
ふりがな ちばりおん りゅうほうか さかたてる にしずかゆうま たかはしはるみち いわながゆうせい ねもとえつ しみずはるや

形 千葉　凛音 龍　宝花 坂田　輝 西塚　悠真 高橋　晴道 岩永　悠聖 根本　越 清水　遥矢

（ 所属 ） 君津 五井 北総 船橋 君津 君津 作新台 君津

ふりがな おかざきよしき かわみつたける しのざきしおん くによしこうた たかみどりかいと たかぎひろ しのざきりおん おおひなたゆうと

形 岡﨑　至輝 川満　健竜 篠崎　汐音 國吉　康太 高緑　海翔 高木　比呂 篠崎　璃音 大日向　裕翔

（ 所属 ） 市川 花見川 市原 市原 作新台 松戸 市原 習志野少年

ふりがな もりなのは たきかわつづみ みはたゆめ たかはしりお たきぐちかな まるさとみ なかやあゆみ しもやまあみ

形 守　なのは 滝川　つづみ 御幡　ゆめ 高橋　璃央 滝口　華奈 丸　里実 中谷　渉未 下山　亜実

（ 所属 ） 涛心館本部 野田 花見川 天津小湊 市原 五井 五井 習志野少年

ふりがな ちばしょうた はやしたいせい いしいこうすけ たかはしせいしん とくえりゅうき はせがわたくみ おおかわこうすけ ごとうひびき

形 千葉　翔太 林　大聖 石井　康介 高橋　晴心 徳江　隆輝 長谷川　匠 大川　幸祐 後藤　響輝

（ 所属 ） 君津 船橋 君津 君津 流山 君津 花見川 船橋

ふりがな かわもとにこ わたなべもえ いむたあゆり にしかわみらん よしだみゆき ちばまい はなうえゆうり なかじまなお

形 川本　仁香 渡辺　萌 藺牟田　彩莉 西川　光蘭 吉田　深雪 千葉　真衣 花上　友梨 中島　奈緒

（ 所属 ） 花見川 作新台 京葉 作新台 作新台 国際千葉 市川 涛心館本部

ふりがな もりのぞむ すえきしょうま ながおかいね すずきだいご にしかずま くろさわけんしろう にいおかたくみ さとうこたろう

形 守　希望 末木　翔馬 永尾　海音 鈴木　大悟 西　和真 黒澤　賢史郎 新岡　匠 佐藤　虎太郎

（ 所属 ） 涛心館本部 船橋 大網 君津 市川 松戸 涛心館本部 作新台

ふりがな つきじゆうか ひゅうがななみ わたなべみらい きたはらあいな がもうあゆな ねもとたまみ うちだこはる かつざわかえで

形 築地　友布加 日向　七海 渡辺　未来 北原　愛菜 蒲生　あゆな 根本　珠海 内田　心春 勝澤　楓

（ 所属 ） 仁戸名 大網 作新台 松戸 君津 作新台 習志野少年 市川

ふりがな しとうたつや こんのりゅうせい すどうゆうすけ おかもとひろなお なかむらかいと はまだぜん きたもりけんしろう あいきょうかずき

形 市東　達也 今野　竜誠 須藤　結亮 岡本　紘直 中村　海斗 葉満田　然 北森　拳士郎 相京　和希

（ 所属 ） 大網 涛心館本部 松戸 大網 花見川 市川 袖ヶ浦 酒々井

ふりがな はなおかるな いけだまな ひらいわあや うさかゆずき いぬまるまな りゅうあいみ さえぐさみずき こうたりゆりか

形 花岡　瑠菜 池田　麻菜 平岩　明也 鵜坂　柚希 犬丸　麻那 龍　愛弓 三枝　美月 神足　優里香

（ 所属 ） 船橋 君津 作新台 仁戸名 大網 五井 花見川 京葉

ふりがな たかはしとわ かわしまけいと くりはらたかゆき たなかまさひろ まついかずあき さいとうゆうき きりゅうひでき かとうゆうたろう

形 高橋　飛羽 川島　慶士 栗原　隆行 田中　優大 松井　和明 齋藤　優貴 吉立　秀毅 加藤　優太郎

（ 所属 ） 涛心館本部 北総 松戸 作新台 流山 五井 流山 松戸

ふりがな はやしみゆか やばなつき あまのちほ よこやまちえ たかはしまこ みやまりか かわあゆみ たかはしりんか

