
公　益　社　団　法　人　日　本　空　手　協　会　第　43　回　新　潟　県　空　手　道　選　手　権　大　会 日時：令　和　4　年　4　月　24　日
場所：強　　調　　公　　庫　　道　　筋

種目 置き 義教検 籍3位 嶋営農 籍5位 篇l位 籍7位 籍8位

き
人
種

小学1・2年生

第千

i i

小字3 年生 録重　大膿 i 糸魚川 石野 璃汰 青田 ●谷　旺 噺鴻 丸山　照憂 青田 録木 成羽 北嬉原 佐農 信書 l 噺鴻 五言iII 億 水原 種田 鍬大館 ！ 佐渡

小学4 年生 連日　天成 病因 婁IIi 簾 青田 成葉　書大鵬 要田 賦意 義乗 要田 齢木 強大 観鴻 三間道ノ介 長岡 吉井館裏 長田 鵬上大河 i 鶴復川口

小学5 年生 嘉3 1賢斗 要田 肉細 傭世 越握川口 濃連 館 要田 布川　晃を i 噺鴻 定日　柵向太 l 青田 義谷川涙介 日　 長闇 iI i

小字e 年生 豪農 持矢嶋 l 青田 山下　富士 i　 病因 成濃 敬具 要田 復籍 縫合 “　 東田 山篇 精一 i　 長岡 比機 長柵 冒　糸魚III 五十m 農具 糸魚川 今井　大境 噺井

中学1年生 五言用 事 l　 奮持 中楕　章縛 組織川口 山口　拓人 安田 支脈　乗韓 糸亀川 松野 覆 佐濃 築地 請築 l 佐濃 調接士 越復川口 山田最大 組織川口

中学2 年生 職場　機種 i　 病因 加東　農期 往復 噺井 繍類 青田 永井　丈大館 東田 富田　義之助 長岡 触章　 一 奮持 五十〇 温農 ！ 糸魚川 綱田　を 意●iIi

中学3年生 小山 東電 ； 水原 五言川　霧弥 籍持 〇着　弘大 一　 意田 郵池 着生 佐濃 調　書士 越復川口 接種軍人 要田 基井種． i　 安田 中構置登 越優川口

喜織豊 濃働 凄平 高田 阿部 叶 噺鴻 丸山　館汰 i　 青田 嶋津　 日向 往柵 持保 連載 噺鴻 連農瑠き 貴国 I
一触 【 I

I
置き 書置き 籍3位 簾〇着 籍5位 第6位 籍7位 意8位

小学1・2年生

女子

小字3年生 機農 機羽 東田 持運　素月 病因 申縞目蝶花 越緩川口 野鶴 鋸 霊々 越後iiI口 山嶋 青臭 i　 賀田 長谷iiI香書 i 要田 井野元 地霊 噺鴻 石井　心影 奮持

小学4 年生 暮田　実乃調 東田 飼口　調棄 糸魚川 佐農 機妃 水原 言下　＊憂 北蒲原 阿部 朱絢 ＄持 宇田　磨量子 i　 佐濃 運動費病 要田

小字5年生 物井　費花 富田 紳味 郵実々 重岡 下妻 紗 電柵 小川　提要 喜田 二言 桃花 一　 節鴻 佐々木 場裏 佐接 寅吉櫨 上越 棲櫨礼子 要田

小学e年生 本間　葉依 i 病因 本間　宣撫 噺鴻 八木 呼書 高田 佐農 機業向 噺鴻 近東 機雷 1　 噺鴻 佐痛 教書 水原 外山　乃々果 噺鴻 佐農 鰻柁 水原

中学1年生 谷川　緑葉 i　 噺鴻 中書 衣千花 柵之谷 前山 冴水 青田 丸山　調乃 富田 名機　 千後 裏闇 山峰 震動 噺鴻 松田　霊夢 噺鴻 村嶋調子 越緩川口

中学2年生 南口　さくら 噺鴻 今井 ちさと 青田 平野 霊襲 高田 物井　志簸 l 喜田 油 彩葉 佐渡 滅多嘱目紗失 水原 小山実鰹 番田 大平千空 長岡

中学3年生 山下　ゆうね 喜田 松井　影 ！ 噺鴻 阿部 天書 噺鴻 手伝発 電紗 佐濃 野嶋粛々霊 越緩川口

宣接生 機影　実録 噺鴻 蝿池 億希 俺濃 宇佐鼻 青臭 王　 佐濃 平野 書羽 東田 五十〇 椅 趨緩川口 富樫　費羽 北鵜原 井川　病 北柵原 録木　調饗 北繍原

