
氏　　名 氏　　名 氏　　名
うえだ　かなた いけぐち　ふうま あずま　りゅうや

上田　夏渚太 池口　楓真 東　龍弥
やまもと　しゅうと うえだ　かなた あずま　りゅうや

山本　脩斗 上田　夏渚太 東　龍弥
さかい　かつよし いけだ　りゅうちろう いしかわ　りき

坂井　亮仁 池田　隆一郎 石川　理喜
いしかわ　りき さかい　かつよし しみず　しんせい

石川　理喜 坂井　亮仁 清水　心聖
はら　りゅうじ たかの　きすけ うえだ　おとや

原　龍治 高野　希介 上田　響也
たかの　きすけ おおくに　しょうま なかむら　けいご

高野　希介 大国　奨真 中村　圭吾
やまもと　わたる ひらた　あつと なんぼ　りく

山本　航 平田　充人 南保　陸駆
やまもと　わたる ひらた　あつと なんぼ　りく

山本　航 平田　充人 南保　陸駆
しまばやし　けいたろう とよおか　あるま こえだ　りょうへい

島林　慶太郎 豊岡　生真 肥田　稜平
みやの　りょうた みずはた　ゆうき こえだ　りょうへい

宮野　椋太 水畑　勇輝 肥田　稜平
たけこし　ひろき ひよし　りょうが まつい　ようた

竹腰　寛騎 日吉　竜冴 松井　陽汰
たけこし　ひろき むらせ　しゅうと まつい　ようた

竹腰　寛騎 村瀬　柊人 松井　陽汰
みやばやし　ひな さくらい　みあら ながい　ちほこ

宮林　姫向 桜井　美綾来 永井　千穂子
ながい　ちほこ みやばやし　ひな さくらい　みあら

永井　千穂子 宮林　姫向 桜井　美綾来
やまざき　なみ ぜんごく　らん とらたに　みおん

山崎　波 千石　蘭 虎谷　美苑
やまざき　なみ ぜんごく　らん とらたに　みおん

山崎　波 千石　蘭 虎谷　美苑
やまうち　かな しけんちょう　ここな やまもと　あきな

山内　花菜 四間丁　心奏 山本　明奈
やまうち　かな ぬの　はるみ やまもと　あきな

山内　花菜 布野　晴海 山本　明奈
おく　みらい かわはら　のぞみ むらした　つぐみ

奥　弥来 川原　望 村下　亜弥
かわはら　のぞみ おく　みらい むらした　つぐみ

川原　望 奥　弥来 村下　亜弥
やまうち　なお わき　はるな さかい　みずき

山内　菜緒 脇　陽菜 坂井　瑞基
やまうち　なお わき　はるな こじま　ゆきな

山内　菜緒 脇　陽菜 小島　幸奈
まつだ　あずな いなみ　はなね やなぎ　まなえ

松田　明寿菜 井波　花音 柳　愛永
まつだ　あずな やなぎ　まなえ うちゅうぞう　きく

松田　明寿菜 柳　愛永 内生蔵　菊
あいざわ　こうすけ なかがわ　きよた やまざき　ぎんぺい

相澤　康介 中川　聖太 山崎　銀平
なべたに　ゆうさく ひらた　こうすけ はやし　ともちか

鍋谷　勇作 平田　昂亮 林　諄眞
たけうち　ゆうき たかの　ともまさ ふくた　けんたろう

竹内　勇貴 高野　智誠 福田　健太郎
なんぶ　こうじ あおやま　ともき はやし　ゆうしん

南部　貢志 青山　公煕 林　悠眞
やまうち　なつみ よしだ　しほ たかい　みさと

山内　菜摘 吉田　詩歩 高井　美怜
やまうち　なつみ よしだ　しほ たかい　みさと

山内　菜摘 吉田　詩歩 高井　美怜
くごう　しな ひよし　はるか かまた　ゆみ

久郷　志奈 日吉　遥香 鎌田　祐実
なかい　しょうこ かまた　ゆみ くごう　しな

中井　祥子 鎌田　祐実 久郷　志奈
おがわ　かける かわかみ　ちから あおやま　ひろき

小川　翔 河上　力 青山　大熙
こうい　たくみ あおやま　ひろき ひだの　ゆうき

孝井　拓海 青山　大熙 飛騨野　裕樹
すぎばやし　るびい やすい　まなか にしむら　みさ