形 林　美有香 八馬　菜月 天野　千帆 横山千恵 高橋　眞心 宮　毬花 川　歩未 高橋　凜花

（ 所属 ） 船橋 涛心館本部 花見川 船橋 君津 市原 花見川 天津小湊

ふりがな いけだゆうすけ うさかしゅんすけ たきもときよと おおいしくが はねいしたけまさ ひらいりゅうせい わたなべりゅう まるばやしかいと

形 池田　祐輔 鵜坂　俊輔 瀧本　聖人 大石　空雅 羽石　武将 平井　龍晟 渡辺　龍 丸林　海斗

（ 所属 ） 君津 仁戸名 北総 大網 涛心館本部 北総 作新台 君津
ふりがな すずきなつき しとうなつみ ながいももあ すずきゆうか いいだはつね おおかわみく もとざわみずほ はにゅうあいな

形 鈴木　七月生 市東　夏海 長井　桃愛 鈴木　優花 飯田　初音 大川　弥久 本澤　瑞穂 羽生　愛菜

（ 所属 ） 涛心館本部 大網 大網 大網 花見川 花見川 国際千葉 作新台

ふりがな こんのらいき やばはやせ まつだなおき ひぐちゆうき せきねたつや のりまつなおや わたなべるか やまもときょう

形 今野　羅偉輝 八馬　隼世 松田　直樹 樋口　結己 関根　辰哉 乗松　直哉 渡邊　瑠郁 山本　響

（ 所属 ） 涛心館本部 涛心館本部 船橋 船橋 五井 五井 五井 五井

ふりがな りゅうまゆこ きたがわひろこ みきもえか あまのゆうみ すずきちゃみ たきもとまお たなかあずさ きくちゆい

形 龍　麻優子 北川　浩子 三木　萌花 天野　優海 鈴木　茶美 瀧本　真生 田中あずさ 菊地　結

（ 所属 ） 五井 大網 涛心館本部 花見川 君津 北総 作新台 野田

ふりがな もとりゅうじ ひらのしょうき さとうきたろう まつだりょうや みずたにりょうま たぐちこうすけ たかだけいすけ ひゃくたけつよし

形 本　龍二 平野　将義 佐藤　喜太郎 松田　凌弥 水谷　綾真 田口　浩輔 高田　蛍佑 百武　毅

（ 所属 ） 大網 君津 酒々井 船橋 涛心館千葉 松戸 學而館 涛心館本部

ふりがな わきたそら すずきえみ こぐちりお たかなしみく おかもとまり みうらあや へぎゆいか おおいわえりか

形 脇田　蒼莉 鈴木　笑美 小口　莉央 高梨　未来 岡本　真里 三浦　彩 枌　唯香 大岩　恵利花

（ 所属 ） 船橋 涛心館本部 大日 北総 大日 習志野少年 花見川 習志野少年

ふりがな あまのようすけ もりともき つじもとしょうへい みなみあきみ いけだとおる たけだゆうま ほしのかんじ いいじまたかし

形 天野　陽介 森　智規 辻本　尚兵 南　陽水 池田　透 武田　祐馬 星野　寛治 飯島　崇

（ 所属 ） 花見川 千葉工大 大網 千葉工大 松戸 日本空港サ 千葉工大 有秋空手ク

ふりがな こいであやめ さとうふみか くまがいはるか ひぐらいあやの かいほちか こばやしきょうか かんばらことね かすがわかな

形 小出　亜弥芽 佐藤　文香 熊谷　遥香 日暮　彩乃 海保　千佳 小林　京佳 蒲原　琴音 春日　若菜

（ 所属 ） 酒々井 酒々井 學而館 學而館 市原市役 千葉工大 市川 野田

形 千葉工業大学A 松戸支部 習志野会少年部 千葉工業大学B 學而館道場 日本空港サービスA 北総支部 日本空港サービスB

第40回千葉県空手道選手権大会結果　（形）　　2014年4月26日（土）
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ふりがな あきやまけいしゅん ちばりおん りゅうほうか ごとうまいは あべのぞむ かないなつき さかたてる ふじひらりゅうご

