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1. 川　向　七　瀬 （岩手県）

2. 小　林　未　侑 （山形県）

⑨

4. 上　野　瑞　歩 （青森県）

②

⑤
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3. 髙　木　友紀乃 （福島県）

5. 中　川　晴　絵 （宮城県） ⑥

⑪ 小比類巻わかば （青森県）

7. 伊　藤　希　恵 （山形県）

6. 岩　谷　佳　菜 （秋田県）

（秋田県） ⑧

8. 真　壁　理　沙 （岩手県） ⑦

③

9. 須　藤　　　光 （宮城県）

12. 小比類巻わかば （青森県）

⑩

10. 武　山　綾　香 （福島県）

④

11. 田　中　芽　衣



●少年男子形
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1. 佐々木　柊　也 （青森県）

2. 天　野　　　翔 （宮城県）

⑨

4. 赤　坂　章　也 （岩手県）

②

⑤

①

3. 新　家　圭　祐 （福島県）

5. 佐　藤　一　成 （山形県） ⑥

⑪ 岡　本　　　隼 （青森県）

7. 佐　藤　　　競 （福島県）

6. 渡　辺　大　貴 （秋田県）

（山形県） ⑧

8. 上　野　　　賢 （岩手県） ⑦

③

9. 知　野　龍太郎 （宮城県）

12. 岡　本　　　隼 （青森県）

⑩

10. 畠　山　　　晃 （秋田県）

④

11. 齋　藤　　　蓮



●成年女子形
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1. 本　郷　毬　奈 （宮城県）

2. 材　津　真　美 （岩手県）

⑧

4. 今　泉　杏　美 （福島県）

②

④

①

3. 秋　元　毬　菜 （秋田県）

5. 遠　田　ゆかり （山形県） ⑤

（宮城県）

7. 石　川　紗　有 （岩手県）

⑥

8. 鈴　木　菜　穂 （福島県）

6. 矢　田　　　翠

（宮城県） ⑦

⑩ 本　郷　毬　奈（青森県）

11. 畠　山　穂　風 （秋田県）

⑨

9. 今　野　　　桃 （山形県）

③

10. 加　藤　ま　な



●成年男子形
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1. 木　戸　浩　貴 （宮城県）

①

2. 與　齊　尊　偉 （秋田県）

⑤

3. 湯　田　浩　成 （福島県）

②

4. 冨　澤　凌　佑 （岩手県）

⑦ 相　馬　昂　翔 （青森県）

5. 木　戸　章　浩 （宮城県）

③

6. 菅　原　　　巧 （秋田県）

⑥

7. 石　井　大　寛 （福島県）

④

8. 相　馬　昂　翔 （青森県）



小比類巻わかば 中川 晴絵 小林 未侑 須藤 光

（青森県） （宮城県） （山形県） （宮城県）

岡本 隼 天野 翔 渡辺 大貴 佐藤 競

（青森県） （宮城県） （秋田県） （福島県）

本郷 毬奈 畠山 穂風 遠田ゆかり 鈴木 菜穂

（宮城県） （秋田県） （山形県） （福島県）

相馬 昂翔 木戸 浩貴 湯田 浩成 木戸 章浩

（青森県） （宮城県） （福島県） （宮城県）

平成25年度東北総合大会空手道競技会成績結果
平成２５年８月２５日　　　　　　山形市スポーツセンター
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