
【組手の部】

シノザキ　シン カワハラ　リュウヤ コヤマ　リョウ イシカワ　ソウト ヒライ　ガク フジイ　テツオ ソオトメ　タイラ ガモウ　リュウノスケ

篠崎　森 川原　竜也 小山　諒 石川　颯人 平井　冴空 藤井　テツオ 早乙女　泰良 蒲生　龍之介

ホウジョウ　レナキ コンノ　サエ イイノ　ヒカリ エグチ　ミオリ マサキ　アオイ ヤスナガ　アンナ アキヤ　リキョウ スギヤマ　シュリ

北條　伶菜希 金野　咲依 飯野　姫花璃 江口　美緒里 正木　葵 泰永　愛菜 秋谷　李杏 杉山　珠理

フジタ　ハヤテ セキド　ダイキ オサカベ　コウジロウ マセ　シスイ タムラ　ユイト カベ　エイト オザワ　ソウマ スズキ　リュウショウ

藤田　隼颯 関戸　大樹 刑部　光士郎 間瀬　紫水 田村　優弦 加邊　瑛大 小澤　蒼誠 鈴木　龍生

ワタナベ　サキ エノモト　ヒナ ヒトミ　メイサ ｱｷﾊﾞ ﾌｳｶ ナルサワ　ヒマレ キシ　リンカ サノ　ヒナ ヤマザキ　チヒロ

渡邊　咲希 榎本　姫奈 人見　明咲 秋葉　楓花 鳴澤　妃稀 岸　鈴華 佐野　陽菜 山﨑　千寛

シミズ　ハルト タケウチ　コウ オガワ　ソウタ オノ　コウシロウ ツカダ　ユウキ モリアイ　マサヤ ヤマシタ　ミズキ キクチ　マサト

清水　遥斗 竹内　康 小川　颯大 小野　光志郎 塚田　勇輝 森合　将也 山下　瑞貴 菊地　優斗

マシマ　ラン ニシヅカ　アスミ ナガシマ　サラ ナカジマ　アヤネ ノダ　サツキ カドヤ　リンカ タケウチ　リコ シライ　ヒナノ

眞島　蘭 西塚　愛純 ⾧島　さら 中嶌　文寧 野田　幸希 門屋　凜香 竹内　璃子 白井　ひなの

オオタキ　マナト サエキ　ハルミチ タムラ　ジュンセイ ミツハシ　リュウア オサカベ　ケイタロウ ハマダ　ケイジロウ ゴミ　ミクト ホウジョウ　ヒロヤ

大滝　磨那翔 佐伯　春道 田村　潤成 三觜　琉亜 刑部　慶太郎 濱田　慶治郎 五味　未来斗 北條　裕哉

アオキ　ミニカ ナガイ　ヒナ イグチ　ハルカ サクラバヤシ　モナカ カトウ　エリイ タナカ　ルカ トクイ　アヤメ シオミ　レイハ

青木　南似香 永井　姫那 井口　遥夏 櫻林　もなか 加藤　英里依 田中　瑠華 徳井　彩姫 塩見　礼葉

モリモト　ケイスケ オオモリ　アオバ ササキ　ハルト ツチヤ　ケイト ナガイ　テン イイノ　ユウキ フクダ　ハルタ タンポス　ユウジン

森元　啓介 大森　碧葉 佐々木　陽翔 土屋　慶人 永井　天 飯野　祐希 福田　晴太 タンポス　悠人

フジタ　ホノカ シムラ　マスミ クリハラ　ミカ イナムラ　ノア イシダ　ナツキ キミジマ　アイラ サクラバヤシ　ココア フジタ　サキ

藤田　帆乃夏 志村　真澄 栗原　三佳 稲村　乃愛 石田　夏稀 君島　杏空 櫻林　ここあ 藤田　颯希

セキグチ　ケイマ オオダテ　ルカ コウノ　ゲンキ ツジ　ユウキ サトウ　ハルト シマノエ　アイル シブヤ　ショウタロウ トクイ　ショウスケ

関口　恵将 大舘　琉夏 河野　元旗 辻　祐輝 佐藤　陽人 島ノ江　亜琉 渋谷　祥太朗 徳井　渉介

ヨシダ　アミ ウエノ　セナ ハヤシ　トトナ イズミ　ミヤビ コバヤシ　ヒサノ ユハラ　リオ オノ　アヤメ ヨコサカ　ココロ

吉田　杏泉 上野　聖奈 林　友々菜 出水　雅珠 小林　久乃 油原　莉桜 小野　絢夢 横坂　こころ

イシイ　トウマ ツクイ　ユイマル イシカワ　タイガ ヤシロ　コウタ フナキ　タイガ ワタナベ　トワ ツカダ　カズキ シムラ　ヤマト

石井　徹磨 津久井　結丸 石川　大雅 屋代　航太 舟木　大河 渡邉　永遠 塚田　一輝 志村　大和

