
学　年 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

幼　児 堀合 柚那 木村 陽斗 北川 大凱 阿部 朱夏 上田 義人
男女混合 多賀城支部 泉加茂支部 泉加茂支部 七ヶ浜支部 西仙台支部

小学１年生 後藤 諒成 丸田 隼士 笹原 夕莉乃 庄子 悠真 大沼 太一
男女混合 泉加茂支部 七ヶ浜支部 仙台支部 西仙台支部 西仙台支部

小学２年生 阿部 柚貴 二瓶 颯太 髙橋 蒼生 古山 一樹 安倍 怜娃
男子の部 七ヶ浜支部 仙台支部 仙台支部 仙台支部 仙台支部

小学３・４年生 中野 金次郎 小幡 大斗 丹野 景虎 前河 知希 佐川 瑛士
男子の部 泉加茂支部 七ヶ浜支部 泉加茂支部 泉加茂支部 多賀城支部

小学５年生 早坂 栄音 小林 大悟 加藤 翔太 住家 昇汰 佐川 昊生
男子の部 西仙台支部 七ヶ浜支部 西仙台支部 七ヶ浜支部 多賀城支部

小学６年生 小松 宰己 川村 龍 加藤 敬太 丸田 夏暉 遠藤 瑛吉
男子の部 多賀城支部 七ヶ浜支部 仙台支部 七ヶ浜支部 七ヶ浜支部

中学１年生 堀合 海翔 阿部 奨己 前河 佑澄
男子の部 多賀城支部 東北学院中 泉加茂支部

中学２・３年生 小松 宥摩 武山 怜雅 小野 友己 加藤 太一 小林 玄和
男子の部 多賀城支部 多賀城支部 多賀城支部 仙台支部 東北学院中

高校生・一般 高橋 優 和氣 政峰 鑓水 崇志
男子の部 仙台支部 仙台支部 松陵支部

小学２・３年生 遠藤 愛奈 石井 乃愛 笹原 妃奈乃 疋田 詩織 栗谷 真琴
女子の部 七ヶ浜支部 多賀城支部 仙台支部 泉加茂支部 七ヶ浜支部

小学４年生 遠藤 奈都 山木 もみじ 郡山 実里 木村 陽菜子 疋田 愛海
女子の部 七ヶ浜支部 多賀城支部 西仙台支部 泉加茂支部 泉加茂支部

小学５年生 菊田 茉羽 髙橋 和佳奈 鈴木 小幸 石井 彩乃 髙嶋 葵依
女子の部 多賀城支部 仙台支部 西仙台支部 多賀城支部 西仙台支部

小学６年生 阿部 ｶﾉｱ 丹野 月凪 武内ひかる 伊藤 美桜 石塚 瑠菜
女子の部 松陵支部 泉加茂支部 多賀城支部 西仙台支部 多賀城支部

中学生 鈴木 遥名 阿部 愛理
女子の部 仙台支部 七ヶ浜支部

学　年 第１位 第２位 第３位 第４位

幼　児 木村 陽斗 堀合 柚那 北川 大凱 上田 義人
男女混合 泉加茂支部 多賀城支部 泉加茂支部 西仙台支部

小学１年生 笹原 夕莉乃 木村 安那 後藤 諒成 立川 瑛人
男女混合 仙台支部 仙台支部 泉加茂支部 松陵支部

小学２年生 阿部 柚貴 髙橋 蒼生 二瓶 颯太 金子 結飛
男子の部 七ヶ浜支部 仙台支部 仙台支部 七ヶ浜支部

小学３・４年生 小幡 大斗 阿部 倖明 中野 金次郎 佐川 瑛士
男子の部 七ヶ浜支部 七ヶ浜支部 泉加茂支部 多賀城支部

小学５年生 栗谷 康助 小野 紘己 小林 大悟 佐川 昊生
男子の部 七ヶ浜支部 多賀城支部 七ヶ浜支部 多賀城支部

小学６年生 加藤 敬太 川村 龍 山木 大河 大嶋 悠斗
男子の部 仙台支部 七ヶ浜支部 多賀城支部 多賀城支部

中学１年生 堀合 海翔 佐瀬 蓮樹 阿部 奨己 前河 佑澄
男子の部 多賀城支部 多賀城支部 東北学院中 泉加茂支部

中学２・３年生 加藤 太一 武山 怜雅 伊藤 有都 小野 友己
男子の部 仙台支部 多賀城支部 多賀城支部 多賀城支部

高校生・一般 高橋 優 武本 新吾
男子の部 仙台支部 仙台支部

小学２・３年生 遠藤 愛奈 笹原 妃奈乃 栗谷 真琴 石井 乃愛
女子の部 七ヶ浜支部 仙台支部 七ヶ浜支部 多賀城支部

小学４年生 山木 もみじ 遠藤 奈都 郡山 実里 菅野 ここあ
女子の部 多賀城支部 七ヶ浜支部 西仙台支部 仙台中央支部

小学５年生 髙橋 和佳奈 石井 彩乃 髙嶋 葵依 鈴木 小幸
女子の部 仙台支部 多賀城支部 西仙台支部 西仙台支部

小学６年生 武内ひかる 丹野 月凪 阿部 ｶﾉｱ 伊藤 美桜
女子の部 多賀城支部 泉加茂支部 松陵支部 西仙台支部

第37回　日本空手協会　宮城県本部　中央地区空手道選手権大会　試合結果一覧

開催日 ： 平成29年3月19日（日）　　場 所 ： 宮城県武道館
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