杉林　瑠美衣 安井　愛佳 西村　未紗
くろだ　えりか すぎばやし　るびい やすい　まなか

黒田　恵梨香 杉林　瑠美衣 安井　愛佳
まつもと　よしはる みうら　たけし おもたか　けい

松本　好春 三浦　毅 面髙　恵
やまぐち　しょうへい むらもと　けいすけ うらた　ゆうすけ

山口　翔平 村本　圭佑 浦田　悠介
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
やまざき　みなこ やまがた　ゆき たけうち　りな

山崎　美奈子 山方　由季 竹内　理奈
こじま　けんいちろう じゅうにちょう　まなぶ にしだ　せいし

小島　賢一朗 十二町　学 西田　誠志
ほしな　ゆうひこ あずま　のぶはる いがわ　ゆうや

保科　雄彦 東　伸治 井川　憂也
一般 団体組手

富山支部

個人組手 日新館 日新館 日新館
中学生２・３年男子

個人形 婦中町空手協会 スポーツアカデミー

日新館

小学生６年女子
個人形 富山支部 婦中町空手協会 婦中町空手協会

個人組手 富山支部 婦中町空手協会 スポーツアカデミー

静道会 静道会

小学生５年女子
個人形 富山支部 富山支部 富山支部

個人組手 富山支部 富山支部

スポーツアカデミー 四方空手道教室 日新館

小学生４年女子
個人形 静道会 東心会 静道会

個人組手 東心会

スポーツアカデミー

個人組手 四方空手道教室 婦中町空手協会 大山支部
一般有段

個人形 日新館 大沢野支部

婦中町空手協会

個人組手 日新館 日新館 婦中町空手協会
一般女子

個人形 日新館 日新館

富山北支部

個人組手 富山大学 富山大学 スポーツアカデミー
一般有級

個人形 東心会 東心会

日新館

個人組手 富山支部 神通館支部 スポーツアカデミー
高校生女子

個人形 神通館支部 スポーツアカデミー

日新館

個人組手 不二越工業高校 日新館 不二越工業高校
高校生男子

個人形 不二越工業高校 大山支部

婦中町空手協会

個人組手 婦中町空手協会 婦中町空手協会 婦中町空手協会
中学生２・３年女子

個人形 婦中町空手協会 富山支部

大山支部

個人組手 富山支部 日新館 大山支部
中学生１年女子

個人形 富山支部 日新館

日新館

個人組手 婦中町空手協会 スポーツアカデミー 日新館
中学生１年男子

個人形 静道会 四方空手道教室

日新館

個人組手 富山支部 日新館 日新館
小学生３年女子

個人形 富山支部 スポーツアカデミー

静道会

個人組手 日新館 日新館 静道会
小学生２年女子

個人形 日新館 日新館

スポーツアカデミー

個人組手 スポーツアカデミー 富山支部 富山支部
小学生１年女子

個人形 富山支部 富山支部

富山支部

個人組手 富山支部 富山支部 富山支部
小学生６年男子

個人形 富山支部 富山支部

誠道塾

個人組手 四方空手道教室 誠道塾 誠道塾
小学生５年男子

個人形 静道会 針原支部

針原支部

個人組手 富山支部 スポーツアカデミー 針原支部
小学生４年男子

個人形 富山支部 スポーツアカデミー

静道会

個人組手 スポーツアカデミー 静道会 静道会
小学生３年男子

個人形 富山支部 スポーツアカデミー

静道会

個人組手 静道会 富山支部 静道会
小学生２年男子

個人形 富山支部 静道会

静道会

個人組手 日新館 静道会 静道会
小学生１年男子

個人形 静道会 静道会

第６回富山市民体育大会結果
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