
形の部 2016/4/17
団・個 学年

10 阿部　元寿 5 笹原　要悦 12 加藤　咲希 1 庄司　桔平 6 日野　颯城 3 海野　由姫 8 白鳥　大登 13 丸田　隼士

黒川支部 岩出山支部 築館支部 石巻支部 石巻支部 築館支部 築館支部 七ヶ浜支部

31 阿部　柚貴 12 橋本　琉夢 1 鈴木　緋乃 26 川口　莉歩 11 遠藤　一葉 5 佐藤　優月 20 栗谷　真琴 18 八森　佑真

七ヶ浜支部 石巻中央支部 黒川支部 石巻中央支部 石巻桃生支部 石巻中央支部 七ヶ浜支部 蛇田支部

24 庄司　大和 19 佐藤　陸叶 18 笠原　光流 4 浅野　一晄 10 阿部　匠里 3 佐川　瑛士 7 丹野　景虎 13 佐々木　太雅

渡波支部 石巻中央支部 岩出山支部 加美支部 石巻支部 石巻中央支部 泉加茂支部 石巻支部

1 川村　将 32 濱本　翔斗 16 佐々木　麗心 9 小幡　大斗 26 三橋　陽 6 千葉　洲生來 18 本多　正樹 22 中野　金次郎

七ヶ浜支部 渡波支部 石巻支部 七ヶ浜支部 多賀城支部 渡波支部 岩沼支部 泉加茂支部

8 近藤　直 25 阿部　匠寿 32 佐藤　璃來 23 佐藤　大知 37 加藤　拓 17 矢内　那瑠 1 髙橋　斎寿 10 平塚　星羽

富谷支部 黒川支部 蛇田支部 富谷支部 石巻支部 加美支部 鳴瀬支部 渡波支部

19 小松　宰己 1 小野寺　翼 15 星　晴貴 10 鈴木　悠叶 27 畑中　櫂心 7 丸田　夏暉 23 近藤　凜乃丞 35 加藤　敬太

多賀城支部 築館支部 石巻桃生支部 黒川支部 石巻桃生支部 七ヶ浜支部 渡波支部 仙台支部

14 堀合　海翔 25 髙橋　銀 1 佐藤　壮眞 19 和地　淳太郎 20 小川　瑞生 5 伊藤　潤哉 8 佐々木　翔 13 木村　友樹

多賀城支部 石巻桃生支部 石巻支部 石巻中央支部 蛇田支部 涌谷支部 石巻支部 蛇田支部

1 星　達貴 20 伊藤　海翔 15 今野　晶登 11 石田　裕介 16 小林　蓮 5 長谷川　智哉 8 相澤　烈夏 7 會津　健人

石巻支部 石巻桃生支部 石巻桃生支部 石巻支部 岩沼支部 石巻支部 石巻桃生支部 泉加茂支部

14 櫻井　海 1 小松　宥摩 12 佐藤　貴士 8 武山　怜雅 6 亀谷　怜 2 新田　翔也 5 大槻　環太 10 川田　蒼眞

石巻支部 多賀城支部 仙台支部 多賀城支部 黒川支部 石巻支部 矢本支部 矢本支部

9 阿部　龍也 8 高橋　幸汰 6 文屋　樹 7 小関　優樹 4 佐々木　優斗 5 千葉　凜 3 山野川　大樹 1 齋藤　颯大

渡波支部 東北学院 黒川支部 石巻支部 石巻支部 石巻中央支部 黒川支部 黒川支部

12 知野　龍太郎 6 橋本　裕介 11 今野　裕登 4 文屋　翔 8 浅野　真治 7 落合　海斗 1 加藤　智也 3 高橋　直人

仙台支部 石巻中央支部 石巻中央支部 黒川支部 加美支部 黒川支部 鳴瀬支部 石巻中央支部

1 奥田　優寿 8 大橋　未莉 7 高田　夏菜 2 菊地　飛南 10 中村　彩乃 6 山野川　瑛万 4 岩城　璃央 12 笹原　妃奈乃

石巻支部 石巻支部 気仙沼支部 角田支部 南仙台支部 黒川支部 南仙台支部 仙台支部

4 松本　恋奈 1 小野寺美唯菜 5 江頭　妃愛 6 畑中　美夢 10 山木　もみじ 7 遠藤　奈都 2 勝又　愛莉 9 津田　碧希

黒川支部 築館支部 加美支部 渡波支部 多賀城支部 七ヶ浜支部 渡波支部 渡波支部

1 鈴木　椛琳 11 山野川　琴子 19 遠藤　胡海 13 松野　心優 6 髙橋　さくら 4 三浦　亜寧 15 峯井　美和　 9 野口　水鈴

七ヶ浜支部 黒川支部 石巻桃生支部 亘理支部 石巻中央支部 矢本支部 石巻桃生支部 矢本支部

1 今野　愛海 12 佐藤　あずさ 8 阿部　カノア 3 福村　愛梨 7 福田　歩生 5 武内　ひかる 10 浅野　涼華 6 阿部　美咲希

石巻中央支部 石巻中央支部 松陵支部 石巻桃生支部 石巻中央支部 多賀城支部 加美支部 石巻大翔会

9 鈴木　遥名 7 中川　桜 4 太田　夏来 3 遠藤　楓月 6 村上　愛 8 五十嵐　那奈 5 児玉　真依 1 菅原　美羽

仙台支部 黒川支部 七ヶ浜支部 加美支部 加美支部 渡波支部 石巻中央支部 加美支部

16 浅野　ひまり 9 佐藤　えりな 4 髙橋　百花 8 髙橋　希杏 2 岡村　風香 6 小山　琉亜 12 小野　まや 13 高橋　紗久耶

石巻支部 矢本支部 石巻中央支部 石巻支部 涌谷支部 石巻支部 多賀城支部 泉加茂支部

6 大石　玲菜 3 佐々木　桜未 5 太田　真白 1 玉井　あゆな 4 松田　しれな 2 浜口　美春

石巻中央支部 蛇田支部 南仙台支部 亘理支部 築館支部 泉加茂支部

11 浅野　こすも 6 亀谷　樹乃 5 佐藤　結茉 4 生出　凜 3 三塚　怜央 9 阿部　優花 1 日野　咲良 7 高橋　あみ

石巻支部 黒川支部 岩沼支部 石巻中央支部 七ヶ浜支部 七ヶ浜支部 加美支部 岩沼支部

6 中川　晴絵 4 渋谷　智果 1 太田　裕子 5 佐藤　かおり 2 阿部　成子 3 ｶﾙﾊﾞﾝ ｿｻ ﾃﾞｨｱﾅ

仙台支部 泉加茂支部 黒川支部 松陵支部 松陵支部 仙台支部
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組手の部
団・個 学年

