
団体戦

個人戦

形 小泉瑠寧 新潟 秋山達哉 新潟 長原竜二 富山 佐々木 元 長野

組手 水田悠介 石川 山村優樹 富山 田中拓実 新潟 中嶋桜太 長野

形 秋山真子 新潟 折戸朝香 石川 山浦 恵美子 長野 吉田友香 石川

組手 横山未香 石川 大西千捺 富山 折戸朝香 石川 吉田友香 石川

形 水田凌央 石川 駒口哉太 新潟 清水和玖 長野 渡部凌平 新潟

組手 森山周哉 長野 吉田充希 長野 渡部凌平 新潟 森山幸亮 長野

形 天谷果愛 富山 小林來凪 長野 地田晴菜 富山 一之瀬 礼奈 長野

組手 酒井ひな 新潟 地田晴菜 富山 柳井美空 新潟 大輪凪穂 長野

形 小山寛睦 新潟 柳澤琉清 長野 岩本緋向 石川 高野永吉 富山

組手 小山寛睦 新潟 竹之内 感太 長野 木村碧希 富山 鈴木翔大 長野

形 木ノ本 愛結 石川 山下 ゆうあ 新潟 石原稜花 富山 宮本夏穂 長野

組手 木ノ本 愛結 石川 保田 真里亜 新潟 千先麗容 富山 石原稜花 富山

形 野崎陽暖 新潟 黒川斗暖 石川 松森大和 石川 籔本空雅 石川

組手 野崎陽暖 新潟 松森大和 石川 加藤良明 新潟 新井琉翔 新潟

形 駒口 さくら 新潟 須崎夏渚 石川 野村星奈 長野 山崎暖佳 富山

組手 今井 ちさと 新潟 柳井志姫 新潟 須崎夏渚 石川 波多野 紗矢 新潟

形 一之瀬 爽多 長野 西　優歩 石川 武田朝日 長野 塩満成修 富山

組手 西　優歩 石川 徳武敬道 長野 向田 匠季朗 石川 藤澤嘉人 長野

形 谷川紗菜 新潟 青山紗子 福井 中島 衣千花 新潟 名塚千歳 新潟

組手 林　紗羽 石川 池田莉紗 長野 柳澤瑠衣 長野 丸山莉乃 新潟

形 田中大峨 長野 斎藤 静矢朗 新潟 山本絆心 長野 山下真士 新潟

組手 斎藤 静矢朗 新潟 田中大峨 長野 山下真士 新潟 太田景琉 長野

形 渡部逢希 石川 鈴木晶子 長野 下澤弥月 長野 本間芽依 新潟

組手 渡部逢希 石川 八木呼春 新潟 富永笑歌 長野 森　美月 石川

形 大島有翔 長野 高鳥　菱 福井 古川來依 新潟 佐々木 心虎 長野

組手 皆川瑛士 富山 酒田陽平 富山 田野尻 悠生 長野 関　海虎 長野

形 芳澤 香乃子 長野 柳井美花 新潟 押味 輝楽々 新潟 小川愛実 新潟

組手 須崎歩渚 石川 山際心春 長野 新口椿己 石川 藤﨑香帆 富山

形 安川　廉 新潟 遠田天成 新潟 藤田　晴 福井 藤澤斡人 長野

組手 遠田天成 新潟 松本煌央 長野 藤澤斡人 長野 中田東我 石川

形 冨田 実乃莉 新潟 須澤泉天 長野 柳澤　紗 長野 野村希星 長野

組手 須澤泉天 長野 前西うた 福井 佐藤凜妃 新潟 北野葵芭 福井

形 田中達哉 長野 髙橋明仁 福井 三澤泰聖 長野 片境大遥 富山

組手 田中達哉 長野 片境大遥 富山 高田瑛丞 石川 髙橋明仁 福井

形 梅澤奈月 新潟 高田佳慧 石川 後藤譜羽 新潟 宮沢希子 長野

組手 山﨑青央 新潟 宮沢希子 長野 刀根 伊智香 福井 前田有陽 福井

第33回北信越地区空手道選手権大会　入賞者

開催場所：富山県魚津市「ありそドーム」

種目 優勝 準優勝 第3位 敢闘賞

開催日：令和4年11月6日（日）

種目 優勝 準優勝 第3位 敢闘賞

一般
形 富山県 長野県

組手 長野県 新潟県 富山県
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