組手 秋山　慧旬 千葉　凛音 龍　宝花 後藤　舞衣葉 阿部　望 金井　菜津希 坂田　輝 藤平　龍吾

（ 所属 ） 作新台 君津 五井 船橋 市川 松戸 北総 国際千葉

ふりがな かわみつたける よしだしゅうま つかもとゆうた くによしこうた いけだあさひ おかざきよしき なかやまあずな おのしんぺい

組手 川満　健竜 吉田　脩馬 塚本　悠太 國吉　康太 池田　朝陽 岡﨑　至輝 中山　明日成 小野　慎平

（ 所属 ） 花見川 君津 流山 市原 流山 市川 千葉 北総

ふりがな もりなのは たかはしりお まるさとみ たきぐちかな しもやまあみ たきかわつづみ みはたゆめ なかやあゆみ

組手 守　なのは 高橋　璃央 丸　里実 滝口　華奈 下山　亜実 滝川　つづみ 御幡　ゆめ 中谷　渉未

（ 所属 ） 涛心館本部 天津小湊 五井 市原 習志野少年 野田 花見川 五井

ふりがな たかはしせいしん こかべゆうせい ごとうひびき まつもとおうた はせがわたくみ おおかわこうすけ まつだひゆう いまぜきりょうぎ

組手 髙橋　清心 小壁　悠星 後藤　響輝 松本　旺太 長谷川　匠 大川　幸祐 松田　飛勇 今関　瞭義

（ 所属 ） 君津 仁戸名 船橋 君津 君津 花見川 習志野少年 千葉

ふりがな なかじまなお まえだありさ わたなべもえ ちばまい いりさわあい きくちまゆ にしかわみらん いたいゆきの

組手 中島　奈緒 前田　有彩 渡辺　萌 千葉　真衣 入澤　亜衣 菊地　真優 西川　光蘭 板井　雪乃

（ 所属 ） 涛心館本部 市原 作新台 国際千葉 市川 野田 作新台 千葉中央

ふりがな さとうともや ながいはるき すえきしょうま もりながひろと むらかみゆうく すずきだいご しらとしょうは あべつくる

組手 佐藤　那哉 長井　温輝 末木　翔馬 森永　啓斗 村上　悠空 鈴木　大悟 白土　将羽 阿部　創

（ 所属 ） 松戸 大網 船橋 仁戸名 松戸 君津 北総 市川

ふりがな つきじゆうか ひゅうがななみ わたなべみらい うちだこはる きたはらあいな ますぶちもえこ がもうあゆな なかやみさき

組手 築地　友布加 日向　七海 渡辺　未来 内田　心春 北原　愛菜 増淵　萌英子 蒲生　あゆな 中谷　美咲

（ 所属 ） 仁戸名 大網 作新台 習志野少年 松戸 船橋 君津 五井

ふりがな こんのりゅうせい おかもとひろなお みきりょうた みうらせいじ たけうちたくみ しとうたつや すどうゆうすけ しょうだあきら

組手 今野　竜誠 岡本　紘直 三木　稜太 三浦　誠司 竹内　匠 市東　達也 須藤　結亮 正田　輝

（ 所属 ） 涛心館本部 大網 涛心館本部 習志野少年 花見川 大網 松戸 學而館

ふりがな よしかわべにお はなおかるな さとうりん りゅうあいみ みわまゆな ひらいわあや とうごうみく いけだまな

組手 吉川　紅緒 花岡　瑠菜 佐藤　凛 龍　愛弓 三輪　真由奈 平岩　明也 東郷　未来 池田　麻菜

（ 所属 ） 国際千葉 船橋 習志野少年 五井 市川 作新台 五井 君津

ふりがな たかはしとわ きりゅうひでき たなかまさひろ なかむらかい まついかずあき くりはらたかゆき ねもとりょうと いいじまゆうだい

組手 高橋　飛羽 吉立　秀毅 田中　優大 中村　快 松井　和明 栗原　隆行 根本　凌翔 飯島　雄大

（ 所属 ） 涛心館本部 流山 作新台 花見川 流山 松戸 北総 流山

