
第22回茨城県少年少女空手道選手権大会成績表 2022/5/3(火) 会場:堀原運動公園　武道館

鹿島小 宮小 岡田小 中根小

青雲塾 一空会 紫空会 東海自然会

結城西小 八原小 ひたちの牛久小 関城西小

結城誠和塾 糸東会阿見 牛久ＳC 結城誠和塾

大宮小 本郷小 市毛小 下辺見小 下結城小 大洗小 高萩小 久我小

糸東会美和 糸東会阿見 水戸誠武館 総和空手道会 如水会 仁武館 高萩津谷道場 流空会

上大津東小 鹿島小 結城小 石下小

牛久SC 青雲塾 結城誠和塾 紫空会

中根小 坂本小 下大野小 春日小 豊浦小 陽光台小 中根小

春日道場 東海自然会 仁武館 糸洲会つくば 茨城自然会 誠和会茨城 牛久SC

葵小 取手小 松岡小 美和小 五軒小 酒門小 大同西小 陽光台小

仁武館 櫻空塾 高萩津谷道場 糸東会美和 糸東会緒川 暁道場 秀神館 誠和会茨城

結城小 沼崎小

結城誠和塾 茨城剛柔館

石岡小 岩瀬小 国田小 酒門小

糸東会阿見 桜和会 暁道場 暁道場

みどり学園義務教育 中根小 中根小 西牛谷小 羽黒小 坂戸小 つくば国際東風小 那珂湊第三小

剛和会 牛久ＳC 春日道場 総和空手道会 桜和会 暁道場 糸洲会つくば 勝武館本部

友部小 谷田部小 古里小 五軒小 緒川小 舟石川小

糸東会阿見 糸洲会つくば 大和空手道 糸東会緒川 糸東会緒川 FKC

五所小 南小 中根小 川島小

結城誠和塾 仁武館 牛久ＳC 一友会茨城

石下小 塙山小 阿見第一小 高萩小 神谷小 大宮小

紫空会 暁道場 糸東会阿見 高萩津谷道場 牛久ＳC 糸東会美和

寺原小 高井小 取手西小 阿見第一小

新井塾 新井塾 新井塾 糸東会阿見

津田小 村田小 平井小 西豊田小 阿見第二小 笠原小 寺原小 守谷小

櫻和塾 糸東会緒川 青雲塾 優和会 糸東会阿見 暁道場 天空館 天空館

取手西小 高井小 永山小 寺原小 土浦第二小 高井小 古河第六小 八原小

新井塾 新井塾 新井塾 新井塾 糸東会阿見 新井塾 剛和会 流空会

波崎西小 永山小 永山小 石下小 堅倉小 津田小 古河第四小 古河第四小

秀神館 新井塾 新井塾 紫空会 石岡壮空会 櫻和塾 総和空手道会 彰考館

太田小 阿見第一小 やたべ土合小 寺原小 長山小 黒内小 取手東小 水海小

秀神館 糸東会阿見 秀神館 新井塾 流空会 天空館 天空館 総和空手道会

納場小 太田小 納場小 御所ケ丘小 波崎小 友部小 やたべ土合小 江戸崎小

石岡壮空会 秀神館 石岡壮空会 天空館 秀神館 糸東会阿見 秀神館 糸東会阿見

大谷東小 小絹小 舟石川小 小絹小

結城誠和塾 天空館 FKC 天空館

戸頭小 納陽小 寺原小 島名小 堀口小 古里小 波野小

天空館 石岡壮空会 新井塾 紫空会 勝武館本部 大和空手道 青雲塾

寺原小 寺原小 高井小 高井小 高井小 石神小 坂本小 三笠小

新井塾 新井塾 新井塾 新井塾 新井塾 FKC 東海自然会 青雲塾

城ノ内小 久賀小 要小 佐野小 中根小 西牛谷小 友部第二小 小絹小

流空会 新井塾 茨城剛柔館 櫻和塾 牛久ＳC 総和空手道会 友心会 天空館

寺原小 大井沢小 守谷小 高井小

新井塾 天空館 天空館 新井塾

