
第１１回北信越小中学生空手道選手権大会　結果一覧

小学１年生男子形 吉田　　旭 長野 佐々木 迅 新潟 一之瀬爽多 長野 片山 明星 新潟
小学１年生女子形 佐藤 優和 新潟 名塚 千歳 新潟 柳沢　瑠衣 長野 佐々邊世菜 福井
小学２年生男子形 長島　菖希 石川 川口巧太郎 富山 吉田蔵之助 新潟 黒川　斗暖 石川
小学２年生女子形 山田　琥珀 長野 駒口さくら 新潟 山崎　暖佳 富山 平野　愛梨 新潟
小学３年生男子形 金谷　月輝 長野 平野　源空 長野 阪井　賢人 福井 植村　徳文 石川
小学３年生女子形 佐倉井琴乃 福井 吉越　凪紗 長野 瀬尾　紅花 石川 斎藤あか里 長野
小学４年生男子形 名塚　　響 新潟 山村　柊史 富山 木下　雷斗 長野 清水　和玖 長野
小学４年生女子形 高野　万優 新潟 一之瀬礼奈 長野 田原　和奏 富山 佐藤　 茜 新潟
小学５年生男子形 藤沢　風雅 長野 町田虎太郎 長野 河野　友哉 長野 新宅良太郎 石川
小学５年生女子形 相川　流璃 長野 山内　あい 長野 小川　真鈴 新潟 寺下　心華 福井
小学６年生男子形 加藤　大誠 長野 篠塚　天良 長野 嶋倉　賢人 富山 山崎　洸希 富山
小学６年生女子形 幅口佳七歩 富山 斎藤綺良理 新潟 加瀬　　玲 長野 初田　瑞姫 富山
中学１年生男子形 藤田　康紘 富山 塩谷　康生 長野 相川　透輝 長野 伊丹　　陸 新潟
中学１年生女子形 宇海友里加 長野 酒井　虹穂 石川 増崎　　雛 新潟 山田　悠月 新潟

中学2・3年生男子形 小泉　瑠寧 新潟 斎藤　航海 石川 小川虎太朗 新潟 立木丞一郎 福井
中学2・3年生女子形 相川 夏凛 長野 斎藤小茉理 新潟 宮西　令奈 石川 舟川　　楓 富山
小学１年生男子組手 新井　透也 富山 大黒　皓生 富山 水野 巧雅 新潟 泉田　柾葵 新潟
小学１年生女子組手 中島衣千花 新潟 佐藤 優和 新潟 西田　琴美 福井 佐々邊世菜 福井
小学２年生男子組手 髙橋　光翼 長野 諏訪　由成 長野 笹井　奏良 福井 水科　碧人 長野
小学２年生女子組手 土屋　桃花 長野 田中　愛梨 長野 堀岡　実優 福井 前原ほたる 長野
小学３年生男子組手 濵田　佳風 石川 大野　瑛間 長野 佐藤　遼希 長野 木村　きら 福井
小学３年生女子組手 大田　笑加 富山 松田　莉菜 富山 斎藤あか里 長野 山﨑　希海 新潟
小学４年生男子組手 小岩　真土 石川 三澤　潤也 長野 中野連太郎 新潟 宮野　煌大 新潟
小学４年生女子組手 高野　万優 新潟 西山　静流 長野 畑　  凜 石川 松嶋　未來 長野
小学５年生男子組手 町田虎太郎 長野 諏訪京太郎 長野 西畑　大翔 石川 濵田　幹太 石川
小学５年生女子組手 堀江　明花 石川 広瀬　　空 長野 須藤　花梨 新潟 髙橋　美羽 長野
小学６年生男子組手 山本　脩斗 富山 田中龍之介 長野 樋口　眞大 新潟 水野　朝陽 新潟
小学６年生女子組手 加瀬　　玲 長野 江尻 ふみ 長野 斎藤綺良理 新潟 金森　奈央 長野
中学１年生男子組手 髙野　龍成 富山 髙橋　大翔 長野 渋木　是路 新潟 野島　愛斗 新潟
中学１年生女子組手 佐々木香菜子 長野 外谷　美敬 長野 酒井　虹穂 石川 髙木　智央 富山
中学2・3年生男子組手 酒井壮一朗 石川 林　晋太郎 石川 深澤　尚仁 長野 前本　勘太 富山
中学2・3年生女子組手 山内　花菜 福井 西畑　　薫 石川 梅田　沙莉 石川 大畑　美羽 福井

日時：平成２８年１０月１６日（日）

　於：上市町総合体育館
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