
＜大会結果・・・・ 第５回石巻さかな祭り躰道優勝大会＞

優勝 ２位 ３位 ３位
いのまた　しんすけ いわま　よしのぶ あざみ　ゆうき おおすみ　たくひろ

猪股　伸祐 岩間　桂信 浅見　優樹 大角　卓寛
【志錬会】 【石巻】 【北里十和田】 【岩手県】

やまぎわ　まほ なかむら　はるか さとう　ひいろ うの　ゆきこ
山際　真穂 中村　遥 佐藤　緋色 宇野　友季子
【創玄会】 【横越】 【酒田市】 【創玄会】

うえはら　ひろゆき はなおか　たくみ たねだ　けいすけ こじま　たかふみ
上原　弘之 花岡　拓海 種田　圭佑 小島　貴文
【北海道】 【千葉大】 【北海道大】 【北里十和田】

さとう　あい しらいし　ゆきこ けんもつ　ゆうか さとう　ひいろ
佐藤　愛 白石　裕紀子 監物　祐佳 佐藤　緋色
【酒田市】 【福島医大】 【北里相模原】 【酒田市】

あなざわ　みずき おかべ　あきまさ さいとう　れいな ますだ　ちあき
穴沢　瑞葵 岡部　晶優 斎藤　玲菜 増田　千晶
【福島医大】 【東京大】 【鶴岡市】 【北里相模原】

こばやし　だいすけ あらい　かずみ ふるた　かずゆき わたなべ　まりこ
小林　大輔 荒井　和美 古田　一行 渡邉　万理子
【法政大】 【練武館】 【創玄会】 【練武館】

団体実戦 サンマさんＡチーム アナゴさんチーム カツオさんＡチーム イカさんＡチーム

ささき　なおき さとう　はやと どい　しゅんぷう
佐々木　尚希 佐藤　颯人 土井　隼風

【渡波】 【石巻】 【石巻】
ささはら　ぜんき かんべ　りょうじ さとう　ゆうせい たかはし　かい

笹原　善輝 神邊　凌士 佐藤　優星 高橋　快
【河南】 【石巻】 【河南】 【練武館】

そごう　ともはる おかざき　まひろ さとう　あさと こやま　ゆうが
十河　倫玄 岡崎　真拓 佐藤　旭人 小山　優向

【Sogo Budo Academy International】 【東松島市】 【石巻】 【気仙沼市】
さくらい　れい はしうら　かりん こまつ　あみ

櫻井　玲 橋浦　花林 小松　愛実
【石巻】 【東松島市】 【気仙沼市】

たかはし　りおん いしかわ　かな あつみ　けい あべ　みずき
高橋　凛音 石川　花奈 渥美　景 阿部　瑞希

【渡波】 【石巻】 【東松島市】 【河南】
むろい　はな こまつ　まな かんべ　ひかり
室井　花奈 小松　愛奈 神邊　ひかり
【練武館】 【気仙沼市】 【石巻】

かんべ　しゅうへい ささき　なおき いとう　つかさ さとう　はやと
神邊　柊兵 佐々木　尚希 伊藤　司 佐藤　颯人

【石巻】 【渡波】 【東松島市】 【石巻】
ささはら　ぜんき かんべ　りょうじ さとう　ゆうせい たかはし　かい

笹原　善輝 神邊　凌士 佐藤　優星 高橋　快
【河南】 【石巻】 【河南】 【練武館】

そごう　ともはる かじわら　やまと みうら　ゆきと おかざき　まひろ
十河　倫玄 梶原　大和 三浦　志斗 岡崎　真拓

【Sogo Budo Academy International】 【渡波】 【弘前道場】 【東松島市】
さくらい　れい こまつ　あみ はしうら　かりん いとう　かえで

