
氏　　名 氏　　名 氏　　名
にしたに　ひでとし たかの　えいきち おおた　あもん

西谷 栄敏 高野 永吉 大田 和門
たかの　えいきち きむら　あおき にしたに　ひでとし

高野 永吉 木村 碧希 西谷 栄敏
はら　こうたろう ふじい　かずたか たけうち　なおや

原 光太朗 藤井 一貴 竹内 直也
はら　こうたろう くりた　たいと はまもり　こうく

原 光太朗 栗田 大翔 浜守 虹空
まつおか　たくま たけした　しんのすけ みやばやし　こうき

松岡 拓真 竹下新之典 宮林 宏綺
まつおか　たくま みやばやし　こうき みやざき　あいと

松岡 拓真 宮林 宏綺 宮崎 愛富
みずの　そうた たけなか　ゆうひ すずき　いっせい

水野 壮大 竹中 勇陽 鈴木 一生
すずき　いっせい やまもと　しゅうと みずの　そうた

鈴木 一生 山本 脩斗 水野 壮大
たかとり　ひろと あずま　りゅうや ひろの　ゆうせい

鷹取 大翔 東　龍弥 野 佑政
あずま　りゅうや たかとり　ひろと やまだ　ゆうすけ

東　龍弥 鷹取 大翔 山田悠介
くぼ　けいと ひらおか　れい さかい　かつよし

久保 慶透 平岡　澪 坂井 亮仁
にしの　りんたろう たなか　のあ たにぐち　かい

西野琳大郎 田中 暖空 谷口　魁
まつだ　りな みやばやし　みゆう おおた　えみか

松田 莉菜 宮林未優奈 大田 笑加
まつだ　りな おおた　えみか みやばやし　みゆう

松田 莉菜 大田 笑加 宮林未優奈
かわはた　なごみ みもり　ひめこ つつい　はるか

川畠 和 三守 媛子 筒井 遥
みもり　ひめこ つつい　はるか かわはた　なごみ

三守 媛子 筒井 遥 川畠 和
いまい　あいさ きど　ゆら なかむら　あん

今井 愛咲 木戸 柚良 中村　杏
きど　ゆら いまい　あいさ なかむら　あん

木戸 柚良 今井 愛咲 中村　杏
ちだ　はるな はつだ　みずき ほりえ　さら

地田 晴菜 初田 瑞姫 堀江 紗良
まつだ　あやな たかの　ひとみ はつだ　みずき

松田 彩菜 高野 仁実 初田 瑞姫
おぎはら　さとか みやばやし　ひな やまだ　きえ

荻原 里佳 宮林 姫向 山田 希映
みやばやし　ひな ながい　ちほこ おぎはら　さとか

宮林 姫向 永井千穂子 荻原 里佳
せんごく　らん きたがわ　めぐ たかい　こゆき

千石　蘭 北川 愛久 高井 来雪
やまざき　なみ せんごく　らん よねだ　ののか

山崎　波 千石　蘭 米田野乃花
はら　りゅうじ きたがわ　たいち なかむら　けいご

原　龍治 北川 太智 中村 圭吾
なかむら　けいご ほりえ　こうせい おおくに　しょうま

中村 圭吾 堀江 航生 大国 奨真
みずの　たいが たにぐち　しゅうご やまもと　わたる

水野大雅 谷口洲五 山本　航
みやの　りょうた ありさわ　えいじ ほしな　かつみ

宮野 椋太 有澤 英志 保科 克海
こだいら　なお ぬの　はるみ やまもと　あきな

児平 奈緒 布野 晴海 山本 明奈
やまもと　あきな つつい　あきら ほしな　さくら

山本 明奈 筒井　晶 保科さくら
わき　はるな さかい　みずき くぼ　まいか

脇　陽菜 坂井 瑞基 久保 舞華
くぼ　まいか わき　はるな かわはら　のぞみ

久保 舞華 脇　陽菜 川原　望
おじま　しょうだい なべたに　しゅんのすけ まえだ　しょうへい

尾島 翔大 鍋谷駿之介 前田 翔平
なべたに　しゅんのすけ ほしな　たくみ いばやし　やすひろ

鍋谷駿之介 保科 拓海 井林 泰洋
まつだ　あずな やなぎ　まなえ うちうぞう　りさ

松田明寿菜 柳　愛永 内生蔵利作
うちうぞう　りさ まつだ　あずな やなぎ　まなえ

内生蔵利作 松田明寿菜 柳　愛永
おもだか　けい まつむら　けんや しみず　けんご

面高　恵 松村 健也 清水 建吾
まつむら　けんや くぼた　たかし しみず　けんご

松村 健也 久保田貴史 清水 建吾
くりた　よしみ ほそみ　みほこ にしむら　みさ

栗田 佳美 細見実穂子 西村 未紗
よしだ　にいな いけうち　あんな にしむら　みさ

吉田 仁奈 池内 杏奈 西村 未紗
たにぐち　たくや ほしな　ゆうひこ たなか　せいき

