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佐藤琉惟 菅原大輔 佐藤慈弘 古山新汰郎 野村雄昂 高橋瑞希 三井啓夢 小笠原寛尊

新庄小 山大附小 山形南小 米沢万世小 山大附小 山大附小 山形十小 上山南小

渡部紗弓 三木ともよ 今野夏芽 黒木陽美 吉見　彩 牧野流果 細谷優衣 阿部愛海

長井平野小 中部小 鶴岡二小 山大附小 西川町西山小 溝延小 月かげ幼 寒河江高松小

原田 駿 竹俣海志 荒木翔太 峰田悠生 矢ノ目樹 那須龍也 大木翔太 山口竣右

赤湯小 山形七小 新庄小 桜田小 米沢西部小 大塚小 米沢西部小 羽黒二小

佐藤穂果 小林彩乃 中村百花 高桑伶奈 若林悠那 大江佑奈 阿部慧瞳 飯塚郁実

北辰小 沼田小 浜田小 沼田小 宮内小 南部小 寒河江高松小 泉小

今野裕吾 渡部 玲 安部夢有人 古瀬 輝 那須虎太朗 深瀬雅大 菅原洸太 佐藤寛人

鶴岡二小 日新小 米沢南部小 鈴川小 大塚小 鈴川小 西郷小 山形西小

斉藤沙希 早坂紫苑 中川萌子 阿部若菜 古川幸乃 加藤千晴 齋藤 楓 小野由佳

北辰小 鮭川小 天童中部小 長岡小 山形二小 大江町三郷小 西根小 一條小

大沼奨誠 笹原渉平 嶋貫雄大 斎藤述比呂 今田和卓 松浦康太 竹田光希 鮎沢広樹

寒河江中部小 荻野小 飯豊二小 鶴岡二小 豊田小 鶴岡六小 本郷西小 南部小

古山 花 武田 紗耶 樋渡怜華 菅原清か 梅津奈々美 黒木菜々子 川又カンナ 今田杏果

米沢万世小 鈴川小 本合海小 山大附小 滝山小 山大附小 楯岡小 豊田小

安部文弥 飯野慎也 長谷川慶武 大宮拓真 叶内史也 武田健汰 渡部瑞生 中村翔汰

米沢南部小 米沢北部小 大山小 鈴川小 日新小 寒河江小 日新小 米沢東部小

国分桃香 高松潮音 長岡里奈 五十嵐有 大内佑美香 三沢李沙 竹俣咲穂 赤塚仁美

新庄小 上山七小 長井西根小 上山南小 金井小 蔵王一小 山形七小 天童中部小

田中寿英 斉藤 蓮 小野博臣 飯塚銀弥 大河原司 斉藤 岳 金子裕哉 茂木大地

米沢西小 北辰小 一條小 泉小 長井豊田小 本合海小 米沢上郷小 鶴岡二小

伊藤希恵 井上夕希 河野美波 金沢奈苗 古瀬未欧 宮川葉月 井上真菜美 深瀬晶予

日新小 新庄小 栄小 桜田小 鈴川小 寒河江小 桜田小 鈴川小

石井友喜 佐藤一成 舘内弘樹 宮川 晃 斉藤述和 田村寛司 田沢大志 元木 貴

米沢二中 鶴岡三中 山形二中 酒田二中 鶴岡三中 日新中 日大山形中 八向中

佐々木梢 菊池那奈 新野由佳 武田莉奈 小野菜幹 北脇茉也 飛鳥沙也子 菅野真由

明倫中 飛鳥中 白鷹西中 山形四中 余目中 酒田六中 山形十中 白鷹西中

増川亮輔 木村洸稀 横山優太 鈴木崚太 土田秀治 草刈建人 福井寛正 大類久典

米沢四中 米沢二中 長井北中 米沢二中 明倫中 日新中 日新中 大石田一中

栄ちづる 仙台士才 仙台丈子 遠田ゆかり 今野 桃 早坂 恋 橋本愛香

日大山形中 明倫中 明倫中 八幡中 長井北中 鮭川中 明倫中

叶内奨也 伊藤 秀 草刈 光 中里亮介

日新中 日新中 上山南中 米沢七中

坂上 愛 国分円香 佐藤麻美 横田優奈 小山莉津子 卯津羅香織

舟形中 新庄中 新庄中 山形十中 米沢七中 酒田六中

第26回山形県ジュニア空手道選手権大会
平成20年７月13日（日）　　山形市スポーツセンター体育館
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第26回山形県ジュニア空手道選手権大会
平成20年７月13日（日）　　山形市スポーツセンター体育館

