
第４８回東北地区空手道選手権大会入賞者
日時
場所

種　　　　目 優　勝 県名 準優勝 県名 第三位 県名 第三位 県名

小学２年男子形 柴崎　敦雅 岩手 佐藤　康成 山形 葛西　光希 青森

小学３年男子形 奥山　波羅 山形 伊豆　一葉 秋田 髙橋　琉生 石巻桃生

小学４年男子形 井上　元気 山形 阿部　元寿 加美 宮川　京万 青森

小学５年男子形 阿部　柚貴 七ヶ浜 佐藤　宥成 山形 齋藤　昂之進 青森

小学６年男子形 高橋　日向葵 加美 大坂　恭平 秋田 笠原　洸流 岩出山

中学１年男子形 船橋　龍介 青森 武山　侑雅 東北学院中 小山内　成那 青森

中学２年男子形 齋藤　琉之介 青森 近藤　直 富谷 丸子　慶二郎 青森

中学３年男子形 安田　稀星 青森 星　晴貴 石巻 石田　拳介 石巻

高校男子形 駒田　悠翼 岩手 武山　怜雅 東北学院高 堀合　海翔 東北学院高

大学・一般男子形 文屋　翔 東北学院大 文屋　樹 東北学院大 菊田　克太 東北学院大

小学２年男子組手 高橋　夢羽斗 石巻 阿部　礼 矢本 佐藤　康成 山形 佐藤　千路 仙台

小学３年男子組手 髙橋　琉生 石巻桃生 船橋　慶士 青森 奥田　哲 石巻 津田　充輝 矢本

小学４年男子組手 阿部　元寿 加美 笹原　要悦 岩出山 中須賀　陸人 七ヶ浜 髙橋　輝真 築館

小学５年男子組手 阿部　柚貴 七ヶ浜 齊藤　芯 青森 齋藤　昂之進 青森 梅山　愛斗 秋田

小学６年男子組手 庄司　大和 渡波 木村　竜仁 青森 早坂　陸 黒川 佐藤　寛久郎 青森

中学１年男子組手 佐沼　唯楽 石巻 小幡　大斗 東北学院中 出町　梢真 青森 濱本　翔斗 石巻中央

中学２年男子組手 丸子　慶二郎 青森 平塚　星羽 渡波 齋藤　琉之介 青森 加藤　拓 石巻

中学３年男子組手 加藤　敬太 仙台 石田　拳介 石巻 河野　天亮 福島 鈴木　大和 山形

高校男子組手 小林　玄和 東北学院高 武山　怜雅 東北学院高 宮本　翔希 涌谷 岸谷　洸希 山形

大学・一般男子組手 児玉　侑也 矢本 後藤　岬 涌谷 菊地　凱 涌谷 西村　優河 東北学院大

小学２年女子形 後藤　凛乃 青森 佐々木　悠乃 石巻 工藤　釉月 青森

小学３年女子形 今野　彩織 加美 佐藤　芽依 山形 堀合　柚那 多賀城

小学４年女子形 松山　柚姫 福島 高橋　杏奈 石巻中央 太田　絢香 蛇田

小学５年女子形 葛西　舞瑠々 青森 遠藤　愛奈 七ヶ浜 本堂　里織 青森

小学６年女子形 岡部　心愛 青森 奥田　優寿 石巻 渋谷　俐々愛 青森

中学１年女子形 松山　美紅 福島 小川　凉音 青森 橋本　めい 福島

中学２年女子形 髙階　凜花 秋田 鎌田　菜央 岩手 鈴木　小幸 西仙台

中学３年女子形 阿部　カノア 松陵 今野　愛海 石巻中央 西根　咲希 秋田

高校女子形 佐藤　夏鈴 秋田 佐藤　英里 秋田 三上　芙純 岩手

大学・一般女子形 松森　杏菜 秋田 佐々木　都円 東北学院大 大野　愛依 福島

小学２年女子組手 前田　光美 山形 佐々木　悠乃 石巻 金崎　ななせ 青森 野地　葵陽 富谷

小学３年女子組手 佐藤　芽依 山形 上田　歩音 青森 尾形　羽純 加美 大森　遥姫 岩手

小学４年女子組手 千葉　琉夏 青森 高橋　杏奈 石巻中央 加藤　咲希 仙台 芳賀　咲空 岩手

小学５年女子組手 葛西　舞瑠々 青森 古川　莉子 青森 白鳥　咲來 築館 栗谷　真琴 七ヶ浜

小学６年女子組手 猪股　桜香 加美 甲田　陽由 青森 前田　埜々香 青森 小野寺　桃花 青森

中学１年女子組手 小川　凉音 青森 大森　珠葵 岩手 津田　碧希 渡波 黒澤　朱音 涌谷

中学２年女子組手 鈴木　椛琳 七ヶ浜 船水　明莉 青森 髙橋　さくら 石巻 秋田　麗 青森

中学３年女子組手 福田　歩生 鳴瀬 船水　日和 青森 福村　愛梨 石巻桃生 今野　愛海 石巻中央

高校女子組手 佐藤　英里 秋田 三上　芙純 岩手 佐藤　夏鈴 秋田 佐々木　聖花 秋田

大学・一般女子組手 白岩　明 福島 尾形　夏音 東北学院大 津嶋　明香 岩手 齊藤　日菜子 秋田
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