櫻井　玲 小松　愛実 橋浦　花林 伊藤　楓
【石巻】 【気仙沼市】 【東松島市】 【東松島市】

あつみ　けい かじわら　みお たかはし　りおん さとう　なお
渥美　景 梶原　光桜 高橋　凛音 佐藤　なお

【東松島市】 【渡波】 【渡波】 【鶴岡市】
こまつ　ゆう むろい　はな かんべ　ひかり いずみ　まや

小松　優 室井　花奈 神邊　ひかり 泉　真彩
【気仙沼市】 【練武館】 【石巻】 【練武館】

特別賞（少年少女の部）
最優秀選手賞 十河　倫玄

笹原　善輝
佐々木　尚希

特別賞（一般の部）
最優秀選手賞 山際　真穂

猪股　伸祐
佐藤　愛

小学低学年女子実戦

小学高学年男子法形

小学低学年男子法形

中学男子実戦

小学高学年男子実戦

小学低学年男子実戦

中学女子実戦

小学高学年女子実戦

男子個人実戦

女子個人実戦

男子個人法形

女子個人法形

壮年法形

級位法形

優秀選手賞

中学女子法形

小学高学年女子法形

小学低学年女子法形

中学男子法形

優秀選手賞



おおはし　まさよし おおすみ　たくひろ

大橋　正芳 大角　卓寛
いわま　よしのぶ ささやま　しゅうへい

岩間　桂信 笹山　脩平
ほんだ　しょうご いまだ　たかや

本多　将梧 今田　貴也
さとう　せいじ いがらし　ごう

佐藤　青磁 五十嵐　豪
たかはし　みつる アーナブ　アーメド

髙橋　満 Arnab Ahmed
ｹﾋﾞﾝ　ﾗｰｳｨｯﾁｬｸﾞﾙ はせがわ　まこと

Kevin Lerdwichagul 長谷川　誠
きむら　まさかず たかはし　あきら

木村　雅和 高橋　旦
おおもり　たすく ごとう　りょうま

大森　亮 後藤　遼真
しなだ　ゆうすけ みよし　あきら

品田　雄佑 三好　輝
ささき　かずや あべ　りゅう

佐々木　和哉 阿部　龍
おおまち　ゆうた みなと　こうじ

大町　優太 湊　宏司
つかだ　なおや ｳﾞｨﾝｾﾝﾃｨｱｽ　ﾚｲﾅｰ

塚田　直也 Vincentius Rainer

デヴィッド　リンチ たかはし　きょうま

David Lynch 髙橋　恭麻
やまだ　ひろゆき たきざわ　たろう

山田　博之 瀧澤　太郎
たねだ　けいすけ さとう　ようへい

種田　圭佑 佐藤　洋平

おおすか　ほたか たにぐち　かい

大須賀　穂高 谷口　海衣
たかぎし　まお いのまた　しんすけ

高岸　真央 猪股　伸祐
くまがい　なつき ふかざわ　りょう

熊谷　夏樹 深澤　諒
あさのめ　かずのり やすだ　まさき

浅野目　和範 保田　真輝
せきね　たけし いのうえ　まさなお

関根　猛 井上　真尚
まつざわ　たくや かじわら　ともき

松澤　拓也 梶原　知希
あべ　もとふみ くらます　ゆう

阿部　源史 蔵増　優
ジョナサン　リム はっとり　けんご

Jonathan Lim 服部　賢吾
きくち　えいさく ポール　ヤング

菊地　栄作 Paul Young
あざみ　ゆうき なりた　なおや

浅見　優樹 成田　尚弥
もり　しょうたろう ジェーソン　メイヤ

森　翔太朗 Jason Maher
しみず　たかはる くろす　けん

清水　貴治 黒須　健
くどう　あきひろ いわくら　しんのすけ

工藤　晃大 岩倉　慎之介
しゅとう　しゅんき こばやし　だいすけ

主藤　竣稀 小林　大輔
にしむら　けいご もちづき　しゅん

西村　啓吾 望月　瞬
ウィリアム　ニゴーレ ショーン　キルハム

William Nigole Sean Killham
やまね　りゅうじ たこしま　けんすけ

山根　竜二 蛸島　健介
うえはら　ひろゆき あらい　ふうや

上原　弘之 荒井　風矢

【広正舘】 【北里十和田】

【渡波】 【福島医大】

【シドニー】 【北海道】

【福島医大】 【オーストラリア】

【北里十和田】 【東松島市】

【東海大湘南】 【浜町道場】

【創玄会】 【城西大】

【岩手県】 【北海道大】

52 29

【東京大】 【東京大】

【オーストラリア】 【シドニー】

優勝 第２位 第３位 第３位

【石巻】 【法政大】

【北海道】 【練武館】

【志錬会】 【石巻】 【北里十和田】 【岩手県】

