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山﨑 翔真 佐藤 悠乃介 梅津 祐希 佐藤 悠真 後藤 佳緯 平 翔太朗 佐藤 吏矩 渋谷 太陽

南沼原小・崇武館本部 松川小・米スポ｢嵐｣ 長井小・遠藤道場 山形五小・安達道場 東北文教大附小・安達道場 長井小・遠藤道場 長井小・遠藤道場 南山形小・崇武館本部

平 ゆい寧 泉澤 玖美 大戸 琉華 大平 歩夢 佐藤 美理亜 後藤 咲南 渡部 珠嬉 日下部 倫衣

小桜幼稚園・遠藤道場 梨郷小・遠藤道場 長井小・遠藤道場 平野児童センター・遠藤道場 松原小・酒田拳勇館 萩野学園・和道会新庄 萩野学園・和道会新庄 金井小・安達道場

佐久間 尊 後藤 豪 高橋 晴生 佐藤 駕来 高尾 海來 木村 俐琥 古藤 琳 村形  蓮

朝暘二小・荘内空心会 萩野学園・和道会新庄 山形四小・國際松濤館 松原小・余目空友会 長井小・遠藤道場 寒河江中部小・崇武館寒河江 六郷小・米スポ「嵐」 山形九小・安達道場

松田 栞奈 伊藤 希歩 山口 美月 大場 爽来 池田 瑠南 茅野 ななみ 矢作 華子 土岐 光輝

新庄小・崇武館新庄 鈴川小・國際松濤館 津山小・國際松濤館 萩野学園・和道会新庄 余目一小・余目空友会 日新小・崇武館新庄 大蔵小・崇武館新庄 朝暘六小・荘内空心会

岩崎 蒼馬 髙橋 悠空 渡會 大翔 池田 宗一郎 池田 楓 小松 宗平 藤田 遼 髙橋 勇哉

楯岡小・村山支部 西郷小・拳和会舘 余目四小・余目空友会 八幡小・至道館 八幡小・和鷲会 八幡小・至道館 西根小・崇武館寒河江 平田小・酒田拳勇館

青木 朱莉 渋谷 月珠 佐藤 陽菜 庄司 夏帆 神保 夏帆 鈴木 遥 斎藤 真緒 田中 梨香子

致芳小・遠藤道場 長井小・遠藤道場 長井小・遠藤道場 朝暘六小・荘内空 村木沢小・崇武館本部 上山南小・健成館 松原小・和鷲会 朝暘三小・尾浦道場

丹 輝瑠 佐藤 輝人 伊藤 桂寿 岡村 龍悟 石山 次郎 長南 柊太 藤原 心紀 梁瀬 七翔

崇武館新庄 滝山小・崇武館本部 萩野学園・和道会新庄 長井小・遠藤道場 山形六小・崇武館本部 大蔵小・崇武館新庄 藤崎小・和道会遊佐支部 新庄小・崇武館新庄

竹屋 水葵 町田  結 沼澤 奈々心 大山 華凜 鈴木 まや 若嶋 妃菜多 平 真緒 佐藤 菜々夏

長井小・遠藤道場 日新小・崇武館新庄 日新小・崇武館新庄 長井小・遠藤道場 新庄小・崇武館新庄 長岡小・崇武館天童 長井小・遠藤道場 長井小・遠藤道場

大江 翔大 小嶋 駿太 伊藤 介斗 齋藤 悠 伊藤 圭人 草苅 瑠音 齋藤 太聖 安藤 翔晴

山形七小・崇武館本部 萩野学園・崇武館新庄 米沢西部小・米スポ「嵐」 金井小・崇武館天童 米沢西部小・米スポ「嵐」 南山形小・安達道場 米沢南部小・府野道場 松原小・和鷲会

