
個人戦種目 優　勝 準優勝 第３位 第４位

清水　昊明 山田　拳史郎 中嶋　人生 今井　優心 目崎　橙真 矢代　隼都 岡田　陽功 樋口　理央

(空美会) (真和会) (直心会) (水翔塾) (空和会) (直心会) (水　上) (直心会)

五十嵐　玲皇 三富　星空 熊谷　　将 小黒　愛心 佐山　千展 吉岡　希流 佐野　燿晟 星野　大樹

(糸空会) (一真塾) (佐　渡) (栃　尾) (悠空会) (新空会) (輝　風) (十日町)

瀬賀　結人 関　　陸来 竹内　そう 中山　鉄生 武田　　紬 久保田　晴翔 久保　和仁 石野　珀汰

(村　上) (新濤館) (吉　田) (輝　風) (新空会) (吉　田) (与　板) (直心会)

齊藤　稜太 髙山　眞寿 川鍋　璃空 安川　　廉 長谷川　大也 遠藤　聡太朗 瀧澤　結輝 渡部　拳大

(拳正館) (拳正館) (新拳館) (直心会) (新濤館) (吉　田) (三条大崎) (田　上)

佐々木　尊 青柳　幸汰 関　　奏来 飯塚　友莉 鈴木　心平 葛綿　夏希 金内　時杜 桐小林　廉

(空美会) (十日町) (新濤館) (空和会) (水翔塾) (栃　尾) (栃　尾) (栃　尾)

水落　成星 外山　大稀 後藤　誌芭 五十嵐　耀真 鈴木　蒼羽 畑　　結大 川野　未希哉 原島　翔星

(十日町) (新潟西) (直心会) (糸空会) (村　上) (輝　風) (輝　風) (輝　風)

城代　和花 井上　仁美 齊藤　陽葵 鈴木　日鞠 石野　香子 山﨑　朱栞 関　　羽未 今井　凜乃

(拳正館) (拳正館) (新空会) (水翔塾) (直心会) (直心会) (新濤館) (閃空館)

佐々木　葵 青柳　花歩 大沼　　稟 白井　理紗 吉樂　あやめ 小林　莉桜 牛膓　日葵

(空美会) (十日町) (拳正館) (一真塾) (十日町) (修正会) (真和会)

梅澤　奈月 外山　愛菜 後藤　譜羽 野崎　結々夏 藤井　那奈 大﨑　優菜 駒沢　聖祈 山﨑　青央

(直心会) (新潟西) (直心会) (悠空会) (見　附) (栃　尾) (与　板) (直心会)

冨田　実乃莉 増村　萌々子 渡部　　音 柴野　さくら 内山　星加 斉藤　結渚 大島　美桜 今井　詩乃

(直心会) (水　上) (拳正館) (十日町) (新潟西) (新潟西) (空和会) (閃空館)

柳井　美花 押味　輝楽々 渡邉　眞子 瀧澤　　茜 林　　かな 和田　悠愛 小川　愛実 佐々木　歩実

(直心会) (悠空会) (空美会) (十日町) (研武会) (五　泉) (直心会) (佐和田)

猪股　里菜 八木　呼春 藤巻　紗里奈 関口　ひまり 湯田　優珠奈 小島　春陽 小林　萌果 本間　聖奈

(拳正館) (直心会) (小千谷) (十日町) (新空会) (新濤館) (吉　田) (白　山)

小学生４年女子　形

小学生５年女子　形

小学生６年女子　形

小学生４年男子 形

小学生５年男子　形

小学生６年男子　形

小学生１年女子　形

小学生２年女子　形

小学生３年女子　形

第38回新潟県少年少女空手道選手権大会　入賞者（形）

令和4年5月15日　謙信公武道館（新潟県立武道館）

第５位

小学生１年男子　形

小学生２年男子 形

小学生３年男子 形
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個人戦種目 優　勝 準優勝 第３位 第４位

