
優勝 道場名 準優勝 道場名 3位 道場名 4位 道場名 敢闘賞 道場名

型初・中級の部 本多星磨 郡山安積道場 渡邊実来 表郷道場 齋藤琴菜 西郷東道場 小松原麻璃愛 西郷東道場 型の部 関口貴大 東京 友心会

型上級の部 鈴木統河 MS須賀川道場 大住柊太 矢吹道場 藤本のぞみ 東京 友心会 中前翔明 郡山富田道場 高校女子の部 髙野朱羽 福島霞町道場

幼年女子の部 氏家彩葵 郡山富田道場 吉田莉央 極真会館 真岡道場 高校生男子の部 虎山光志 神奈川 釘嶋道場

幼年男子の部 柳沼壱歩 MS須賀川道場 吉田蓮 西郷東道場 ⾧瀬柊之助 至真会館 鈴木大嘉 三春道場 女子シニアの部 中川沙織 西郷東道場

小学１年生女子の部 多田陽奏 実戦空手道 琢磨会 船田彩 山形武徳会 髙久小茉希 矢吹道場 加藤帆乃香 二本松道場 男子シニアの部 佐々木岳 実戦空手道 一心會

小学１年生男子の部 鈴木朝陽 表郷道場 佐藤彪斗 松島空手道場 布施川敢太 郡山富田道場 小宅遵 矢吹道場 一般女子の部 入船紗綺 修慧会

小学２年生女子の部 込山琴葉 東北空手道場 浅川可憐 極真会館 宮城県本部 八木沼杏奈 MS須賀川道場 渡邊月愛 表郷道場 一般男子の部 小林征矢 福井 今城道場

小学２年生男子の部 遠藤更和 総極真大石道場 前田響 総極真大石道場 小松廉 神奈川 釘嶋道場 千葉琉之郎 松島空手道場

小学３年生女子の部 磯貝穂乃香 神奈川 釘嶋道場 茨木彩恵 神奈川 釘嶋道場 添田千愛 矢吹道場 多田彩愛 実戦空手道 琢磨会

小学３年生男子の部 佐藤烈凰 松島空手道場 櫻井想真 松島空手道場 村上諒真 郡山富田道場 鈴木大雅 神奈川 釘嶋道場

小学４年生女子の部 ⾧瀬楓歩 至真会館 遊佐愛莉 松島空手道場 中嶋美羽 実戦空手道 琢磨会 和賀蓮花 実戦空手道 一心會

小学４年生男子の部 磯⾧優吏 東京 友心会 樺澤継志 理心館 鹿野京汰 松島空手道場 池下蒼介 郡山富田道場

小学５年生女子の部 佐藤愛心 松島空手道場 浅川優海 極真会館 宮城県本部 小松原るあな 西郷東道場 佐藤莉愛 伊達道場

小学５年生男子の部 秋田祐誠 誠真会館 東伏見道場 鈴木雷騎 郡山富田道場 石嶋琉希亜 白蓮会館 山形支部 今泉裕友 郡山富田道場

小学６年生女子の部 大石香歩 至真会館 吉成若菜 矢吹道場 ⾧瀬虹歩 至真会館 半澤咲希 極真会館 宮城県本部

小学６年生男子の部 鈴木猛 黎明会館 小林頼矢 福井 今城道場 遠藤稜久 矢吹道場 大部真人 東京 友心会

中学1年生女子軽量の部 谷内菜々心 埼玉 橋本道場 込山穂夏 東北空手道場

中学1年生男子軽量の部 遠藤志磨 総極真大石道場 氏家榮崇 松島空手道場 吉田大我 極真会館 真岡道場 鈴木煌凰 郡山富田道場

中学1年生女子重量の部 荒井美憂 至真会館 小川結生 白河道場

中学1年生男子重量の部 根岸恒誠 総極真大石道場 今川竣太 郡山富田道場 鈴木勇翔 黎明会館 松八重祐希 極真会館 宮城県本部

中学2・3年生女子軽量の部 染谷沙菜 千葉武颯会 酒井美緒 郡山富久山道場 吉津花 郡山安積道場 和賀優杏 実戦空手道 一心會

中学2・3年生男子軽量の部 鈴木健吾 黎明会館 真壁信吾 矢吹道場 本多星磨 郡山安積道場 津守陽 郡山大槻道場

中学2・3年生女子重量の部 小林夢果 福井 今城道場 岡部陽茉梨 郡山富久山道場 渡邉住衣 MS須賀川道場 水野希美 MS須賀川道場

中学2・3年生男子重量の部 佐藤心 北海道 佐藤道場 後藤朔良 福島佐倉道場 石原龍冴 北海道 佐藤道場 猪狩成正 郡山富田道場

高校生女子軽量の部 高橋有沙 極真会館 宮城県本部

高校生男子軽量の部 横田雅斗 郡山大槻道場 外川遥大 郡山富田道場 中前純泰 郡山富田道場 今川蓮也 郡山富田道場

高校生女子重量の部 松田理央 埼玉 橋本道場 近藤菜乃 東京 友心会

高校生男子重量の部 河崎尊 総極真大石道場 本間彪雅 東京 友心会

女子シニアの部 安岡麻由良 空手道 講士館 山上幸子 空手道 講士館 中川沙織 西郷東道場 永山晃子 福島佐倉道場

男子シニアの部 佐藤明浩 郡山富田道場 佐藤泰典 郡山大槻道場 生田目義栄 郡山安積道場 大野満春 西郷東道場

一般女子軽量の部 前林未悠 郡山大槻道場 藤本のぞみ 東京 友心会 鈴木唯愛 福島佐倉道場 本間りりあ 郡山富久山道場

一般女子中・重量の部 諏訪本わかな 神奈川 釘嶋道場 野澤歩生 総極真大石道場 入船紗綺 修慧会 髙原千冬 郡山安積道場

一般男子軽量の部 角田樹唯 郡山富田道場 大髙大周 白蓮会館 山形支部 中前翔明 郡山富田道場 熊田剛 MS須賀川道場

一般男子中量の部 日下部尚人 総極真大石道場 大住柊太 矢吹道場 古川響己 郡山安積道場 白石恵介 白河道場

一般男子重量の部 日下部尚弥 総極真大石道場 鈴木統河 MS須賀川道場

身体障がい者チャリティー 東日本大震災復興支援チャリティー 

「オープントーナメント第１６回全福島空手道選手権大会」結果表