後藤 きらら 片倉 凜花 笹原 のどか 伊藤 栞 嶋貫 凛佳 髙橋 流華 荒生 樹 池田 美優

新庄小・崇武館新庄 長崎小・國際松濤館 萩野学園・崇武館新庄 沼田小・崇武館新庄 宮内小・誠道塾 真室川小・崇武館新庄 余目一小・酒田拳勇館 八幡小・和鷲会

齋藤 仁 鈴木 海良 秋野 竜輝 渡部 天真 榊原 壮太 八鍬 海斗 小関 陽典 佐藤 洸誌

西根小・遠藤道場 千歳小・深瀬道場 山形東小・深瀬道場 朝暘三小・荘内空心会 朝暘三小・荘内空心会 日新小・崇武館新庄 寒河江中部小・崇武館寒河江 長井小・遠藤道場

新楯 佑菜 大平 未夢 茅野 あすか 星川 遥香 高橋 真日路 中鉢 雪寧 町田 理桜 齋藤 凛

南平田小・酒田拳勇館 平野小・遠藤道場 日新小・崇武館新庄 萩野学園・和道会新庄 山形四小・國際松濤館 鈴川小・深瀬道場 日新小・崇武館新庄 松川小・米スポ｢嵐｣

林 弘道 森 峻己 柿崎 颯樹 伊藤 佳貴 丹 一輝 梅津 昂征 豊田 将史 齋藤 蓮

明倫中・崇武館新庄 日新中・崇武館新庄 山大附属中・崇武館本部 萩野学園・和道会新庄 日新中・崇武館新庄 長井南中・遠藤道場 山大附中・安達道場 米沢一中・米スポ｢嵐｣

小嶋 咲良 平 ここ美 伊藤 瑠愛 川又 愛莉 佐藤 さくら 鈴木 李奈 丹野 愛海 荒井 りさ子

萩野学園・崇武館新庄 長井南中・遠藤道場 山形三中・崇武館本部 日新中・崇武館新庄 天童一中・國際松濤館 新庄中・崇武館新庄 山形七中・深瀬道場 山形四中・深瀬先生

髙橋 俊輔 小野 桂輔 緑川 蓮 長南 尋斗 小松 海翔 丸川 白亜 庄司 紘登 富村 佑紀

明倫中・崇武館新庄 新庄中・崇武館新庄 楯岡中・拳和会舘 日新中・崇武館新庄 八幡中・至道館 白鷹中・遠藤道場 鶴岡一中・荘空館 豊浦中・尾浦道場

佐藤 華峰 佐藤 鈴華 髙橋 日和 笹 知遼 野崎 冬華 神田 真帆

鶴岡一中・尾浦道場 八幡中・和鷲会 新庄中・崇武館新庄 萩野学園・崇武館新庄 神町中・崇武館天童 米沢七中・府野道場

森 凌太 星川 愛斗 阿部 爽汰 川又 大知 岩谷 海尋 田中 慶次 須田 蓮

日新中・崇武館新庄 萩野学園・和道会新庄 鶴岡五中・尾浦道場 楯岡中・拳和会舘 酒田東部中・余目空友会 鶴岡一中・尾浦道場 鶴岡五中・尾浦道場

阿部 瑠奈 髙橋 一華 片倉 菜結 佐藤 澄奈 上林 晴奈 武田 七虹 佐藤 ひまわり

天童三中・崇武館天童 真室川中・崇武館新庄 中山中・國際松濤館 鶴岡一中・尾浦道場 鶴岡五中・尾浦道場 余目中・余目空友会 米沢七中・府野道場

第35回山形県ジュニア空手道選手権大会
平成29年７月２日（日）　　山辺町民総合体育館

小学１年生男子形

小学１年生女子形

小学２年生男子形

小学２年生女子形

小学３年生男子形

小学３年生女子形

小学４年生男子形

小学４年生女子形

小学５年生男子形

小学５年生女子形

小学６年生男子形

小学６年生女子形

中学１年生男子形

中学１年生女子形

中学２年生男子形

中学２年生女子形

中学３年生男子形

中学３年生女子形
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第35回山形県ジュニア空手道選手権大会
平成29年７月２日（日）　　山辺町民総合体育館

