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須坂市空手協会

形競技 優勝 準優勝 第三位 第三位
園児　男女 佐々木 禅(颯志会) 中沢 礼瑠(誠拳会) 隠岐 魁人(誠拳会) 小池 葵音(紀心会)
小学１年　男子 大方 悠之伸(空寿会) 中原　 蒼良(明誠会) 田中 佑弥(誠拳会) 三澤 広翔(誠拳会)
小学１年　女子 須澤 泉天(真武館) 東方 柚葉(誠拳会) 外﨑 伶奈(誠空塾) 北澤 茜(須坂)
小学２年　男子 山田 鉄生(颯志会) 土林 千護(誠拳会) 小林 将弓(明誠会) 大島 有翔(あずみ野)
小学２年　女子 芳澤 香乃子(空寿会) ﾃﾞｨｱｽ　宇多 ｽｻﾞｰﾅ　ｶﾄﾘﾝ(誠拳会) 島田 夏菜子(明誠会) 田中 優和(誠拳会)
小学３年　男子 山越 惺陽(誠空塾) 黒岩 千隼(あずみ野) 佐々木 蓮(颯志会) 石川 征吾(颯志会)
小学３年　女子 金森 真奈(誠拳会) 山口 侑香(須坂) 牧嵜 麗鈴(須坂) 小塩 愛莉(誠空塾)
小学４年　男子 向井 煌之典(志空塾) 久留 結也(誠空塾) 高尾 真叶(若埜) 上杉 獅恩(拳正館)
小学４年　女子 中島 衣千花(専心會) 加藤 瑠唯(拳正館) 毛利 希颯(志空塾) 竹内　 小桜(真武館)
小学５年　男子 横澤 空希(剛誠館) 千原 大空(誠拳会) 滝澤 陽向(真武館) 田中 航平(星友館)
小学５年　女子 村中 愛梨(WkA) 山田 琥珀(颯志会) 荒井 彩心(仁武館) 杉山 凛(佐久)
小学６年　男子 金谷 月輝(剛誠館) 毛利 瑛(志空塾) 堤 朱伊(真武館) 松田 拓大(颯志会)
小学６年　女子 斉藤　 あか里(諏訪) 宮本　 夏穂(仁武館) 小林 歩暖(明誠会) 矢澤 乃愛(須坂)
中学１年　男子 清水 和玖(あずみ野) 神戸　 巴瑠(松涛会) 横澤 亜貴斗(剛誠館) 木下 雷斗(一心館)
中学１年　女子 丸山 詩和(紀心会) 竹野 穂乃花(真武館) 松嶋 未來(佐久) 太刀川 古杜子(光武会)
中学２年　男子 河野 友哉(誠拳会) 藤沢　 風雅(須坂) 河原田　 理央(誠拳会) 町田 虎太郎(誠拳会)
中学２年　女子 相川　 流璃(剛誠館) 邊田 花乃(剛誠館) 田中 珠稟(拳正館) 山内 あい(須坂)
中学３年　男子 浅川 奏我(剛誠館) 加藤 大誠(佐久) 岩倉 慶汰(拳正館) 井出 龍兵(佐久)
中学３年　女子 幅口 佳七歩(若埜) 久保田 結(剛誠館) 加瀬 玲(須坂) 小林 來凪(佐久)
高校　男子  ()  ()  ()  ()
高校　女子  ()  ()  ()  ()
一般　男子 前本 悠(一心館) 松井 秀人(光武会) 五十嵐 康太(中野) 黒崎 健一(光武会)
一般　女子 堀内 智香子(誠拳会) 山浦 恵美子(佐久) 古田 祐子(誠拳会) 米沢 智美(誠拳会)

組手競技 優勝 準優勝 第三位 第三位
園児　男女 隠岐 魁斗(誠拳会) 中沢 礼瑠(誠拳会) 佐々木 禅(颯志会)  ()
小学１年　男子 藤澤 斡人(真武館) 中村 季颯(誠拳会) 湯本 大志(誠拳会) 三澤 広翔(誠拳会)
小学１年　女子 須澤 泉天(真武館) 東方 柚葉(誠拳会) 森本 結愛(明誠会) 小林 優音(真空会)
小学２年　男子 土林 千護(誠拳会) 山中 謙士(明誠会) 中山 彩冬(誠拳会) 鈴木 流加(若埜)
小学２年　女子 高瀬 奏空(小諸) 中野 杏南(星友館) 田中 優和(誠拳会) 島田 夏菜子(明誠会)
小学３年　男子 隠岐 侑眞(誠拳会) 内藤 徠閏(小諸) 山田 航誠(五泉) 石井 航琉(燕真)
小学３年　女子 小塩 愛莉(誠空塾) 金森 真奈(誠拳会) 山口 侑香(須坂) 中沢 璃乃杏(誠拳会)
小学４年　男子 野口 岳大(明誠会) 沢田 一平(誠拳会) 金丸 拓未(WKA) 下田 寛翔(颯志会)
小学４年　女子 竹内 小桜(真武館) 中島 衣千花(専心會) 小林 果暖(明誠会) 東方 楓(誠拳会)
小学５年　男子 諏訪 由成(誠拳会) 髙橋 光翼(須坂) 千原 大空(誠拳会) 川口 巧太郎(WKA)
小学５年　女子 内藤 純瑠(小諸) 土屋 桃花(小諸) 碓井 真城(誠拳会) 田中 愛梨(誠拳会)
小学６年　男子 佐藤 遼希(星友館) 田上 翔(剛誠館) 鈴木 翔大(真武館) 松田 拓大(颯志会)
小学６年　女子 小塩 唯莉(誠空塾) 渡村 優那(誠拳会) 斉藤 あか里(諏訪) 矢澤 乃愛(須坂)
中学１年　男子 宮野 煌大(燕真) 田中 大輝(誠拳会) 宮澤 一輝(誠拳会) 平林 歩(松涛会)
中学１年　女子 石井 妃香(燕真) 竹野 穂乃花(真武館) 松嶋 未來(佐久) 川本 愛理(燕真)
中学２年　男子 町田 虎太郎(誠拳会) 鶴岡 蒼真(須坂) 諏訪 京太郎(誠拳会) 河野 友哉(誠拳会)
中学２年　女子 広瀬 空(星友館) 栗田 眞悠(誠拳会) 須藤 花梨(燕真) 梅村 琴都(WKA)
中学３年　男子 前本 悠太(若埜) 羽毛田 悠輝(佐久) 中野 惠珠(村上) 川本 悠大(燕真)
中学３年　女子 加瀬 玲(須坂) 江尻 ふみ(星友館) 加藤 麗(専心會) 小林 來凪(佐久)
高校　男子  ()  ()  ()  ()
高校　女子  ()  ()  ()  ()
一般　男子 松井 秀人(光武会) 今川 敬志(耕心会) 五十嵐 康太(中野)  ()
一般　女子 望月 俊子(佐久) 山浦 恵美子(佐久) 古田 祐子(誠拳会) 米沢 智美(誠拳会)
一般　マスターズ 小林 誠(光武会) 黒崎 健一(光武会)  ()  ()
大会最優秀選手 須澤 泉天(真武館)

第54回空手道須坂市長杯大会（須坂市北部体育館）
順位表