今鹿島小 高井小 高井小 大谷東小 名崎小 植松小 守谷小 白山小

茨城剛柔館 新井塾 新井塾 結城誠和塾 結城誠和塾 秀神館 天空館 新井塾
大木　里菜

山澤　葵

　
女
　
子

6年生 中山　楓 板東　心愛 板東　叶恋 佐藤　夢花

2年生 岩佐　小春

佐藤　良咲 廣瀨　遥成島　朱莉

岡田　眞海

4年生 飯野　姫花璃 岡田　せな フェルナンド 蘭花 山田　芽依 宮城　百花 齋藤　小雪 海老澤　凛杏 石原　優羽

小綿　珠々音 佐山　夏瞳 宮本　麗央 飛田　理心

5年生 横溝　結菜 広瀬　菖 田中　優海

鎌田　弥里 秋山　玲萊 橋本　愛梨

安藤　桃葉

塚本　瑚夏

6年生 小綿　柚希

　
女
　
子

3年生 岡田　陽菜乃 西野　紗菜

1年生 廣瀬　ななみ 成島　千尋

　
男
　
子

福島　葉介

大畠　隆世 飯田　登生 荒井　響介

武田　桃佳 池田　采音

萩谷　陽花 石原　朱莉

髙橋　翠月

工藤　怜生 平岡　柊真 堀井　陽葵 網代　雅久

宇都木　羚

3年生 海老原　希夢 原武　漣太郎 浦田　清雅 杉山　禎軌 大和田　颯 武田　快音 長沼 來

佐藤　誠太 川村　朔摩

鳴澤　稀友

4年生 菅宮　清志郎 新井　寿希 中村　仁貴 中嶌　和貴 郡司　桐吾 石井　晴基

2年生 石井　逞真 花塚　伊織 根本　淳太郎 高野　稜大

5年生 工藤　琉生 宮本　昊青 津賀　千宗

敢闘賞
小学校名
団体名

杉山　翔軌 関戸　大樹 鈴木　雄介 高倉　海斗

横張　優空 船場　丞

小学校名
団体名

1年生 岡田　龍志 鎌田　一槻 三戸　那音 宮本　大輝

第３位(４位)
小学校名
団体名

笠原　光姫

敢闘賞
小学校名
団体名

敢闘賞

横須賀　理花

4年生 大畠　愛蘭

敢闘賞
小学校名
団体名

小学校名
団体名

6年生 中嶌　文寧 緑川　百恵 中原　恵美 石川　瑠菜 高野　莉朱

組手競技 優　　勝
小学校名
団体名

準優勝
小学校名
団体名

第３位

3年生 岡元 杏樺 金城　優花 齋藤　愛美 初見　結和 小林　愛奈 梶　稟菜 青木　優奈

北市　めぐ 武田　愛琉 井出　ちはや ダンカン　ミア 鯨岡　桜麗

染谷　きよら

5年生 髙﨑　ほのか 杉山　凜桜 竹内　優維 柿木　咲智

2年生 底　里桜菜 田㟢　千尋 坂本　悠乃 片田　伊織

1年生 小河原　妃桜

菅谷　奏太 鈴木　拓望

5年生 齋藤　匡希 橋本一輝 久野　龍正 沓澤　凌太郎 大平　凱士朗

ラルン　ケイジ 奈良　彩翔

6年生 長洲　虎之介 瀧元　耀斗 髙埜　暖人 佐藤　廉丸 井出　悠宣 梶　蒼英

大久保　光騎 柴山　陽

3年生 高野　珠怜 大和田　陸巧 久米田　篤徳 松﨑　海莉 松村　亮佑 高谷　知義

4年生 沼田　敦史 栗原　英斗 小河原　陽真 服部　真翔

　
男
　
子

2年生 芦澤　和樹 大貫　潤哉 山田　航輔 池田　蒼

形競技 優　勝
小学校名
団体名

準優勝
小学校名
団体名

第３位
小学校名
団体名

第３位(４位)
小学校名
団体名

敢闘賞
小学校名
団体名

敢闘賞
小学校名
団体名

敢闘賞
小学校名
団体名

敢闘賞
小学校名
団体名

1年生 栗原　昭斗 一ノ瀬　篤 大久保　慶宣 磯﨑廉之助