佐藤 悠真 後藤 佳緯 渋谷 太陽 山﨑 翔真 菅原 聡太 星川 真之介

山形五小・安達道場 東北文教大附小・安達道場 南山形小・崇武館本部 南沼原小・崇武館本部 余目一小・酒田拳勇館 竹田幼稚園・崇武館本部

後藤 咲南 日下部 倫衣

萩野学園・和道会新庄 金井小・安達道場

後藤 永樹 佐藤 駕来 斉藤 奨 佐久間 尊 荒生 帆兵衛 木村 禅 井澤 千煕 村形  蓮

みはらしの丘小・安達道場 松原小・余目空友会 富士見小・和鷲会 朝暘二小・荘内空心会 余目一小・酒田拳勇館 寒河江中部小・崇武館寒河江 大久保小・拳和会舘 山形九小・安達道場

伊藤 希歩 川又 アリナ 池田 瑠南 星川 こころ 山田 彩乃 山口 美月 松田 栞奈

鈴川小・國際松濤館 楯岡小・拳和会舘 余目一小・余目空友会 山形西小・崇武館本部 寒河江小・崇武館寒河江 津山小・國際松濤館 新庄小・崇武館新庄

奥山 煌大 武田 拓己 天野 峻瑛 菅原 大和 村山 智秋 鈴木 心 古原 真磨 池田 宗一郎

山大附小・安達道場 南沼原小・安達道場 東根小・村山支部 東根小・村山支部 鈴川小・崇武館本部 楯岡小・村山支部 冨本小・村山支部 八幡小・至道館

神保 夏帆 石井 ここ音 斎藤 真緒 大瀧 詩恩 髙橋 心阿 佐藤 なのは 田中 梨香子 庄司 夏帆

村木沢小・崇武館本部 宮野浦小・和鷲会 松原小・和鷲会 八幡小・至道館 遊佐小・和道会遊佐 津山小・國際松濤館 朝暘三小・尾浦道場 朝暘六小・荘内空

石山 次郎 松橋 憲佑 小山 真広 後藤 颯星 佐藤 輝人 佐久間 結太 鳥海 慎之祐 島貫 凱士

山形六小・崇武館本部 滝山小・安達道場 山形西小・安達道場 南平田小・和鷲会 滝山小・崇武館本部 朝暘二小・荘内空心会 米沢西部小・米スポ｢嵐｣ 宮内小・崇武館本部

阿部 祝優 平 真緒 佐藤 莉奈 町田 結 池田 美結 竹屋 水葵 川又 ルカナ 沼澤 奈々心

天童中部小・崇武館天童 長井小・遠藤道場 山形五小・安達道場 日新小・崇武館新庄 余目一小・余目空友会 長井小・遠藤道場 楯岡小・拳和会舘 日新小・崇武館新庄

安達 滉太朗 伊藤 捺 草苅 瑠音 大瀧 春 笹原 耀 大江 翔大 山岸 豪貴 静田 椋

山形十小・安達道場 酒田泉小・和鷲会 南山形小・安達道場 高瀬小・和道会遊佐 大石田南小・村山支部 山形七小・崇武館本部 楯岡小・村山支部 米沢北部小・米スポ｢嵐｣