ヨコハマ　コユキ サイトウ　カノン ヒラシマ　カホ ムロタ　ミズキ リュウ　ホウカ カネコ　ウララ コバヤシ　ココロ ナカゴミ　ノゾミ

横濵　来幸 齊藤　華音 平島　夏帆 室田　みず希 龍　宝花 金子　麗 小林　心 中込　望

サイトウ　ショウ ｸﾗﾓﾁ　ﾘｮｳﾀ シムラ　オリト ヤマオカ　レイシロウ アオキ　ソラ ホリ　ハヤト タグチ　ショウゴ セイノ　シュウタ

齋藤　翔 倉持　伶太 志村　緒李人 山岡　怜士朗 青木　颯良 堀　颯斗 田口　翔悟 清埜　嵩大

フジタ　リン キタガワ　ヒナコ マスモリ　ネイ キムラ　レン ササキ　タカラ フジエ　マイ サノ　リオン サイトウ　ナナミ

藤田　凛 北川　日奈子 増森　寧 木村　蓮 佐々木　天良 藤江　舞衣 佐野　凛音 齋藤　菜々美

オオサワ　ツトム オカダ　ヤスノリ マツモト　タクミ ミノワ　ユウタ オオガネ　ケンリュウ ミノベ　マサヒロ オミ　ショウケン ハセガワ　タクミ

大澤　努 岡田　泰典 松本　拓己 箕輪　優太 大金　憲龍 美濃部　将啓 尾見　奨研 ⾧谷川　巧

ヨシダ　モエ イマイ　アヤカ オクヤマ　ミワ アキモト　レイ クワハラ　ソウカ シイナ　ユウ オガワ　ヤヨイ リュウ　アイミ

吉田　萌笑 今井　絢香 奥山　美和 秋元　怜 桒原　颯夏 椎名　優 小川　弥生 龍　愛弓

イバラキケンホンブ サイタマケンホンブ トウキョウトホンブ チバケンホンブ

茨城県本部 埼玉県本部 東京都本部 千葉県本部

第45回関東地区空手道選手権大会
令和3年11月28日　小瀬スポーツ公園　体育館

優勝 準優勝 3位 ３位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

山梨 栃木 栃木

小学生3年　女子　組手の部 栃木 千葉 茨城 千葉 埼玉 群馬

小学生3年　男子　組手の部 埼玉 埼玉 千葉 三多摩 千葉

東京 神奈川

小学生4年　男子　組手の部 神奈川 茨城 栃木 千葉 東京 埼玉 埼玉 山梨

小学生4年　女子　組手の部 埼玉 埼玉 栃木 茨城 茨城 栃木 東京 神奈川

三多摩 千葉 埼玉

小学生5年　女子　組手の部 東京 千葉 栃木 茨城 千葉 埼玉

小学生5年　男子　組手の部 栃木 三多摩 神奈川 千葉 埼玉

埼玉 山梨

小学生6年　男子　組手の部 茨城 三多摩 栃木 埼玉 栃木 山梨 山梨 栃木

小学生6年　女子　組手の部 栃木 栃木 東京 東京 神奈川 群馬千葉 神奈川

茨城 群馬 神奈川

中学生1年　女子　組手の部 神奈川 山梨 茨城 千葉 神奈川 三多摩

中学生1年　男子　組手の部 埼玉 山梨 三多摩 栃木 群馬

東京 栃木

中学生2年　男子　組手の部 東京 神奈川 山梨 栃木 山梨 千葉 埼玉 群馬

中学生2年　女子　組手の部 埼玉 埼玉 千葉 埼玉 神奈川 栃木 山梨 神奈川

山梨 埼玉 山梨

中学生3年　女子　組手の部 埼玉 東京 東京 三多摩 千葉 埼玉

中学生3年　男子　組手の部 群馬 栃木 三多摩 三多摩 神奈川

茨城 山梨

高校生　男子　組手の部 東京 茨城 山梨 埼玉 神奈川 三多摩 埼玉 東京

高校生　女子　組手の部 茨城 三多摩 東京 茨城 埼玉 埼玉 三多摩 東京

東京 茨城 茨城

一般　女子　組手の部 埼玉 群馬 群馬 埼玉 三多摩 千葉

一般　男子　組手の部 千葉 茨城 神奈川 栃木 東京

東京 千葉

一般　団体　組手の部 茨城 埼玉 東京 千葉


