
氏　　名 氏　　名 氏　　名
なか　あさ みもり　いさと にしの　そうたろう

中　　朝 三守 敢士 西野創大郎
なか　あさ みもり　いさと にしの　そうたろう

中　　朝 三守 敢士 西野創大郎
おおた　あもん たかの　えいきち きむら　あおき

大田 和門 高野 永吉 木村 碧希
たかの　えいきち きむら　あおき まえだ　てっぺい

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

竹内 直也 原 光太朗 藤井 一貴
やまぎわ　たかし くりた　たいと はら　こうたろう

山際 敬士 栗田 大翔 原 光太朗
うど　もとみち まつおか　たくま たけした　しんのすけ

宇土 心道 松岡 拓真 竹下新之典
まつおか　たくま ひろの　なみき みやばやし　こうき

松岡 拓真 廣野 奈樹 宮林 宏綺
すずき　いっせい みずの　そうた ふじわら　かいと

鈴木 一生 水野 壮大 藤原 開人
すずき　いっせい やまもと　しゅうと たけなか　ゆうひ

鈴木 一生 山本 脩斗 竹中 勇陽
たかとり　ひろと やまだ　ゆうすけ あずま　りゅうや

鷹取 大翔 山田 悠介 東　龍弥
あずま　りゅうや ふくざわ　なおひさ いのうえ　そうた

東　龍弥 福澤 直寿 井上 颯太
おおた　えみか まつだ　りな みやばやし　みゆな

大田 笑加 松田 莉菜 宮林未優奈
まつだ　りな おおた　えみか いがらし　ちお

松田 莉菜 大田 笑加 五十嵐千緒
みもり　ひめこ かわはた　なごみ つつい　はるか

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

三守 媛子 川畠 和 筒井 遥
きど　ゆら　 しろおか　なつみ まつき　ゆあ

木戸 柚良 城岡奈津海 松木 由愛
きど　ゆら いまい　あいさ ながはら　ゆめ

木戸 柚良 今井 愛咲 永原　夢
ちだ　はるな はつだ　みずき たかの　ひとみ

地田 晴菜 初田 瑞姫 高野 仁実
まつだ　あやな おおた　あやか ちだ　はるな

松田 彩菜 大田 恵加 地田 晴菜
ながい　ちほこ おぎはら　さとか やまだ　きえ

永井千穂子 荻原 里佳 山田 希映
やまだ　きえ なかばやし　かんな ながい　ちほこ

山田 希映 中林 綸梨 永井千穂子
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
たにぐち　かい にしの　りんたろう ひらおか　れい

谷口　魁 西野琳大郎 平岡　澪
はら　りゅうじ たにぐち　しゅうご やまもと　わたる

原　龍治 谷口 洲五 山本　航
はら　りゅうじ やまもと　わたる ひらた　あつと

原　龍治 山本　航 平田 充人
たかい　こゆき やまざき　なみ せんごく　らん

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

山崎　波 米田野乃花 千石　蘭
こだいら　なお つつい　あきら やまもと　あきな

児平 奈緒 筒井　晶 山本 明奈
やまもと　あきな くぼ　まいか つつい　あきら

山本 明奈 久保 舞華 筒井　晶
おじま しょうだい まえだ　しょうへい みずの　たいが

尾島 翔大 前田 翔平 水野 大雅
まえだ　しょうへい おじま　しょうだい ひよし　りょうが

前田 翔平 尾島 翔大 日吉 竜冴
まつだ　あずな わき　はるな やなぎ　まなえ

松田明寿菜 脇　陽菜 柳　愛永
うちうぞう　きく やなぎ　まなえ まつだ　あずな

内生蔵 菊 柳　愛永 松田明寿菜
おもだか　けい しみず　けんご くぼた　たかし

面高　恵 清水 建吾 久保田貴史
しみず　けんご きちせ　いっしん すがの　たかひろ

清水 建吾 吉瀬 一真 菅野 貴弘
なかの　あゆみ くりた　よしみ くごう　しな

中野　歩 栗田 佳美 久郷 志奈
みやの　まりか かくち　りえ くごう　しな

宮野真理華 此内 理恵 久郷 志奈
かとう　たくみ たにぐち　たくや にしだ　せいし

加藤　匠 谷口 拓也 西田 誠志
あおやま　ともき たかうら　きょうへい いがらし　たつや

青山 公煕 髙浦 恭平 五十嵐　達也
一般 団体組手

小学生１・２年
女子

形 静道会 富山支部 富山支部

組手 静道会 静道会 東心会

日新館 不二越工業 針原支部

一般有段
個人形 神通館 針原支部 スポアカ富山

個人組手 日新館 針原支部 大山支部

一般女子
形 富山大学 静道会 婦中空手協会

組手 富山北支部 富山大学 婦中空手協会

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 富山大学 富山北支部

高校生女子
形 富山支部 富山支部 婦中空手協会

組手 スポアカ富山 婦中空手協会 富山支部

高校生男子
形 不二越工業 不二越工業 富山支部

組手 不二越工業 不二越工業 富山支部

中学生２・３年女子
形 日新館 日新館 日新館

組手 日新館 婦中空手協会 日新館

中学生１年女子
形 大山空手協会 日新館 日新館

組手 日新館 日新館 日新館

中学生２・３年男子
形 富山支部 静道会 富山支部

組手 富山支部 富山支部 スポアカ富山

中学生１年男子
形 婦中空手協会 誠道塾 富山支部

組手 婦中空手協会 日新館 誠道塾

小学生６年女子
形 スポアカ富山 富山支部 東心会

組手 東心会 四空会 スポアカ富山

小学生５年女子
形 婦中空手協会 スポアカ富山 スポアカ富山

組手 富山支部 静道会 婦中空手協会

小学生４年女子
形 静道会 東心会 富山北支部

組手 静道会 富山北支部 日新館

小学生３年女子
形 日新館 スポアカ富山 日新館

組手 日新館 スポアカ富山 日新館

小学生６年男子
形 静道会 東心会 静道会

組手 静道会 スポアカ富山 東心会

小学生５年男子
形 富山支部 富山支部 誠道塾

組手 富山支部 日新館 婦中空手協会

小学生４年男子
形 静道会 静道会 静道会

組手 静道会 東心会 富山支部

小学生３年男子
形 静道会 富山支部 静道会

組手 東心会 スポアカ富山 富山支部

日新館

小学生２年男子
形 静道会 スポアカ富山 スポアカ富山

組手 スポアカ富山 スポアカ富山 東心会

所　　属 所　　属

小学生１年男子
形 静道会 日新館 日新館

組手 静道会 日新館

静道会 日新館 富山支部総合順位

第11回富山市民体育大会結果
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