
個人戦種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位 ５位 ５位

氏名 斎藤 静矢朗 川野 未希哉 早川 空輝 藤田 魁斗 中村 好希 遠藤 獅琉 樋口 蒼祐 芦田 太郎

所属 直心会 輝風 将空会 真和会 拳正館 新空会 空美会 吉田

氏名 佐々木 迅 外山 碧大 片山 明星 押見 颯士 上杉 獅恩 西川 幸汰郎 林 優之介 川上 哩歩

所属 空和会 吉田 空和会 輝風 拳正館 空和会 見附 空美会

氏名 春日 仁惺 吉田 蔵之助 赤塚 柚人 加藤 良明 牧水　 優 高山 　晴 熊倉 　一 古賀 斗真

所属 新潟西 悠空会 聖武会 拳神会 分水 将空会 拳神会 新拳館

氏名 羽賀 雅力 小山 寛睦 北村 文人 小林 煌典 小川 大陽 小林 琉之介 五百川 恭弥 中村 洸晟

所属 水空会 水空会 空和会柏崎 新拳館 空和会 空和会柏崎 拳神会 直心会

氏名 名塚 　響 中丸 大介 駒沢 伊月 風間 康希 丸山 悠汰 小山 翔斗 長谷川 翔太 馬場 央祐

所属 悠空会 聖武会 与板 弥彦 直心会 直心会 拳正館 将空会

氏名 川野 春哉 山本 　魁 駒口 哉太 早川 天琉 前山 耀大 河原 寛大 五十嵐 天邑 宮内 優希

所属 輝風 直心会 白山 将空会 直心会 佐和田 巻 真和会

氏名 関口 ひまり 桑原 　照 小島 春陽 会田 和音 髙崎 朝陽 久保 美結 八木 呼春 小林 萌果

所属 十日町 南万代 新濤館 聖武会 聖武会 与板 直心会 吉田

氏名 佐藤 優和 名塚 千歳 中島 衣千花 前山 冴永 加藤 瑠唯 増村 梨々子 白井 世理 阿部 亜香里

所属 与板 悠空会 専心会 直心会 拳正館 水上 与板 南万代

氏名 平野 美結 平野 愛梨 今井 ちさと 駒口 さくら 水沢　 礼 加藤 みのり 吉岡 珠璃 山崎 夢夏

所属 直心会 直心会 直心会 白山 悠空会 新空会 新空会 三条大崎

氏名 阿部 天音 板倉 璃来 樋口 姫奈 阿部 紗菜 高橋 くらら 楳田 結菜 中川 　空 小杉 優佳

所属 白山 吉田 五　泉 直心会 新拳館 南万代 弥彦 南万代

氏名 高野 万優 佐藤 　茜 増村 菜々子 折笠 美優 河原 未和 松村 亜姫 山田 真乃 太刀川 古杜子

所属 悠空会 聖武会 水上 悠空会 佐和田 研武会 聖武会 小千谷

氏名 小川 真鈴 中島 朱澄 野島 小梅 今西 咲希 瀧澤  　栞 今井 ひなた 桑原 　晴 宇佐美 真央

所属 中郷 専心会 空和会 吉田 直心会 直心会 南万代 佐和田

小学３年男子 形

小学４年男子 形

小学５年男子　形

小学４年女子　形

第33回新潟県少年少女空手道選手権大会
兼　第17回全日本少年少女空手道選手権大会新潟県予選会

並びに 第12回北信越小中学生空手道選手権大会新潟県予選会
H29年5月7日　新潟市白根カルチャーセンター

小学１年男子　形

小学２年男子 形

小学５年女子　形

小学６年男子　形

小学１年女子　形

小学２年女子　形

小学６年女子　形

小学３年女子　形
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個人戦種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ５位 ５位 ５位

氏名 斎藤 静矢朗 齊藤 蒼翔 吉楽 心汰 遠藤 獅琉 吉岡 莉輝 高橋 良芽 山田 航誠 吉田 健志

所属 直心会 新空会 水翔塾 新空会 新空会 新 五　泉 直心会

氏名 泉田 柾葵 水野 巧雅 小柳 新太 田中 伊織 片山 明星 　西川 幸汰郎 佐々木 迅 押見 晃輝

所属 田上 田上 真和会 真和会 空和会 空和会 空和会 与板

氏名 小山 紫響 吉田 蔵之助 星野 大輔 五十嵐 大登 渡邉 堅心 浅妻 春樹 藤木 海月 春日 仁惺

所属 直心会 悠空会 吉田 巻 新潟西 飛空会 糸魚川 新潟西

氏名 小山 寛睦 湯田 城太郎 小林 琉之介 林　慎太朗 小川 大陽 加藤 眞空 五百川 恭弥 木村 怜哉

所属 水空会 新空会 空和会柏崎 研武会 空和会 専心会 拳神会 栃尾

氏名 宮野 煌大 五十嵐 月斗 中野 連太郎 駒沢 伊月 田中 煌己 名塚 　響 丸山 悠汰 山岸 愛斗

所属 燕真 小千谷 燕真 与板 田上 悠空会 直心会 田上

氏名 田邊 幸大朗 山本　 魁 稲垣 光希 田邉 宙三 金子 真大 山田 涼介 渡邉 吾生 阿部 昇大

所属 新空会 直心会 直心会 吉田 燕真 五泉 弥彦 南万代

氏名 湯田　優珠奈 小林　萌果 久保　美結 八木　呼春 桑原　照 鳴海　香里 小林　さくら 小川　うらら

所属 新空会 吉田 与板 直心会 南万代 直心会 小須戸 見附

氏名 田邊 　雅 佐藤 優和 前山 冴永 丸山 莉乃 名塚 千歳 谷川 紗菜 中島 衣千花 加藤 瑠唯

所属 新空会 与板 直心会 直心会 悠空会 白山 専心会 拳正館

氏名 平野 愛梨 今井 ちさと 柳井 志姫 平野 美結 岡本 優花 外石 あかり 吉岡 珠璃 加藤 みのり

所属 直心会 直心会 直心会 直心会 新潟西 田上 新空会 新空会

氏名 山崎 希海 阿部 紗奈 保田 真里亜 稲葉 遥香 渡部 美天 諏訪 月乃 小杉 優佳 角屋 知紗

所属 与板 直心会 直心会 弥彦 田上 新発田 南万代 新濤館

氏名 高野 万優 江口 日那 川本 愛理 佐藤 実優 長澤 和花 中川 愛優花 安達 睦喜 石井 妃香

所属 悠空会 五泉 燕真 与板 加茂 将空会 小千谷 燕真

氏名 須藤 花梨 瀧澤 　栞 今西 咲希 鷲頭 来美亜 今井 ひなた 柳井 美空 中島 珠澄 久住 日彩

所属 燕真 直心会 吉田 神武会 直心会 直心会 専心会 新濤館

小学４年男子　組手

第33回新潟県少年少女空手道選手権大会
兼　第17回全日本少年少女空手道選手権大会新潟県予選会

並びに 第12回北信越小中学生空手道選手権大会新潟県予選会
H29年5月7日　新潟市白根カルチャーセンター

小学１年男子　組手

小学５年男子　組手

小学６年男子　組手

小学１年女子　組手

小学２年男子　組手

小学３年男子　組手

小学５年女子　組手

小学６年女子　組手

小学２年女子　組手

小学３年女子　組手

小学４年女子　組手
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