いのまた　しんすけ いわま　よしのぶ あざみ　ゆうき おおすみ　たくひろ

猪股　伸祐 岩間　桂信 浅見　優樹 大角　卓寛

【北海道大】 【北海道大】

【千葉大】 【志錬会】

【雄勝】 【千葉大】

【志錬会】 【沖縄県】
47

38 28

11 57

【法政大】 【東海大湘南】

63 64
65

27

10

9

【城西大】

4

54

44

男子個人実戦競技  66人

【志錬会】 【岩手県】

【石巻】 【東京大】

【千葉工業大】

42

【横越】

1 43

20

18 19

【酒田市】 【酒田市】
3 55

【シドニー】

時間：予選２分　決勝３分

37

21

36

8

60

7

51

45

24

56

25

46

26
決勝

35

5

22

61

23

6

12 48

【福島医大】

【渡波】 【石巻】

【沖縄県】 【北里十和田】

【シドニー】

【酒田市】

【オーストラリア】 【渡波】

【大東文化大】 【志木市】

【北海道大】

【港区道場】 【オーストラリア】

【東京大】 【東海大湘南】

【東海大湘南】 【岩手県】

【雄勝】

【福島医大】

【北里十和田】 【北海道】

39 30

13 62

59 31

14 49

2
34

17

40 32

15 58

53 33

16 50

41



さとう　ひいろ たかはし　みょうり

佐藤　緋色 高橋　妙理
かたおか　すみよ たぐち　わかな

片岡　淑世 田口　若菜　
あべ　ゆきえ なかむら　はるか

阿部　ゆきえ 中村　遥
リサ　サトウ エリン　バークレイ

Lisa Sato Ellyn Barclay
さとう　さやか すがわら　もりね

佐藤　清香 菅原　森音
あべ　ゆきこ もとき　りさ

阿部　由季子 元木　理沙
おかむら　ともか こばやし　ゆり

岡村　朋香 小林　夕莉
あさみ　もえ うの　ゆきこ

浅見　萌 宇野　友季子
リサ　ファン 16 たかはし　ななみ

Lisa Phan 高橋　七実
しもかわ　まい さいとう　しほ

下川　真意 齋藤　詩帆
ケリー　ピアス あつみ　ひな

Kellie Pearce 渥美　日菜
いまとみ　はるか さとう　あい

今冨　明佳 佐藤　愛
やまぎわ　まほ ルイーズ　カールソン

山際　真穂 Louise Carlsson

時間：予選１分３０秒　決勝２分

【東海大湘南】

【シドニー】

宇野　友季子
【創玄会】 【横越】 【酒田市】 【創玄会】

優勝 第２位 第３位 第３位
やまぎわ　まほ なかむら　はるか さとう　ひいろ うの　ゆきこ

山際　真穂 中村　遥 佐藤　緋色

【東松島市】

【酒田市】

【創玄会】 【オーストラリア】

【北里十和田】

823 24
25

【福島医大】

女子個人実戦競技  26人

【酒田市】 【雄勝】

【北里十和田】 【北里十和田】

【志錬会】

【オーストラリア】 【北里十和田】

【石巻】 【東海大湘南】

【鶴岡市】 【酒田市】

【城西大】 【創玄会】

【横越】

【オーストラリア】 【オーストラリア】

【雄勝】 【仙台市】

11 15
1 6

19 21

12
決勝

18

2 7

3

14

4 9

20 22

5 10
13 17



あらい　ふうや 3 うえはら　ひろゆき

荒井　風矢 上原　弘之
くまがい　なつき 1 3 0 やすだ　まさき

熊谷　夏樹 保田　真輝
いのまた　しんすけ 0 ショーン　キルハム

猪股　伸祐 0 3 3 Sean Killham
くどう　あきひろ せきね　たけし

工藤　晃大 0 関根　猛
いがらし　ごう たにぐち　かい

五十嵐　豪 谷口　海衣
はせがわ　まこと 2 0 0 あべ　もとふみ

長谷川　誠 阿部　源史
おおすみ　たくひろ 3 ふかざわ　りょう

大角　卓寛 3 2 3 深澤　諒
ｹﾋﾞﾝ　ﾗｰｳｨｯﾁｬｸﾞﾙ はぎや　ゆういちろう

Kevin Lerdwichagul 3 萩谷　勇一郎
きむら　まさかず しなだ　ゆうすけ

木村　雅和 1 3 品田　雄佑
