
第1３回茨城県少年少女空手道選手権大会成績表 201３/5/3(日) 会場:茨城県武道館

府中小 那珂湊第三小 八原小 久賀小

石岡壮空会 那珂湊支部 流空会 思いやり塾

沢山小 下妻小 八原小 取手小 岩瀬小 田尻小 友部小 小張小

糸東会緒川 結城誠和塾 流空会 櫻空塾 永剛会 和道流日立 友心会 糸州会つくば

川島小 江川北小 関城東小 大宮北少 えがわ北小 高田小 あずま西小 城南小

一友会茨城 結城誠和塾 結城誠和塾 糸東会緒川 結城誠和塾 松仁館 松仁館 結城誠和塾

沢山小 牛久第二小 市毛小 手代木南小 松ヶ丘小 緑丘小 桜が丘小 中小路小

糸東会緒川 新井塾 津田空手ｽﾎﾟ少 糸洲会 天空館 水戸松濤館 新井塾 水戸誠武館

関城東小 下大野小 上山川小 城南小 城南小 下大野小 石塚小 梅が丘小

結城誠和塾 仁武館 結城誠和塾 結城誠和塾 水戸誠武館 仁武館 暁道場 水戸誠武館

下館小 城南小 上野小 大洗小 阿見小 府中小 城南小 川島小

明野ｽﾎﾟ少 結城誠和塾 明野スポ少 仁武館 糸東会阿見 石岡壮空会 結城誠和塾 一友会茨城

えがわ北小 納場小 おおた小 なかみなと第三小 やながわ小 なかみなと第三小 藤代小

結城誠和塾 石岡壮空会 一友会茨城 那珂湊 水戸松濤館 那珂湊 思いやり塾

河原子小 山形南小 川島小 大宮北小 稲荷第2小 桜南小 石毛小 中丸小

仁武館 糸東会緒川 一友会茨城 糸東会緒川 水戸松濤館 糸州会 彰考館 東海自然会

絹川小 物部小 城南小 絹川小 古河第六小 奥野小 北小 稲荷第一小

結城誠和塾 結城誠和塾 結城誠和塾 結城誠和塾 公道会 春日道場 英心会 仁武館

久賀小 吉沼小 宮田小 岡田小 柴尾小 平磯小 かばほ小

思いやり塾 如水会 和道流日立 春日道場 協会真壁支部 那珂湊 協会真壁支部

上野小 緑丘 沢山小 長山小 岡田小 坂本小 吾妻西小 結城小

明野ｽﾎﾟ少 水戸松濤館 糸東会緒川 流空会 西福寺道場 東海自然会 稲敷支部 結城誠和塾

御前山小 川島小 市毛小 阿見小 吉沼小 かばほ小 吉田小 水海小

糸東会緒川 一友会茨城 櫻和塾 糸東会阿見 如水会 協会真壁支部 水戸松涛館 総和空手道

中丸小 南小 石神小 神谷小 三笠小 古河第四小 前渡小 府中小

勝武館東海 石岡壮空会 勝武館東海 春日道場 青雲塾 彰考館 那珂湊 石岡壮空会

岩間第一小 石岡南小 八原小 友部小 中根小 林小 吉田小 江戸崎小

水戸誠武館 石岡壮空会 流空会 友心会 牛久スポーツ 石岡壮空会 櫻空塾 流空会桜東

舟石川小 柴崎小 中丸小 須田小 江川北小 平井小 大宮西小 納場小

勝武館東海 高山道場 勝武館東海 秀神館 結城誠和塾 青雲塾 糸東会大宮 石岡壮空会

城之内小 谷原小 舟石川小 府中小 府中小 中央小 上辺見小 水海小

流空会 剛和会 勝武館東海 石岡壮空会 石岡壮空会 総和空手道 総和空手道 総和空手道

城西小 舟石川小 府中小 大宮西小 岩間第一小 土合小 深芝小 岩間第一小

誠和塾 勝武館東海 石岡壮空会 糸東会大宮 石岡壮空会 秀神館 秀神館 誠武館

川島小 大村小 龍ヶ崎西小 府中小 茨大付属小 船石川小 水海小 八原小

一友会 明野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 流空会 石岡壮空会 誠武館 勝武館東海 総和空手道 流空会

須田小 府中小 上山川小 古河第四小 府中小 古河第四小

秀神館 石岡壮空会 結城誠和塾 彰考館 石岡壮空会 彰考館

永山小 東小 古河第四小 小絹小 緑岡小 三笠小 川島小 那珂湊第三小

剛和会 石岡壮空会 総和空手道 新井塾 茨魂会 青雲塾 一友会茨城 那珂湊

阿見小 大村小 植松小 水海小 あずま西小 長岡小 寺原小 柴崎小

糸東会阿見 明野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 秀神館 総和空手道 流空会桜東会 水戸松濤館 新井塾 流空会桜東

