
第4３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 団体 ２　　位 団体 ３　　位 団体 団体

都道府県対抗戦 岩手県 宮城県 青森県

小学３年男子形 阿部 利公 宮城県 齋藤 琉之介 青森県 小野 紘己 宮城県

小学４年男子形 氏川 賢哉 山形県 小川 大道 青森県 畑中 　櫂心 宮城県

小学５年男子形 工藤 駿希 山形県 甲田 慎之介 青森県 越 　　翼 青森県

小学６年男子形 岸谷 洸希 山形県 佐藤 琉 秋田県 荒木 九十九 山形県

中学１年男子形 佐藤 貴士 宮城県 小松 宥摩 宮城県 駒田 悠翼 岩手県

中学２年男子形 岡本 拳 青森県 松﨑 創太 青森県 鈴木 悠生 宮城県

中学３年男子形 阿部 龍也 宮城県 高橋 玄應 青森県 文屋 樹 宮城県

高校男子形 文屋 翔 宮城県 高橋 幸汰 宮城県 木村 莞大 宮城県

一般大学男子形 小川 稜二 秋田県 福岡 諒太 秋田県 佐藤 亮太 宮城県

小学３年男子組手 加藤 麟太郎 山形県 丸子 慶二郎 青森県 加藤 拓 宮城県 齋藤 琉之介 青森県

小学４年男子組手 加藤 敬太 宮城県 宮本 峻汰 宮城県 畑中 　櫂心 宮城県 鈴木 大和 山形県

小学５年男子組手 髙橋　 銀 宮城県 久保 心穏 青森県 平塚 　琉桃 宮城県 木村 友樹 宮城県

小学６年男子組手 加藤 太一 宮城県 相澤 　烈夏 宮城県 松﨑 　一穂 青森県 石田 裕介 宮城県

中学１年男子組手 旭 　　俊丞 青森県 山本 祐己 青森県 新田 　翔也 宮城県 佐藤 　貴士 宮城県

中学２年男子組手 阿部 　大希 宮城県 小畑 　龍也 宮城県 中村 　怜弥 宮城県 藤谷　慎吾 宮城県

中学３年男子組手 星 翔貴 宮城県 高橋 　玄應 青森県 杉山 寛太 山形県 髙橋 魁 宮城県

高校男子組手 鈴木 稜也 宮城県 佐藤 悠太朗 山形県 鈴木 　新 宮城県 菊池 雄大 秋田県

一般大学男子組手 成澤 正和 山形県 浅野 真治 宮城県 齋藤 力耶 山形県 齋藤 拓真 山形県

小学３年女子形 工藤 千聖 山形県 鈴木 椛琳 宮城県 内海 聖奈 宮城県

小学４年女子形 谷川 千乃 青森県 渡邊 花 山形県 齋藤 菜央 青森県

小学５年女子形 佐藤 夏鈴 秋田県 金崎 ののか 青森県 鈴木 遥名 宮城県

小学６年女子形 浅野 ひまり 宮城県 伊藤 春野 秋田県 齋藤 百音 山形県

中学１年女子形 坂本 絵磨 青森県 佐藤 英里 秋田県 清水 愛望 宮城県

中学２年女子形 佐藤 結茉 宮城県 澤村 真実 岩手県 齋藤 日菜子 秋田県

中学３年女子形 谷川 夕乃 青森県 淡路 円香 青森県 古里 美佳 岩手県

高校女子形 中川 晴絵 宮城県 佐々木 都円 青森県 松森 杏菜 秋田県

一般大学女子形 高橋 博子 宮城県 冨塚 綾 山形県 佐藤 かおり 宮城県

小学３年女子組手 遠藤 胡海 宮城県 髙橋 さくら 宮城県 棟方 姫愛 青森県 船水 明莉 青森県

小学４年女子組手 今野 愛海 宮城県 福田 歩生 宮城県 谷川 千乃 青森県 阿部 麗利 宮城県

小学５年女子組手 児玉 真依 宮城県 金崎 ののか 青森県 中川 桜 宮城県 女澤 美晴 岩手県

小学６年女子組手 阿部 雛乃 山形県 須藤 莉々 青森県 伊藤 春野 秋田県 丸子 眞央 青森県

中学１年女子組手 清水 愛望 宮城県 大石 玲菜 宮城県 榎 海帆 青森県 佐々木 瑠唯 青森県

中学２年女子組手 本田 未来 宮城県 今野 実咲 宮城県 阿部 真子 宮城県 三浦 那月 秋田県

中学３年女子組手 児玉 美奈 宮城県 木村 明郁 宮城県 白岩 明 福島県 淡路 円香 青森県

高校女子組手 村形 美桜 山形県 本間 さくら 山形県 生出 凜 宮城県 中川 晴絵 宮城県

一般大学女子組手 大本 美穂 宮城県 細貝 亜沙海 宮城県
ハップ ステファ
ニー 　リアン 秋田県

平成26年7月6日