ふりがな はやしみゆか よこやまちえ あまのちほ かわあゆみ やばなつき たかはしまこ こばやしひかる くまさかさくら

組手 林　美有香 横山　千恵 天野　千帆 川　歩未 八馬　菜月 高橋　眞心 小林　耀 熊坂　桜花

（ 所属 ） 船橋 船橋 花見川 花見川 涛心館本部 君津 五井 作新台

ふりがな ひらいりゅうせい まるばやしかいと いけだゆうすけ はねいしたけまさ おおいしくが しのざきたくみ あらきせいや うさかしゅんすけ

組手 平井　龍晟 丸林　海斗 池田　祐輔 羽石　武将 大石　空雅 篠崎　拓海 荒木　誠矢 鵜坂　俊輔

（ 所属 ） 北総 君津 君津 涛心館本部 大網 市原 五井 仁戸名

ふりがな ながいももあ しとうなつみ すずきなつき もとざわみづほ おおかわみく いいだはつね すずきゆうか はにゅうあいな

組手 長井　桃愛 市東　夏海 鈴木　七月生 本澤　瑞穂 大川　弥久 飯田　初音 鈴木　優花 羽生　愛菜

（ 所属 ） 大網 大網 涛心館本部 国際千葉 花見川 花見川 大網 作新台

ふりがな こんのらいき やばはやせ かみむらともき せきねたつや わたなべるか のりまつなおや いちすみけいた やまもときょう

組手 今野　羅偉輝 八馬　隼世 上村　友輝 関根　辰哉 渡邊　瑠郁 乗松　直哉 市角　奎太 山本　響

（ 所属 ） 涛心館本部 涛心館本部 五井 五井 五井 五井 習志野少年 五井

ふりがな みきもえか きたがわひろこ りゅうまゆこ あまのゆうみ きみづかれな たきもとまお むらたじゅな

組手 三木　萌花 北川　浩子 龍　麻優子 天野　優海 君塚　玲南 瀧本　真生 村田　樹奈 ―

（ 所属 ） 涛心館本部 大網 五井 花見川 天津小湊 北総 北総

ふりがな ほんだげんま たぐちこうすけ まつだりょうや さとうきたろう さかのそうき とみづかふみや たかだけいすけ

組手 本多　玄馬 田口　浩輔 松田　凌弥 佐藤　喜太郎 坂野　颯樹 富塚　史哉 高田　蛍佑 ―

（ 所属 ） 學而館 松戸 船橋 酒々井 涛心館本部 作新台 學而館

ふりがな おおいわえりか みうらあや こぐちりお おかもとまり さとうちなつ すずきえみ たかなしみく

組手 大岩　恵利花 三浦　彩 小口　莉央 岡本　真里 佐藤　千夏 鈴木　笑美 高梨　未来 ―

（ 所属 ） 習志野少年 習志野少年 大日 大日 學而館 涛心館本部 北総

ふりがな おおさわつとむ みやもとけんじ わたなべけいた いとうけいすけ おおたまこと さえきせいじ いぬまるつきと いろべこう

組手 大澤　努 宮本　健司 渡辺　慧拓 伊藤　恵介 太田　誠 佐伯　清治 犬丸　凡人 色部　耕

（ 所属 ） 習志野会 習志野会 千葉工大 習志野少年 松戸 習志野少年 千葉工大 學而館

ふりがな しいなゆう いちはらしほ ひぐらしあやの こばやしきょうか さとうふみか こいであやめ かんばらことね たかはしみづき

組手 椎名　優 市原　志穂 日暮　彩乃 小林　京佳 佐藤　文香 小出　亜弥芽 蒲原　琴音 高橋　望月

（ 所属 ） 學而館 學而館 學而館 千葉工大 酒々井 酒々井 市川 松戸

組手 習志野会少年部 日本空港サービスA 千葉工大A 千葉工大B ― ― ― ―

第40回千葉県空手道選手権大会結果　（組手）　　2014年4月26日（土）
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