
第４９回東北地区空手道選手権大会入賞者
日時

場所 青森県武道館

種　　　　目 1　　位 県名 ２　　位 県名 ３　　位 県名

小学２年男子形 川村　梛貴 青森 新谷　仁 青森 梅山　颯斗 秋田

小学３年男子形 中須賀 柚人 宮城 雨宮 正汰郎 宮城 千葉　悠悟 青森

小学４年男子形 越後 靖翔 宮城 田 遼祐 宮城 清水　勇成 福島

小学５年男子形 佐沼　冴空 宮城 高橋　夢羽斗 宮城 葛西　光希 青森

小学６年男子形 石井　健介 秋田 泉田　歩夢 秋田 奥山　波羅 山形

中学１年男子形 佐藤　琉央 青森 宮川　京万 青森 阿部 元寿 宮城

中学２年男子形 齋藤　昴之進 青森 丸子　幸志郎 青森 高階　蒼汰 秋田

中学３年男子形 相馬　瑛太 青森 渡邊　響 福島 陳野　重宗 福島

高校男子形 齋藤　琉之介 青森 近藤　直 宮城 丸田　夏暉 宮城

大学・一般男子形 山本　祐己 宮城 大野　陽平 福島 髙木　晃大 福島

小学２年男子組手 梅山　颯斗 秋田 川村　梛貴 青森 類家　颯斗 青森 佐藤　迅 青森

小学３年男子組手 中須賀 柚人 宮城 渡邉　陽 福島 松本　惇希 岩手 塩田　颯大 福島

小学４年男子組手 尾形 陽羽 宮城 田 遼祐 宮城 前田　悠斗 青森 日野 羚城 宮城

小学５年男子組手 佐藤　蔵之助 青森 三上　輝人 青森 佐藤 千路 宮城 佐藤　康成 山形

小学６年男子組手 津田 充輝 宮城 齋藤 優吏 宮城 船橋　壮司 青森 奥田　哲 宮城

中学１年男子組手 阿部 元寿 宮城 笹原　要悦 宮城 日野 颯城 宮城 中須賀 陸人 宮城

中学２年男子組手 阿部　唯人 宮城 芳賀　夢輝 宮城 佐藤　桐瑠 秋田 丸子　幸志郎 青森

中学３年男子組手 新山　蒼志郎 青森 木村　竜仁 青森 浅野 一晄 宮城 笠原 光流 宮城

高校男子組手 鈴木　大和 山形 氏川　賢哉 山形 関向　泰志 岩手

大学・一般男子組手 岡村 剣志朗 宮城 後藤 岬 宮城 鈴木　新 宮城 菊池　凱 宮城

小学２年女子形 二瓶 知悠 宮城 原田　みな実 青森 堤　唯那 青森

小学３年女子形 葛西　恵美里 青森 今井　嘉恵愛 青森 宮里　蒼來 青森

小学４年女子形 猪股 彩千香 宮城 加藤　依茉 青森 海老澤 彩葉 宮城

小学５年女子形 後藤　凛乃 青森 工藤　釉月 青森 佐藤　朱莉 青森

小学６年女子形 今野　彩織 宮城 堀合　柚那 宮城 佐藤　芽依 山形

中学１年女子形 柏木　菜々莉 青森 松山　柚姫 福島 高橋 杏奈 宮城

中学２年女子形 葛西　舞瑠々 青森 髙橋　凛 秋田 西村　こころ 秋田

中学３年女子形 岡部　心愛 青森 高橋 陽菜 宮城 小野寺　桃花 青森

高校女子形 今野　愛海 宮城 鎌田　菜央 岩手 鈴木　椛琳 宮城

大学・一般女子形 大野　愛依 福島 三浦　紗彩 青森 清水　愛望 宮城

小学２年女子組手 二瓶 知悠 宮城 堤　唯那 青森 門馬 優那 宮城 宮木　あおい 青森

小学３年女子組手 平舘　夏希 青森 長谷部 琴音 宮城 岩舘　李穂 秋田 髙 　依里 秋田

小学４年女子組手 加藤　依茉 青森 長谷川　海星 青森 猪股 彩千香 宮城 尾形 亜音 宮城

小学５年女子組手 金崎　ななせ 青森 阿部 朱夏 宮城 山内　優花 岩手 佐藤　朱莉 青森

小学６年女子組手 尾形　羽純 宮城 今野　彩織 宮城 瀧本　星良 青森 上田　歩音 青森

中学１年女子組手 柴田 芽依那 宮城 佐藤　怜愛 福島 木村 安那 宮城 吉本　実央 青森

中学２年女子組手 葛西　舞瑠々 青森 田　咲紀 宮城 三浦　実佑 青森 佐藤 優月 宮城

中学３年女子組手 猪股　桜香 宮城 小野寺　桃花 青森 遠藤　涼 福島 甲田　陽由 青森

高校女子組手 鈴木　椛琳 宮城 今野　愛海 宮城 鎌田　菜央 岩手

大学・一般女子組手 石田　ひらり 青森 佐々木　聖花 秋田 佐々木　イザベル 岩手

2022年7月3日（日）