鈴木 真海 神保 那智 菅原 ひな 片倉 凜花 鈴木 ひばり 池田 美優 伊藤 栞 吉田 彩乃

南山形小・崇武館本部 村木沢小・崇武館本部 大山小・尾浦道場 長崎小・國際松濤館 楯岡小・村山支部 八幡小・和鷲会 沼田小・崇武館新庄 新庄小・崇武館新庄

秋野 竜輝 志田 泰誠 渡部 天真 鈴木 海良 村井 駿斗 渡邉 智貴 佐藤 隆太 後藤 和玖

山形東小・深瀬道場 鈴川小・深瀬道場 朝暘三小・荘内空心会 千歳小・深瀬道場 鳥海小・和鷲会 山形二小・安達道場 山形五小・安達道場 みはらしの丘小・安達道場

町田 理桜 齋藤 凛 新楯 佑菜 大平 未夢 川俣 佳鈴 茅野 あすか 堀 紅芭 星川 遥香

日新小・崇武館新庄 松川小・米スポ｢嵐｣ 南平田小・酒田拳勇館 平野小・遠藤道場 八幡小・至道館 日新小・崇武館新庄 八幡小・至道館 萩野学園・和道会新庄

神保 拓真 林 弘道 豊田 将史 安達 乙稀 米山 椋 梅津 昂征 柿崎 颯樹 高橋 遼介

山形八中・崇武館本部 明倫中・崇武館新庄 山大附中・安達道場 宮川中・安達道場 米沢四中・米スポ｢嵐｣ 長井南中・遠藤道場 山大附属中・崇武館本部 酒田六中・和鷲会

小嶋 咲良 米山 琴音 伊藤 瑠愛 川又 愛莉 市野 満羽衣 荒井 りさ子 丹野 愛海 橋見 朋美

萩野学園・崇武館新庄 米沢四中・米スポ｢嵐｣ 山形三中・崇武館本部 日新中・崇武館新庄 山形四中・深瀬道場 山形四中・深瀬先生 山形七中・深瀬道場 日新中・崇武館新庄

石山 太郎 村井 煕明 菅野 至円 緑川 蓮 富村 佑紀 小野 桂輔 髙橋 俊輔 長南 尋斗

山形六中・崇武館本部 山形六中・崇武館本部 山形四中・深瀬道場 楯岡中・拳和会舘 豊浦中・尾浦道場 新庄中・崇武館新庄 明倫中・崇武館新庄 日新中・崇武館新庄

髙瀬 結衣 佐藤 鈴華 佐藤 華峰 笹 知遼 髙橋 日和 野崎 冬華 長谷川 楓

山形九中・崇武館本部 八幡中・和鷲会 鶴岡一中・尾浦道場 萩野学園・崇武館新庄 新庄中・崇武館新庄 神町中・崇武館天童 高楯中・深瀬道場

飛鳥 成宣 中安 晴天 川又 大知 森 凌太 阿部 爽汰 田中 慶次 須田 蓮 柴田 琉生

山形十中・崇武館本部 酒田三中・錬武会 楯岡中・拳和会舘 日新中・崇武館新庄 鶴岡五中・尾浦道場 鶴岡一中・尾浦道場 鶴岡五中・尾浦道場 萩野学園・和道会新庄

髙橋 一華 佐藤 結生 片倉 菜結 武田 七虹 佐藤 澄奈 上林 晴奈

真室川中・崇武館新庄 鶴岡三中・荘空館 中山中・國際松濤館 余目中・余目空友会 鶴岡一中・尾浦道場 鶴岡五中・尾浦道場

小学3･4年生男子団体組手崇武館本部Ａ 安達道場 崇武館本部Ｂ 和鷲会Ａ

小学5･6年生男子団体組手 安達道場 和鷲会Ａ 米沢スポーツ少年団｢嵐｣Ｂ 深瀬道場

中学生男子団体組手 崇武館本部Ａ 崇武館本部Ｂ 尾浦道場 崇武館新庄Ａ

小学3･4年生女子団体組手 崇武館新庄 遠藤道場 和鷲会

小学5･6年生女子団体組手崇武館新庄Ａ 崇武館新庄Ｂ 崇武館本部 和鷲会Ａ

中学生女子団体組手 崇武館新庄Ａ 崇武館新庄Ｂ 深瀬道場 尾浦道場

小学１年生男子組手

小学１年生女子組手

小学２年生男子組手

小学２年生女子組手

小学３年生男子組手

小学３年生女子組手

小学４年生男子組手

小学４年生女子組手

小学５年生男子組手

小学５年生女子組手

中学３年生男子組手

中学３年生女子組手

小学６年生男子組手

小学６年生女子組手

中学１年生男子組手

中学１年生女子組手

中学２年生男子組手

中学２年生女子組手


