
氏　　名 氏　　名 氏　　名
さかい　かつよし まつい　とうま いしかわ　りき

坂井　亮仁 松井　統馬 石川　理喜
いしかわ　りき たなか　のあ いけだ　りゅういちろう

石川　理喜 田中　暖空 池田　隆一郎
はら　りゅうじ おおくに　しょうま ほりえ　こうせい

原　龍冶 大国　奨真 堀江　航生
なかむら　けいご はら　りゅうじ いしかわ　こうが

中村　圭吾 原　龍冶 石川　晃雅
やまもと　わたる ひらた　あつと もりもと　りょう

山本　航 平田　充人 森本　亮
やまもと　わたる ほしな　かつみ もりもと　りょう

山本　航 保科　克海 森本　亮
しばた　じゅん とよおか　あるま ふくしま　ひろゆき

柴田　準 豊岡　生真 福島　寛之
みやの　りょうた ふくしま　ひろゆき みずはた　ゆうき

宮野　椋太 福島　寛之 水畑　勇輝
たけごし　ひろき のぐち　まさき むらせ　しゅうと

竹腰　寛騎 野口　将希 村瀬　柊人
たけごし　ひろき むらせ　しゅうと はら　かずし

竹腰　寛騎 村瀬　柊人 原　一志
なかがわ　きよた なべたに　ゆうさく はせだ　せいる

中川　聖太 鍋谷　優作 長谷田　清路
あいざわ　こうすけ ほりい　ゆういちろう なかがわ　きよた

相沢　康介 堀井　雄一朗 中川　聖太
やまうち　かな せんごく　らん やまざき　なみ

山内　花菜 千石　蘭 山崎　波
やまうち　かな やまもお　あきな ぬの　はるみ

山内　花菜 山本　明奈 布野　晴海
やまうち　なお さかい　みずき わき　はるな

山内　菜緒 坂井　瑞基 脇　　陽菜
やまうち　なお さかい　みずき わき　はるな

山内　菜緒 坂井　瑞基 脇　　陽菜
やまうち　なつみ まつだ　あずな もり　みきな

山内　菜摘 松田　明寿菜 森　幹菜
やまうち　なつみ まつだ　あずな かわばた　あづみ

山内　菜摘 松田　明寿菜 川端　あづみ

富山支部 富山支部 富山支部

静道会富山支部富山支部

静道会針原支部スポーツアカデミー

富山支部

富山支部 富山支部 神通館支部

誠道塾富山支部富山支部

富山支部富山支部富山支部

日新館日新館

日新館日新館富山支部

富山支部

小学生５年男子

静道会富山支部富山支部個人組手

個人形

誠道塾

四方空手道教室 静道会

個人組手

個人組手

個人形

四方空手道教室 静道会

小学生３年男子

個人組手

小学生４年男子

個人形

静道会

静道会

静道会 静道会

静道会 静道会

富山支部

スポーツアカデミー

スポーツアカデミー

個人組手

小学生５・６年女子

個人形

小学生３・４年女子

個人形

個人組手

小学生１・２年女子

個人形

個人組手

第５回富山市民体育大会結果
平成21年4月29日（水）

会場：富山市総合体育館

３　　　　　　　位

所　　属
種   目   名

１　　　　　　　位 ２　　　　　　　位

所　　属 所　　属

富山支部 スポーツアカデミー 富山支部

四方空手道教室

富山支部

神通館支部

四方空手道教室

小学生１年男子

小学生２年男子

個人形 富山支部

個人組手

個人形

静道会

小学生６年男子

個人組手 静道会 神通館支部

婦中町空手協会個人形



たかの　ともまさ すぎもと　きよまさ なべたに　しゅんのすけ

高野　智誠 杉本　聖真 鍋谷　駿之介
あおやま　ともき なべたに　しゅんのすけ ながい　ひでのぶ

青山　公熙 鍋谷　駿之介 永井　秀信
またもと　　なおや ふくた　けんたろう おおわり　たかふみ

俣本　直也 福田　健太郎 大割　敬文
やぎ　ゆうすけ はやし　ゆうしん なんぶ　こうじ

屋木　悠佑 林　悠眞 南部　貢志
やすい　まなか ひよし　はるか くごう　しな

安井　愛佳 日吉　遥香 久郷　志奈
やすい　まなか なかい　しょうこ ひろい　さえこ

安井　愛佳 中井　祥子 廣井　沙映子
かわかみ　ちから あおやま　ひろき こうい　たくみ

河上　力 青山　大熙 孝井　拓海
こうい　たくみ たかはし　しょう あおやま　ひろき

孝井　拓海 高橋　翔 青山　大熙
すぎばやし　るびい くろだ　えりか たかはし　さわこ

杉林　瑠美衣 黒田　恵梨香 高橋　沙和子
くろだ　えりか すぎばやし　るびい てらばやし　ちあき

黒田　恵梨香 杉林　瑠美衣 寺林　千愛
さかた　よしあき みずかみ　りゅうじ おもたか　けい

坂田　芳明 水上　龍神 面高　恵
みずかみ　りゅうじ つちだ　ゆうま たかはし　やすお

水上　龍神 土田　悠馬 高橋　泰雄
なべたに　ともこ やまざき　みなこ くごう　あきこ

鍋谷　知子 山崎　美奈子 久郷　晶子
やまざき　みなこ やまがた　ゆき なべたに　ともこ

山崎　美奈子 山方　由季 鍋谷　知子
たけなか　たくや あずま　のぶはる こじま　けんいちろう

竹中　拓也 東　伸治 小島　賢一郎
こうい　ゆうた ほしな　ゆうひこ じゅうにちょう　まなぶ

孝井　祐太 保科　雄彦 十二町　学

一般 団体組手

婦中町空手協会

富山支部 日新館 日新館

富山支部 富山支部静道会

中学生２・３年男子

個人形

個人組手

中学生１年男子

個人形

個人組手

婦中町空手協会婦中町空手協会スポーツアカデミー

日新館 婦中町空手協会 スポーツアカデミー

婦中町空手協会 不二越工業高校 日新館

中学生女子

個人形 スポーツアカデミー 富山支部

個人組手 スポーツアカデミー 婦中町空手協会

富山支部 神通館支部 不二越工業高校

婦中町空手協会

高校生男子

個人形 大山地区空手協会 日新館 婦中町空手協会

個人組手

個人組手 誠道塾 大山地区空手協会 誠道塾

高校生女子

個人形 神通館支部 富山支部 婦中町空手協会

個人組手

婦中町空手協会

個人組手 日新館 日新館 婦中町空手協会

一般有級

個人形 誠道塾 誠道塾 富山北支部

婦中町空手協会 四方空手道教室

一般女子

個人形 婦中町空手協会 日新館

日新館

協会大沢野

婦中町空手協会 日新館 スポーツアカデミー

一般有段

個人形 婦中町空手協会 婦中町空手協会

個人組手