3 矢本支部 7 東北学院大 1 石巻中央支部 4 東北学院大工学部Ａ 2 東北学院大工学部Ｂ 6 涌谷支部

1 笹原　要悦 8 日野　颯城 5 加藤　咲希 13 阿部　元寿 2 白鳥　大登 7 松野　心寧 11 庄司　桔平 15 沼田　尚大

岩出山支部 石巻支部 築館支部 黒川支部 築館支部 亘理支部 石巻支部 高砂支部

1 橋本　琉夢 32 阿部　柚貴 11 小川　治眞 17 鈴木　緋乃 5 遠藤　一葉 13 芳賀　夢輝 21 佐々木　怜叶 25 佐藤　優月

石巻中央支部 七ヶ浜支部 蛇田支部 黒川支部 石巻桃生支部 石巻桃生支部 石巻桃生支部 石巻中央支部

30 庄司　大和 10 小髙　向生 5 片倉　アメル 16 笠原　光流 1 佐藤　陸叶 27 佐々木　太雅 12 早坂　陸 21 浅野　一晄

渡波支部 渡波支部 岩出山支部 岩出山支部 石巻中央支部 石巻支部 黒川支部 加美支部

1 川村　将 35 千葉　洲生來 17 濱本　翔斗 18 佐々木　麗心 10 武山　侑雅 29 菊地　瑛 8 白鳥　翔大 26 小幡　大斗

七ヶ浜支部 渡波支部 渡波支部 石巻支部 多賀城支部 涌谷支部 築館支部 七ヶ浜支部

31 冨樫　来仁 13 近藤　直 1 平塚　星羽 20 加藤　拓 15 阿部　匠寿 29 安部　弘司郎 9 佐藤　瑠來 39 高橋　斎寿

石巻大翔会 富谷支部 渡波支部 石巻支部 黒川支部 蛇田支部 蛇田支部 鳴瀬支部

10 加藤　敬太 32 近藤　凜乃丞 1 星　晴貴 26 小野寺　翼 9 千葉　修里有 22 石田　拳介 16 瀬戸　礼旺 30 川村　龍

仙台支部 渡波支部 石巻桃生支部 築館支部 渡波支部 石巻支部 多賀城支部 七ヶ浜支部

31 伊藤　潤哉 1 髙橋　銀 8 平塚　琉桃 16 菱沼　大和 15 木村　友樹 23 阿部　海星 6 佐藤　壮眞 24 佐々木　翔

涌谷支部 石巻桃生支部 渡波支部 石巻中央支部 蛇田支部 渡波支部 石巻支部 石巻支部

1 星　達貴 12 石田　裕介 11 相澤　烈夏 21 加藤太一 5 行場　諒 17 小林　玄和 6 酒井　城 16 遠藤　渓支

石巻支部 石巻支部 石巻桃生支部 仙台支部 石巻桃生支部 東北学院 矢本支部 石巻桃生支部

7 佐藤　貴士 8 武山　怜雅 1 伊藤　有都 14 櫻井　海 4 阿部　龍斗 10 古里　祐樹 3 新田　翔也 12 小松　宥摩

仙台支部 多賀城支部 多賀城支部 石巻支部 渡波支部 仙台支部 石巻支部 多賀城支部

15 鈴木　稜也 1 齋藤　颯大 7 高橋　幸汰 8 小関　優樹 4 阿部　龍也 12 高橋　秀士 2 高橋　優 11 鈴木　寛也

仙台支部 黒川支部 東北学院 石巻支部 渡波支部 牡鹿支部 仙台支部 仙台支部