一触

団
体
雛

置き 筆書き 籍3位 級賀賃 禦5位 籍6位 意7位 篇8位

小学生 低学年 種田 糸魚Ii 長岡 噺鴻 佐波

小学生 富学年 青田B 青田A 噺鴻 糸魚II 展闇B

中学生 － 病因B 奮持 噺鴻 喜田A 越的 ilP A 糸魚li 組織II 口8 越復II口c

裏技生 － 北蒲原

種目 置き 書置き 籍3位 鼠1 農 意5位 籍6位 意6位 絡6位

〇
人
触
手

団
体
継
手

小学1°2年生

男子

小学3年生 丸山　類義 高田 石野 拍汰 高田 五言川　越 水原 佐篇　借着 噺鴻 頼口　裏覆 青田 類 ゾェイ子●ン守主 喜田 土重　大生 佐濃 乗原種生 長岡

小学4年生 連日　天成 青田 安iII 簾 青田 成濃 嘉太鯛 要田 定置 慶乗 婁田 きき　聾 安田 青構　柵額 噺鴻 富農 接偉 糸魚川 三間道ノ介 長岡

小学5年生 喜多 i置斗 貴国 境目　柵向太 高田 接着「館 真田 内裏 備世 越録IIiP

小学e年生 緩購 龍芭 青田 青〇日着実鯛 ！ 青田 山下　嘉士 i 青田 成藩 敬具 婁田 五言川　大和 水原 絡木　筆羽 北嬉原 中山 能書 糸魚川 五十〇 後置 糸魚川

中学1年生 農地 i晴着 佐渡 五言用　後 1　 笠柵 中林 電鍵 再 議 IiI口 開　 基槍 越緩川口 山口　挿入 安田 長谷川合光 安田 着意　集輪 糸魚川 山田京大 越緩川口

中学2年生 加鷺　良明 奮繍 野後日機瞳 青田 意倉　－ ！ 舗持 噺井 親類 富田 掘日　生 糸魚川 永井　丈大部 青田 五十〇 重刷 糸魚川

中学3年生 小山　東瞳 水原 富海　弘大 ，　 富田 築地』凄生 ！ 僚機 蘭　書士 越録川口 清文　着生 糸魚川 五言IIi 裁弥 纏持 濃辺地己 要田 着物軍人 婁田

青織豊 豊津　 日向 電柵 丸山　館汰 青田 標本　調太 水原 道農 琢置 真田 連綿　 複平 喜田 柵保　連載 噺鴻

一触 鋤簾 興 水原 佐裏 書斗 i　 水原 田中 拓実 i 喜田 佐検 震斗 水原

置き 書置き 籍3位 膿葵農 意5位 篇5位 購5位 籍5位

小字1・2年生

女子

l

小学3年生 山嶋 青臭 高田 復籍 着羽 喜田 持運 素月 i　 青田 裏谷川　著書 要田 野嶋 鋸 霊々 越後川口 竹日　置 濃之谷 中林 蝶花 越復川口 井野元 晴着 競鴻

小学4年生 佐意 義妃 水原 富田 実乃網 i　 青田 堀口　請来 糸魚川 手口　磨豊子 佐渡 浅間筆意 安田

小字5年生 物井　費花 喜田 佐々木 参実 佐濃 小川　憂実 青田 飯井　影書 織機川口 二言 統裁 噺鴻 下番 紗 纏持 抽味郵実々 長岡

小学e年生 八木 中書 高田 本間　葬儀 高田 佐農 教書 水原 佐篇　嬢花 水原 石井　左影 鵠持 本間　富家 噺潟

中学1年生 同山　冴永 高田 中食 衣千花 濃之谷 丸山　蘭乃 高田 村嶋 舶子 組織川口 重 手製 濃之谷 谷川　緑葉 航海 毛塚手職 長岡 山峰 要請 ，　 噺鴻

中学2年生 今井 ちさと 青田 平野 憂製 青田 柵井 志纏 ！ 青田 波多野 紗矢 水原 齢口　さくら 噺鴻 油 彩葉 佐虞 大平千空 長岡 i

中学3年生 保田　裏書董 青田 山下 ゆうあ 青田 小野 教義 ！ 長岡 野峰 競々霊 越復III口 阿部 末書 噺鴻 手性具 埋紗 佐濃

裏技生 照井　ひな 水原 物井　費空 喜田 平野 書羽 青田 宇佐鼻 青臭 佐濃 農道上教書 佐濃

一触

置き 書置き 籍3位 鵬葵費 糠〇着

小学生低学年 景子 賀田 要田 噺鴻 佐濃

小学生低学年 女子

小学生宣学年 男子 喜田 糸魚iI 安田

小学生宣学年 要子 高田 観鴻

中学生 男子 青田 纏持 佐濃 糸意iI

中学生　 ● 要子 喜田 観鴻 強健II口

一触 －


