
種　目

優　勝 吉田健吾 誠章館静内 宮下奈々 誠章館静内 宮下慶士 誠章館静内 塩野谷麗花 志濤館 沖田寅貴 誠章館 平岡夢彩 志濤館

準優勝 福士燿貴 泊親会 佐々木舞衣 誠章館 田邉翔 志濤館 鈴木華 志濤館 今井柊斗 志濤館 新川恵麻 誠章館静内

第三位 中村圭吾 成空会川沿 島村葵奈 善道會 沖田竜乃進 誠章館 佐々木和奏 志濤館 金澤晴凪 泊親会 高橋風伽 清心会

第三位 岩佐瑠十 誠章館静内 鈴木愛莉 王子製紙 内山幹太 志濤館 平岡夢奏 志濤館 土屋檜生 清心会 佐々木凛桜 誠章館

敢闘賞 天野佐亮 清心会 鈴木優斗 王子製紙 高橋若菜 善道會 山本歩夢 鵡川清流会

敢闘賞 中村優月 成空会川沿 渡辺哲庸 志濤館 駒木咲優希 泊親会 久保朔也 善道會

敢闘賞 佐藤大真 善道會 田畑璃久 鵡川清流会 舘小路心愛 善道會 磯田優成 誠章館

敢闘賞 福澤怜 志濤館 鈴木珀乃慎 誠章館 鈴木美梨 泊親会 鈴木陽翔 泊親会

種　目

優　勝 速水佑之介 志濤館 磯田詩衣菜 誠章館 第40回苫小牧地区少年少女空手道錬成大会
準優勝 小川柊太 志濤館 中本優愛 志濤館 苫小牧市スポーツ協会70周年記念・財団化30周年記念大会
第三位 青沼優蔵 王子製紙 漆原佑香 誠章館静内 2022年６月２６日：苫小牧市川沿公園体育館
第三位 髙橋善賀 清心会 速水里桜 志濤館

敢闘賞 南ハイメ智祈 鵡川清流会 平川和奏 王子製紙

敢闘賞 曽賀太門 王子製紙 袖村唯花 善道會

敢闘賞 丹羽丞 鵡川清流会 山下華歩 清心会

敢闘賞 舘小路禮渉 善道會

種　目

優　勝

準優勝

第三位

第三位

鵡川清流会

志濤館A 志濤館

志濤館B 王子製紙

中学生(男子) 中学生(女子)

団体形試合

小学3～4年 中学生

2022.6/26(日)

総　合　成　績 - １

個人形試合

小学1～2年(男子) 小学1～2年(女子) 小学3～4年(男子) 小学3～4年(女子) 小学5～6年(男子) 小学5～6年(女子)



総　合　成　績 - ２

種　目

優　勝 中村圭吾 成空会川沿 宮下奈々 誠章館静内 宮下慶士 誠章館静内 塩野谷麗花 志濤館 西原遥隆 善道會 新川恵麻 誠章館静内

準優勝 吉田健吾 誠章館静内 佐々木舞衣 誠章館 渡辺哲庸 志濤館 佐々木和奏 志濤館 今井柊斗 志濤館 平岡夢彩 志濤館

第三位 宮澤昊正 誠章館静内 佐藤遼臥 成空会川沿 鈴木華 志濤館 橋本玲尚 善道會 高橋風伽 清心会

第三位 岩佐瑠十 誠章館静内 田邉翔 志濤館 平岡夢奏 志濤館 土屋檜生 清心会 佐々木凛桜 誠章館

敢闘賞 長野謙成 成空会川沿 田畑璃久 鵡川清流会 舘小路心愛 善道會 漆原亨亮 誠章館静内 高橋彩乃 鵡川清流会

敢闘賞 中村優月 成空会川沿 内山幹太 志濤館 山本歩夢 鵡川清流会

敢闘賞 鈴木徠牙 成空会川沿 多田一惺 成空会川沿 沖田寅貴 誠章館

敢闘賞 藤田大翔 成空会川沿 西村颯佑 成空会川沿 佐藤伶耶 善道會

種　目

優　勝 林依吹 成空会川沿 速水里桜 志濤館

準優勝 小川柊太 志濤館 漆原佑香 誠章館静内

第三位 松芳昊海 成空会川沿 高野朱里 志濤館

第三位 岡田飛翔 成空会川沿 磯田詩衣菜 誠章館

敢闘賞 江本幸史 鵡川清流会 西村百花 成空会川沿

敢闘賞 速水佑之介 志濤館 中本優愛 志濤館

敢闘賞 金澤元気 志濤館 袖村唯花 善道會

敢闘賞 小野愁音 善道會

種　目

優　勝

準優勝

第三位

第三位

志濤館A 成空会川沿A

鵡川清流会

成空会川沿A 志濤館B 志濤館

成空会川沿B 成空会川沿 成空会川沿B

小学5～6年(女子)

中学生(男子) 中学生(女子)

団体組手試合

小学1～2年 小学3～4年 中学生(男子)

個人組手試合

小学1～2年(男子) 小学1～2年(女子) 小学3～4年(男子) 小学3～4年(女子) 小学5～6年(男子)