武田陸玖 冨士原十夢 野村雄昂 佐藤琉惟 山口慶二 米田浩太朗 菅原大輔 渡辺敬斗

沼田小 山形十小 山形附小 新庄小 滝山小 南沼原小 山大附小 長井小

本間嵯菜 黒木陽美 今野夏芽

長井小 山大附小 鶴岡二小

石田竜聖 横山龍悦 竹俣海志 荒木翔太 峰田悠生 那須龍也 加藤 駿 丹野悠斗

沼田小 南沼原小 山形七小 新庄小 桜田小 大塚小 山形南小 蔵王三小

佐藤穂果 大江佑奈 高桑伶奈 飯塚郁実 中村百花 小林彩乃

北辰小 寒河江南部小 沼田小 泉小 浜田小 沼田小

佐藤紀一郎 菅野敬太 今野龍斗 木村吏玖 土田悠斗 今野裕吾 那須虎太朗 小川 優

鶴岡二小 鮎貝小 山形六小 米沢愛宕小 楯岡小 鶴岡二小 大塚小 長瀞小

早坂紫苑 斉藤沙希 加藤千晴 小野由佳 鈴木幸乃 長谷川理子 元木 文 佐藤基世

鮭川小 北辰小 大江町三郷小 一條小 山形西小 鶴岡二小 本合海小 赤湯小

廣木 駆 阿部拓実 斎藤述比呂 色摩保洸 大志田隆之介 本間亮人 野村悠起 深瀬貴宏

大山小 大山小 鶴岡二小 長井平野小 神町小 鶴岡斎小 山大附小 鈴川小

大滝佳歩 武田紗耶 菅原清か 佐竹悠里 志田美咲 川又カンナ 黒木菜々子 古山 花

大塚小 鈴川小 山大附小 三郷小 寒河江南部小 楯岡小 山大附小 米沢万世小

飯野慎也 池田駿雄 藤井壮梧 大宮拓真 安部文弥 渡部瑞生 岡田翔平 嵐田龍哉

米沢西部小 一條小 余目一小 鈴川小 米沢南部小 日新小 泉小 米沢広幡小

国分桃香 飛鳥有衣子 竹俣咲穂 伊藤愛莉 長岡里奈 青柳茉莉 池田里花子 大内佑美香

新庄小 山形南小 山形七小 田沢小 長井西根小 寒河江小 八幡小 金井小

飯塚銀弥 大河原順平 中村和磨 金子裕哉 茂木大地 三木省之介 瀬野一将 牧野貴大

泉小 小松小 浜田小 米沢上郷小 鶴岡二小 寒河江中部小 山形十小 寒河江小

伊藤希恵 井上夕希 星川 南 河野美波 大沼香澄 金沢奈苗 古瀬未欧 井上真菜美

日新小 新庄小 浜田小 栄小 寒河江小 桜田小 鈴川小 上山小

田沢大志 元木 貴 田村寛司 島津禎久 石井友喜 佐藤拓人 阿部 敬 斎藤述和

日大山形中 八向中 日新中 上山北中 米沢二中 山形二中 尾花沢中 鶴岡三中

小林未侑 斎藤寧々 武田莉奈 佐々木梢 後藤真美 岡田愛理 飛鳥沙也子 菅野真由

明倫中 鶴岡一中 山形四中 明倫中 八幡中 酒田六中 山形十中 西中

増川亮輔 土田秀治 木村洸稀 鈴木崚太 佐藤勇樹 二戸 光 志藤 健 本間敬太

米沢四中 明倫中 米沢二中 米沢二中 日新中 日新中 山形二中 鶴岡三中

今野 桃 仙台士才 早坂 恋 遠田ゆかり 橋本愛香 仙台丈子

長井北中 明倫中 鮭川中 八幡中 明倫中 明倫中

豊後 怜 伊藤 秀 仙台 充功 叶内奨也 中里亮介

山形六中 日新中 明倫中 日新中 米沢七中

坂上 愛 国分円香 小林穂薫 佐藤麻美 佐藤榛香 荒川悠奈 卯津羅香織 小山莉津子

舟形中 新庄中 新庄中 新庄中 鶴岡一中 新庄中 酒田六中 米沢七中
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