7 井上　達義 25 浅野　真治 17 野口　真史 34 瀬谷　龍介 4 桂谷　学 10 児玉　侑也 18 西村　遼河 26 続橋　拓真

矢本支部 加美支部 石巻中央支部 渡波支部 石巻中央支部 矢本支部 石巻桃生支部 東北学院大

5 高田　夏菜 10 奥田　優寿 2 大橋　未莉 7 津田　愛実 6 佐藤　実紗 1 中村　彩乃 9 古川　璃亜 12 菊地　飛南

気仙沼支部 石巻支部 石巻支部 石巻支部 岩出山支部 南仙台支部 気仙沼支部 角田支部

8 黒澤　朱音 1 小野寺　美唯菜 7 勝又　愛莉 14 江頭　妃愛 2 畑中　美夢 4 遠藤　奈都 10 津田　碧希 12 大友　汐菜

涌谷支部 築館支部 渡波支部 加美支部 渡波支部 七ヶ浜支部 渡波支部 涌谷支部

13 鈴木　椛琳 1 髙橋　さくら 8 髙橋　和佳奈 17 遠藤　胡海 4 三浦　亜寧 6 鈴木　茉凜 10 峯井　美和 15 伊藤　優

七ヶ浜支部 石巻中央支部 仙台支部 石巻桃生支部 矢本支部 岩沼支部 石巻桃生支部 黒川支部

1 今野　愛海 15 福田　歩生 6 福村　愛梨 8 見目　麗妃 3 浅野　涼華 5 丹野　月凪 10 佐藤　あずさ 13 阿部　美咲希

石巻中央支部 石巻中央支部 石巻桃生支部 石巻支部 加美支部 泉加茂支部 石巻中央支部 石巻大翔会

1 児玉　真依 6 太田　夏来 5 鈴木　遥名 9 中川　桜 7 村上　愛 4 菅原　美羽 2 鈴木　愛加 8 五十嵐　那奈

石巻中央支部 七ヶ浜支部 仙台支部 黒川支部 加美支部 加美支部 岩沼支部 渡波支部

15 岡村　風香 1 髙橋　百花 7 髙橋　希杏 11 阿部　愛理 8 菊池　蓮 2 菅原　萌々華 4 小山　琉亜 13 佐藤　えりな

涌谷支部 石巻中央支部 石巻支部 七ヶ浜支部 涌谷支部 富谷支部 石巻支部 矢本支部

1 大石　玲菜 4 佐々木　桜未 3 松田　しれな 5 玉井　あゆな 2 太田　真白

石巻中央支部 蛇田支部 築館支部 亘理支部 南仙台支部

1 生出　凜 9 児玉　美奈 5 本田　未来 6 日野　咲良 3 辺見　萌乃佳 4 阿部　優花 7 阿部　真子 8 三塚　怜央

石巻中央支部 矢本支部 矢本支部 加美支部 矢本支部 七ヶ浜支部 石巻桃生支部 七ヶ浜支部

1 高橋　千春 9 遠田　ゆかり 3 中川　晴絵 12 上山　理紗 3 仙台　文子 6 佐藤　沙恵 8 細貝　亜沙海 13 石川　麻実

東北福祉大 東北福祉大 仙台支部 東北福祉大 東北学院大 東北学院大 東北福祉大 東北福祉大

日本空手協会宮城県本部
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