丸山　倖誠 矢代　隼都 清水　昊明 益子　　大 樋口　瑞樹 太平　　架 樋口　理央 鈴木　侑和

(直心会) (直心会) (空美会) (修正会) (水翔塾) (水翔塾) (直心会) (佐 渡)

熊谷　　将 五十嵐　玲皇 吉岡　希流 廣川　颯大 小玉　輝馬 羽深　剣紳 東城　翠莉 嶌田　維空

(佐　渡) (糸空会) (新空会) (糸魚川) (一真塾) (直心会) (糸空会) (水　上)

久保　和仁 瀬賀　結人 中野　丈太郎 関澤ｼﾞｪｲﾃﾞﾝ守主 小林　勇翔 泉田　椋大 中山　鉄生 勝呂　誠亜

(与　板) (村　上) (燕　真) (直心会) (真和会) (田　上) (輝　風) (燕　真)

湯田　誠太郎 遠田　天成 渡部　拳大 山田　　健 安川　　廉 倉本　那由多 齋藤　稜太 佐々木　瑠生

(新空会) (直心会) (田　上) (修正会) (直心会) (糸魚川) (拳正館) (新空会)

鈴木　心平 曽根　大暉 武田　陽向太 小林　厚平 牧野　旭陽 渡辺　賢士郎 小田　夏輝 水沼　風翔

(水翔塾) (栃　尾) (直心会) (修正会) (糸魚川) (加　茂) (修正会) (糸魚川)

斎藤　静矢朗 杉山　夢来 後藤　誌芭 遠藤　獅琉 吉岡　莉輝 廣川　大翔 竹藤　奏都 吉楽　心汰

(直心会) (燕　真) (直心会) (新空会) (新空会) (糸魚川) (水翔塾) (水翔塾)

齊藤　陽葵 鈴木　日鞠 関　羽未 山﨑　朱栞 城代　和花 今井　凜乃 石野　香子

(新空会) (水翔塾) (新濤館) (直心会) (拳正館) (閃空館) (直心会)

白井　理紗 小林　莉桜 牛膓　日葵 吉樂　あやめ 野村　美珠々 大沼　　稟 青柳　花歩

(一真塾) (修正会) (真和会) (十日町) (田　上) (拳正館) (十日町)

山﨑　青央 梅澤　奈月 後藤　譜羽 水沼　果蓮 駒沢　聖祈 外山　愛菜 藤枝　もみじ 林　陽菜乃

(直心会) (直心会) (直心会) (糸魚川) (与　板) (新潟西) (新空会) (見　附)

冨田　実乃莉 渡部　　音 太田　流維 柴野　さくら 大島　美桜 大谷　穂花 内山　星加 増村　萌々子

(直心会) (拳正館) (水翔塾) (十日町) (空和会) (新潟西) (新潟西) (水　上)

柳井　美花 田中　陽奈 木村　彩乃 伊藤　芽衣 清原　芽凪 岡田　媛奈子 小川　愛実 加藤　彩月

(直心会) (三条大崎) (新濤館) (五　泉) (新潟西) (十日町) (直心会) (真和会)

八木　呼春 川﨑　紅葉 湯田　優珠奈 藤巻　紗里奈 本間　聖奈 小林　萌果 久保　美結 伊藤　柚愛

(直心会) (新空会) (新空会) (小千谷) (白　山) (吉　田) (与　板) (修正会)

小学生２年女子　組手

小学生３年女子　組手

小学生４年女子　組手

小学生５年女子　組手

小学生６年女子　組手

第38回新潟県少年少女空手道選手権大会　入賞者（組手）

小学生２年男子　組手

小学生３年男子　組手

小学生４年男子　組手

小学生５年男子　組手

小学生６年男子　組手

小学生１年女子　組手

令和4年5月15日　謙信公武道館（新潟県立武道館）

第５位

小学生１年男子　組手
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