
（一社）日本空手協会 第 47 回東北地区空手道選手権大会入賞者 結果一覧

平成 30 年 6月 24 日（日）鶴岡市小真木原総合体育館

太文字が仙台支部選手

種    目 1  位 県名 ２  位 県名 ３  位 県名

小学３年男子形 阿部 元寿 宮城 井上 元気 山形 菊地 誠将 山形

小学４年男子形 阿部 柚貴 宮城 二瓶 颯太 宮城 橋本 琉夢 宮城

小学５年男子形 後藤 優斗 青森 大坂 恭平 秋田 笠原 光琉 宮城

小学６年男子形 佐藤 海斗 山形 船橋 龍介 青森 工藤 麗矢 青森

中学１年男子形 齋藤 琉之介 青森 加藤 麟太郎 山形 丸子 慶二郎 青森

中学２年男子形 成田 匠汰 青森 小松 宰己 宮城 安田 稀星 青森

中学３年男子形 越 翼 青森 甲田 慎之介 青森 工藤 駿希 山形

高校男子形 岸谷 洸希 山形 佐藤 篤 岩手 千葉 輝 宮城

一般大学男子形 小川 稜二 秋田 文屋 樹 宮城 今野 裕登 宮城

小学３年男子組手阿部 元寿 宮城 笠原 要悦 宮城 木村 水海 青森 砂越 真波路 宮城

小学４年男子組手阿部 柚貴 宮城 加藤 斗耶 青森 阿部 唯人 宮城 橋本 琉夢 宮城

小学５年男子組手庄司 大和 宮城 新山 蒼志郎 青森 佐藤 洸空 秋田 佐藤 陸叶 宮城

小学６年男子組手小幡 大斗 宮城 佐沼 唯楽 宮城 上小路 魁里 岩手 野田 来我 岩手

中学１年男子組手平塚 星羽 宮城 丸子 慶二郎 青森 加藤 麟太郎 山形 齋藤 琉之介 青森

中学２年男子組手氏川 賢哉 山形 加藤 敬太 宮城 星 晴貴 宮城 石田 拳介 宮城

中学３年男子組手阿部 海星 宮城 髙橋 銀 宮城 対馬 岳斗 青森 久保 心穏 青森

高校男子組手 千葉 輝 宮城 後藤 健瑠 山形 佐藤 篤 岩手 吉田 悠馬 岩手

一般大学男子組手成澤 正和 山形 児玉 侑也 宮城 後藤 岬 宮城 今野 裕登 宮城

小学３年女子形 太田 絢香 宮城 高橋 杏奈 宮城 真木 雛乃 山形



小学４年女子形 葛西 舞瑠々 青森 鈴木 緋乃 宮城 本堂 里織 青森

小学５年女子形 岡部 心愛 青森 遠藤 涼 福島 前田 埜乃香 青森

小学６年女子形 松本 恋奈 宮城 松山 美紅 福島 小川 凉音 青森

中学１年女子形 船水 明莉 青森 工藤 千聖 山形 秋田 麗 青森

中学２年女子形 奥山 海路 山形 阿部 カノア 宮城 今野 愛海 宮城

中学３年女子形 鈴木 遥名 宮城 中川 桜 宮城 佐藤 夏鈴 秋田

高校女子形 千葉 佳 岩手 澤村 真実 岩手 小松 奈々華 宮城

一般大学女子形 及川 風香 岩手 松森 杏菜 秋田 太田 裕子 宮城

小学３年女子組手千葉 琉夏 青森 佐々木 瑠夏 青森 女澤 美佑 岩手 高橋 杏奈 宮城

小学４年女子組手葛西 舞瑠々 青森 船橋 美優 青森 鈴木 緋乃 宮城 栗谷 真琴 宮城

小学５年女子組手渋谷 俐々愛 青森 猪股 桜香 宮城 蝦名 桜來 青森 岡部 心愛 青森

小学６年女子組手有馬 和 青森 小野寺美唯菜 宮城 大森 珠葵 岩手 江頭 妃愛 宮城

中学１年女子組手船水 明莉 青森 鈴木 椛琳 宮城 髙橋 さくら 宮城 秋田 麗 青森

中学２年女子組手福村 愛梨 宮城 福田 歩生 宮城 船水 日和 青森 丸岡 柊 青森

中学３年女子組手児玉 真依 宮城 鈴木 遥名 宮城 金崎 ののか 青森 村上 愛 宮城

高校女子組手 澤村 真実 岩手 小野寺 奈美 岩手 伊藤 清花 宮城

県対抗組手団体戦宮城県 山形県 岩手県 秋田県