古河第七小 園部小 北川根小 軽野小 友部小 双葉台小 飯豊小 水海小

彰考館 石岡壮空会 友心会 秀神館 友心会 茨魂会 水戸武道会 総和空手道

太田小 水海小 古河第七小 村田小 旭北小 友部小 高田小 坂本小

高山道場 総和空手道 彰考館 明野スポーツ少年団 英心会 友心会 松仁館 自然会東海

五霞東小 大村小 小絹小 寺原小 柴崎小 長堀小 阿見小 三笠小

総和空手道 明野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 新井塾 新井塾 高山道場 勝武館 糸東会阿見 青雲塾

萩野間　隼登

武藤　絢祐

伊藤　あかり

6年生 宮﨑　可純 山口　瑠菜 田村　麗奈 菊地　悠月 小嶋　日向子 大髙　つかさ 水戸部　菜花 滝本　千穂里

皆川　唯真 石田　美奈 志水　萌花 斎藤　愛佳5年生 内田　陽子 斎藤　智夏 亀田　美々

篠田　ひより

4年生 清山ひなた 岩崎　杏菜 菅谷　友愛 斎藤　和華 古澤　花梨 清水　みやび 大内　梨聖 斎藤　奏海

八文字　乙葉
　

女

　

子

3年生 是枝　菜々美 山口　なな 岡田　亜衣 亀川　優月 森田　由良 小野　藍瑠 井橋　咲枝

羽生　そら 五味渕　凛 笹沼　実加子 柳田　朋花2年生 色川　華音 鈴木　麗櫻 岩澤　奈々

石井　秀汰

1年生 幸保　佑來 甲　花々音 須藤　瑠音 今泉　美菜 大橋　心音 重久　和可菜

新田　琢馬 小林　昴輝 照沼　蓮斗 藤田　大地6年生 渡辺　大翔 松崎　大将 亭嶋　飛龍

中島　怜太

5年生 押田　永遠 石川　大翔 大塚　慎吾　 佐藤　慶典 宮園　凌雅 深谷　武玖

伊藤　瑠聖 間中　尚貴

宇佐見　流世 田中　惟央飯塚　琉伊 金澤優希哉 友部　真也 石田　誠汰

神野　聖哉 多辺田　勝将

藤原　樹 幸保　杏知 遠井　泰嘉 杉山　大輝

　

男

　

子

3年生 永山　仁一朗 根本　歩夢

4年生 熊谷　成将

黒沢　颯馬

2年生 深谷　和甲 山本　大輝 高野　琉斗 高都　希武 金海　聖人 菊地　秀彬 高倉　竜人 大久保　逸人

小原　由士 小宮　陽向 ラナワカ　龍 深谷　悠斗1年生 藤原　聖 太田　虎志朗 川井　大和

敢闘賞 団体名 敢闘賞 団体名敢闘賞 団体名 敢闘賞 団体名

中山　彩羽

組手競技 優　　勝 団体名 準優勝 団体名 第３位 団体名 第３位(４位) 団体名

斉藤　菜名子 高根澤　玲緒 松永　玲緒奈 大内　清夏6年生 小森　菜那 鬼沢　花恋 川上　真央

5年生 星野　友希 綿引　比菜乃 森　彩那 寺島　萌恵 石塚　藍梨 武士　琴美 小川　奈優 宮田　祐愛

石田　莉菜 仁平　舞香

4年生 石塚　颯綺 小須田　怜花 大野　優杏 久保田　りみ 平野　愛華 岡部　瑞生 松永　里瑠彩

山中　栞璃 野村　綾香 丸山　紗空 吉田菜々美

　

女

　

子

3年生 五十嵐　梨紗 鈴木　芽彩

2年生 町田　友花 高林　茉央 仁平　花梨 森島　碧妃 小貫　茉采 高野　琳 針谷　実寿 大森　杏莉

藤岡　利歌 磯野　六花 藤岡　美歌 小川　茉椰1年生 髙野澤　樹里 間中　莉紗 武石　萩華

益子　拓大

6年生 鈴木　勇憂 高橋理貴斗 倉持　海斗 小谷　亮人 山谷　陽平 川口　悠亜 赤松　海征 柳田　真聖

野澤　甲斐 橋本　悠河 井上　歩 石井　志音5年生 松本　龍星 川上　銀大 須藤　丈瑠

山下　智幹

4年生 平賀　綾人 佐藤　唯翔 中山　巧巳 倉持　隼人 下平　英生 山野　太陽 五十嵐　太紀

斎藤　優月
　

男

　

子

3年生 中公　幹 高野沢　優 松本　悠空 森島　　琉 稲葉　龍星 斎藤　大雅 飯塚　風気

稲村　慶吾 大山　峻 服部　朗丸 橋本　瑛太2年生 森　　梓斗 小口　心穏 藍澤　皓輝

団体名

1年生 大保　紳浩 大工園来玖川口　岳亜

団体名 敢闘賞 団体名 敢闘賞団体名 敢闘賞 団体名 敢闘賞団体名 第３位 団体名 第３位(４位)形競技 優　　勝 団体名 準優勝