谷口 拓也 保科 雄彦 田中 聖希
あずま　のぶはる いがらし　たつや たにぐち　たくや

東　伸治 五十嵐　達也 谷口 拓也
ほしな　ゆうひこ むらい　むねあき ほしな　かずひこ

保科 雄彦 村井 宗明 保科 一彦
一般 団体組手

第10回富山市民体育大会結果
種   目   名

１　　　　　　　位 ２　　　　　　　位 ３　　　　　　　位
所　　属 所　　属 所　　属

小学生１年男子
形 富山支部 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 静道会

組手 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 富山支部

小学生２年男子
形 富山支部 静道会 静道会

組手 富山支部 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 富山北支部

小学生３年男子
形 静道会 静道会 富山支部

組手 静道会 富山支部 富山北支部

小学生４年男子
形 富山支部 婦中町空手協会 富山支部

組手 富山支部 日新館 富山支部

小学生５年男子
形 静道会 静道会 富山支部

組手 静道会 静道会 東心会

小学生６年男子
形 婦中町空手協会 誠道塾 富山支部

組手 日新館 静道会 婦中町空手協会

小学生１年女
子

形 富山支部 富山支部 静道会

組手 富山支部 静道会 富山支部

小学生３年女子
形 富山北支部 静道会 日新館

組手 静道会 富山北支部 日新館

小学生４年女子
形 婦中町空手協会 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 静道会

組手 富山支部 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

小学生５年女子
形 富山支部 富山支部 東心会

組手 富山支部 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 富山支部

小学生６年女子
形 日新館 誠道塾 大山支部

組手 日新館 日新館 日新館

中学生１年男子
形 富山支部 富山支部 静道会

組手 静道会 静道会 静道会

中学生２・３年男子
形 富山支部 静道会 富山支部

組手 四方空手道教室 神通館支部 四方空手道教室

中学生１年女子
形 日新館 日新館 日新館

組手 日新館 日新館 四方空手道教室

中学生２・３年女子
形 富山支部 富山支部 婦中町空手協会

組手 婦中町空手協会 富山支部 東心会

高校生男子
形 不二越工業高校 婦中町空手協会 不二越工業高校

組手 婦中町空手協会 不二越工業高校 不二越工業高校

高校生女子
形 富山支部 婦中町空手協会 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

組手 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 富山支部 婦中町空手協会

一般有級
個人形 富山北支部 富山北支部 富山北支部

個人組手 富山北支部 富山北支部 富山北支部

婦中町空手協会

一般女子
形 静道会 静道会 日新館

組手 富山大学 富山北支部 日新館

婦中町空手協会 日新館

一般有段
個人形 婦中町空手協会 四方空手道教室 富山大学

個人組手 婦中町空手協会 大山支部

小学生２年女
子

形 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 日新館 日新館

組手 日新館 日新館 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

総合結果

マスターズ男子 個人組手 四方空手道教室 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 四方空手道教室

富山支部 静道会 日新館
不二越工業高校


