
№ クラス 優勝 準優勝 第三位 第三位

平子　夏向 鈴木　大翔 森　乙燈呂

(門馬道場） (東北空手) （極真宮城）

永野　伊吹 三澤　葉月 熊谷眞之介 佐藤佑麒翔

(東北空手) (東北空手) (東北空手) (東北空手)

中嶋　志龍 浅川　京司 車塚　新大 柳沼　壱歩

(琢磨会) （極真宮城） (松島空手) (門馬道場)

佐藤純一郎 前波　惺 大場　瑛斗 玉田鈴之助

（極真宮城） （極真宮城） （極真宮城） （極真宮城）

阿部　瑞希 鈴木　美澪 杉本　葵音 多田　陽奏

(輝心会) (輝心会) (木鶏會) (琢磨会)

村上　晃雅 嶺岸　優陽

(琢磨会) （極真宮城）

佐藤　杏花 具志堅　由妃

（輝心会） （極真宮城）

五十嵐　健星 太田代　蓮 伊藤　碧音

（極真宮城） （極真宮城） （極真宮城）

浅川　可憐 込山　琴葉 稲上　碧海 阿部　未来

（極真宮城） (東北空手) （極真宮城） (神武館）

宇津　賀凰 鈴木　弘雅 小檜山　太陽 佐々木　樹空

(木鶏會） （極真宮城） (門馬道場） (門馬道場）

佐藤　優空 伊藤　唯尊 高橋　昇希 千葉琉之郎

(松島空手) （極真宮城） (松島空手) (松島空手)

木下莉里杏 遊佐　雛

（極真宮城） （極真宮城）

中道　遼恭 齋藤　縁 山口　凜 菅原　千陽

（極真宮城） （極真宮城） （極真宮城） (琢磨会)

池田　龍音 小野　雷斗 加賀　天豊 沼田　陽真

(武真会） (松島空手) (芦原会館） (芦原会館）

鈴木　勇翔 菊地　一貴 氏家　将栄 菅野　昊

(芦原会館） （極真宮城） (松島空手) (門馬道場）

鹿野　藍 佐藤　南月

（極真宮城） （輝心会）

中嶋　美羽 伊藤　凜奈

(琢磨会) （極真宮城）

三浦　遙斗 大場　暁斗 花崎　琥音 町田　俐玖

(東北空手) （極真宮城） (琢磨会) (東北空手)

菊地　啓太 髙橋　優日 高橋　月郎 桑折　蛍空

（極真宮城） (北峰会) （極真宮城） （極真宮城）

青木　悠真 清水　春喜 鹿野　京汰 相原宗一郎

（極真宮城） （極真宮城） (松島空手) (松島空手)

第7回全東北空手道選手権大会 組手部門　結果　(第1部)
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1 年中チャレンジの部

2 年長チャレンジの部

3 年長　初中級の部

4 小学1年男子チャレンジの部

小学3年男子　初級の部

9 小学2年女子　初中級の部

10 小学2年男子　初級の部

11 小学2年男子　中上級の部

小学1年女子　初中級の部

6 小学1年男子　初中級の部

7

15 小学3年男子　中上級の部

16 小学3・4年女子　初級の部

12 小学3・4年女子チャレンジの部

13 小学3年男子チャレンジの部

14

小学2年女子チャレンジの部

8 小学2年男子チャレンジの部

5

小学4年男子中上級の部20

小学4年男子初級の部19

18 小学4年男子チャレンジの部

17 小学4年女子　中上級の部
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佐藤　璃空 高橋　澪亜 水野　律 大友　歩

(松島空手) (武心会) (輝心会) (松島空手)

阿部　南斗 猪狩　海惺 湯澤　蓮 鈴木　悠里

(神武館） (輝心会) (武心会) （新鋭會舘）

追切　弥杜 新沼　我空 佐々木龍雅 玉津　聡

（極真宮城） (琢磨会) （極真宮城） （極真宮城）

柴田　玲愛 柴田　玲奈 玉田　采李 庄子　璃音

（極真宮城） （極真宮城） （極真宮城） （芦原会館）

菊池　真緒 鈴木　彩華

(松島空手) （輝心会）

半澤　咲希 廣松　里沙 浅川　優海 佐谷戸友海

（極真宮城） (廣松道場) （極真宮城） （木鶏会）

鈴木　猛 杉本　優音 大久保龍一 佐々木僚也　

(黎明会館) （木鶏会） （木鶏会） （極真宮城）

青木　紗瑛 清水　真央

（極真宮城） （極真宮城）

高橋　太朗 氏家　榮崇 佐野　夷星 本郷　智哉

（極真宮城） (松島空手) (松島空手) （極真宮城）

今川　竣太 溝江　匠真 亀谷　鷲 宇津　大賀

（門馬道場） （極真宮城） （極真宮城） （木鶏会）

佐藤　美月 菅原　青海 矢部香理菜 千葉　羅夢

（琢磨会） （松島空手） （極真宮城） （松島空手）

斉藤　逞 真壁　信吾 小松龍之介 佐藤　瑶太

(黎明会館) （門馬道場） （琢磨会） （極真宮城）

稗貫　芙美

（極真宮城）

中前　純泰 今川　蓮也

（門馬道場） （門馬道場）

菅原　茂樹

(芦原会館)

小林　英里香

（極真宮城）

高原　千冬

（門馬道場）

佐藤鼓太郎 中前　翔明 平山　甲大

（新鋭會舘） （門馬道場） (黎明会館)

第7回全東北空手道選手権大会 組手部門　結果　(第2部)
2022年12月18日　/グランディ21サブアリーナ/極真会館宮城県本部主催

選手の皆様、応援の皆様　ありがとうございました！

22 小学5年男子中上級・重量の部

23 小学5・6年男子チャレンジの部

24 小学5・6年女子チャレンジの部

21 小学5年男子中上級・軽量の部

29 中学1年男子　軽量級の部

30 中学1年男子　重量級の部

25 小学5・6年女子　初級の部

26 小学5・6年女子　中上級の部

27 小学6年男子　中上級の部

37 一般女子重量級の部

38 一般男子　無差別

34 高校男子の部

35 シニア男子の部

36 一般女子軽量級の部

31 中学2年女子の部

32 中学2年男子の部

33 高校女子の部

28 中学1年女子の部


