻間蓮太郎 原将人 黒澤壮志 河野治斗

むたかえで とまつさくら こさかみほ いしげあんな まつざわかえで いずみなな ささやかんな こやまらん

牟田楓 戸松咲桜 小坂実穂 石毛杏奈 松澤楓 泉梛菜 笹谷柑菜 小山蘭

ふくだかずき ませだいや たむらせい いしだかずま はせがわはると はせがわたくま おがたあおと おぐりかいご

福田和輝 間瀬太陽 田村成 石田一磨 長谷川遥斗 長谷川拓真 緒形碧斗 小栗海護

うえたあかり まつながつかさ にしほりさえ さのたまみ たざきひなた いしだななこ みずかみあやめ  

上田明里 松永つかさ 西堀紗英 佐野たまみ 田崎陽向 石田那名子 水上絢愛  

こやまりょう ひらいがく おばたゆいと さとうねお なかごしたけとし さいとうかいと うえむらまさよし えんどうはるき

小山諒 平井冴空 小畠結人 佐藤嶺央 中越丈冬志 齊藤海斗 上村将慶 遠藤春樹

えぐちみおり うすいはる たかじのどか こばやしりる つちやしの こんのさえ やましろなみ おさだりんか

江口美緒里 臼井絆琉 髙司和 小林哩琉 土屋信 金野咲依 山城七海 長田凛花

くろかわとうま いさわりょういち おがわこたろう かねこはるき ませしすい よしおかようすけ ひらしまあつき ふじもとのい

黒川東誠 伊澤諒一 小川鼓太郎 金子陽紀 間瀬紫水 吉岡洋祐 平島惇希 藤本永維

まるつかあいな おのぐちうの こうたいろは きくちりこ まつながあかね つるおかみなみ なかむらまお くぼおとは

丸塚あいな 小野口羽乃 古宇田彩巴 菊地理杏 松永あかね 鶴岡南 中村茉央 久保乙華

たかはしこうき ふくだけいた やましたみずき なかやまゆうき つじおかなお かげやまじょうたろ もりたまさつぐ たなかりくた

髙橋洸毅 福田慶太 山下瑞貴 中山由悠季 辻岡脩 景山丈太郎 森田眞丞 田中陸太

ふじさきあんな にしづかあすみ のださつき こさかあいり やすだいろは はぎわらりこ うえむらきょうか ひなたここみ

藤嵜杏奈 西塚愛純 野田幸希 小坂愛莉 安田彩葉 萩原莉子 植村杏香 日向心美

すどうだいご まつばらおうが こんのひろちか もりやまけいと たかいけんせい こうたゆうしん いけだたいよう すずききりゅう

須藤大琥 松原凰雅 金野寛親 森山慧音 高井健誠 古宇田悠心 池田太陽 鈴木輝龍

たかじこころ たなかるか のまこはる かまたゆあ ほりうちゆあ まつながかなめ ひがしくれは ねもとことは

髙司こころ 田中瑠華 野間心晴 鎌田結愛 堀内優愛 松永かなめ 東紅葉 根本琴葉

おやまけいたろう おのしんたろう えんどうはると たかはしりゅうと ひろせやまと あさくられお やぐちゆうき きむらこうたろう

尾山敬太郎 小野真太郎 遠藤暖和 高橋琉斗 廣瀬和 朝倉麗桜 矢口優希 木村幸太郎

いなむらのあ のだあすみ しみずるか つだあゆな ひらのかほ おのぐちいろは おがわまき よしだゆめ

稲村乃愛 野田明日美 清水瑠華 津田彩結菜 平野栞穂 小野口いろは 小川真季 吉田夢

いけだはるき やましたかんた うめつこうた やぎたいと せきだいき おのぐちあおい ふじもとじお よしいはるまさ

池田陽輝 山下寛太 梅津宏太 八木泰斗 関大輝 小野口葵 藤本慈生 吉井華将

たかはしりん おおつかななか はなふさほなみ まるつかひなた はやしととな まるやまひなこ たなかはるな ねもとゆうか

髙橋凛 大塚菜々珂 花房穂波 丸塚ひなた 林友々菜 丸山日菜子 田中陽菜 根本優花

まつだひゆう ふくだゆうま はせがわたくみ かわみつたける うえむらたくみ やすいしゅうや よしのじょうじ みうらともや

松田飛勇 福田優真 長谷川匠 川満健竜 植村匠 安井柊陽 吉野城士 三浦朋也

はるぐちあすか いとうゆうら りゅうほうか よこせまお きくちまゆ たきかわつづみ   

春口明日香 伊藤優来 龍宝花 横瀬麻央 菊地真優 滝川つづみ   

ながおこうへい やまもとしゅんや ひるたしょうき みなみあきみ いとうやひろ やまだよしき いまぜきひろかず どいたかひろ

長尾浩平 山本峻也 蛭田将暉 南陽水 伊藤八尋 山田祥暉 今関洋和 土井孝浩

しいなゆう りゅうあいみ はなおかるな やなぎたさき かんばらことね にしむらみお   

椎名優 龍愛弓 花岡瑠菜 栁田紗希 蒲原琴音 西村海音   

一般団体

中学生３年男子

中学生３年女子

高校生男子

高校生女子

一般男子

一般女子

小学生６年男子

小学生６年女子

中学生１年 男子

中学生１年 女子

中学生２年男子

中学生２年女子

小学生１年

小学生２年男子

小学生２年女子

小学生３年男子

小学生３年女子

小学生４年男子

小学生４年女子

小学生５年男子

小学生５年女子

  

習志野会B 習空館B 習空館A 八千代A 松戸支部A 習志野会A 津田沼支部A
 

（八街） （習） （船） （流山） （八街） （市川）

  

（習） （習会） （習） （八街） （習） （習） （袖） （北）

（上総） （佐南） （習） （習） （野） （野）

（松戸） （習）

（習） （大日） （君津） （花） （勝輝） （流山） （勝輝） （辰巳）

（大網） （北） （千葉） （有秋） （松戸） （習）

（木更） （木更）

（流山） （北） （木更） （酒） （酒） （有秋） （有秋） （酒）

（濤本） （松戸） （君津） （野） （君津） （有秋）

（八街） （津）

（松戸） （花） （大日） （佐倉） （君津） （松戸） （北） （辰巳）

（北） （八街） （北） （花） （上総） （船）

（勝輝） （花）

（松戸） （天津） （君津） （船） （松戸） （花） （流山） （辰巳）

（千葉） （船） （松戸） （君津） （市原） （市川）

（勝輝） （大網）

（八街） （大日） （北） （松戸） （花） （上総） （有秋） （松戸）

（有秋） （有秋） （花） （有秋） （船） （市川）

（北） （花）

（八街） （八街） （木更） （君津） （船） （北） （松戸） （有秋）

（千葉） （辰巳） （北） （花） （北） （君津）

（市川）

 

（北） （北） （北） （習） （大日） （松戸） （辰巳） （津）

（津） （船） （津） （津） （辰巳） （野）

（流山） （北）

（大日） （船） （松戸） （辰巳） （習） （習） （濤本） （流山）

（君津） （北） （君津） （市川） （君津） （大網）

（八街）

（辰巳） （木更） （流山） （市川） （流山） （辰巳） （辰巳） （習）

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

（北） （北） （作新） （北） （流山） （北） （北）

優勝 準優勝 第３位 敢闘賞 敢闘賞

第４７回千葉県空手道選手権大会 試合結果 【組手の部】 令和４年５月３日