あらき　かいと いしい　げんき

荒木　海人 石井　元樹
もり　しょうたろう 0 あさのめ　かずのり

森　翔太朗 浅野目　和範
たこしま　けんすけ 3 0 3 やまね　りゅうじ

蛸島　健介 1 山根　竜二
ジョナサン　リム ポール　ヤング

Jonathan Lim 2 0 0 Paul Young
はなおか　たくみ くらます　ゆう

花岡　拓海 2 蔵増　優
あざみ　ゆうき 0 おおまち　ゆうた

浅見　優樹 1 2 3 大町　優太
しみず　たかはる さとう　せいじ

清水　貴治 2 3 佐藤　青磁
やまだ　ひろゆき 1 こまつ　しんたろう

山田　博之 小松　慎太郎
なりた　なおや 0 いのうえ　まさなお

成田　尚弥 0 0 井上　真尚
ｳﾞｨﾝｾﾝﾃｨｱｽ　ﾚｲﾅｰ 3 まつざわ　たくや

Vincentius Rainer 1 松澤　拓也
はっとり　けんご アーナブ　アーメド

服部　賢吾 0 Arnab Ahmed
やながわ　あきひろ 2 1 0 くろす　けん

簗川　朗大 黒須　健
ジェーソン　メイヤ 2 たかはし　きょうま

Jason Maher 3 髙橋　恭麻
いまだ　たかや 2 0 1 1 つづらぬき　しんご

今田　貴也 3 葛籠貫　伸吾
かじわら　ともき こじま　たかふみ

梶原　知希 1 1 3 2 小島　貴文
ささき　かずや 1 ほんだ　しょうご

佐々木　和哉 本多　将梧
デヴィッド　リンチ 0 ウィリアム　ニゴーレ

David Lynch 2 William Nigole
おおすか　ほたか 3 3 ごとう　りょうま

大須賀　穂高 0 後藤　遼真
たねだ　けいすけ みよし　あきら

種田　圭佑 2 0 三好　輝
おおはし　まさよし つかだ　なおや

大橋　正芳 3 塚田　直也

1.2回戦：捻体　3回戦以降：体から自由選択

【北海道】 【千葉大】 【北海道大】 【北里十和田】

優勝 第２位 第３位 第３位
うえはら　ひろゆき はなおか　たくみ たねだ　けいすけ こじま　たかふみ

13 26
34 42

上原　弘之 花岡　拓海 種田　圭佑 小島　貴文

【シドニー】

【鶴岡市】 【城西大】

【渡波】 【千葉工業大】

【オーストラリア】 【オーストラリア】

【東海大湘南】 【北里十和田】

【東海大湘南】

【浜町道場】 【渡波】

【横越】 【北里相模原】
11

【岩手県】

【志錬会】 【港区道場】

23

52 54

【福島医大】

【北海道大】

【北海道】

24

【創玄会】 【酒田市】

【法政大】

【大東文化大】 【東京大】

【東松島市】 【北海道大】

【オーストラリア】

55 56 20
57

39
31

8 21

45 49

9 22

32 40

10

【千葉大】 【福島医大】

【北里十和田】 【北里十和田】

30

7
決勝

【北海道大】 【岩手県】

【シドニー】 【オーストラリア】

44 48

6 19
38

【シドニー】 【北里十和田】

【北里相模原】 【北里相模原】

51 53

29 37

5 18
【東海大湘南】 【志錬会】

4 17
【沖縄県】 【東海大湘南】

【酒田市】
28 36

【福島医大】 【渡波】
3 16

【岩手県】 【千葉大】

男子個人法形競技  58人

33 41

12 25

46 50

【練武館】 【北海道】

【雄勝】 27 35 【沖縄県】
1 14

【志錬会】 【シドニー】
43 47

【広正舘】 【北海道大】
2 15

【酒田市】



さとう　あい 3 2 しらいし　ゆきこ

佐藤　愛 白石　裕紀子
いちのへ　かな 3 3 うの　ゆきこ

一戸　佳奈 宇野　友季子
あさみ　もえ 0 1 にしづか　なお

浅見　萌 3 2 西塚　奈緒
リサ　サトウ 3 3 ケリー　ピアス

Lisa Sato 3 3 Kelli Pearce
おかむら　ともか ほんま　しの

岡村　朋香 0 0 0 本間　詩野
さいとう　しほ 0 3 しもかわ　まい

齋藤　詩帆 0 3 0 下川　真意
たかはし　ゆきの 0 0 すがわら　もりね

高橋　ゆき乃 0 0 菅原　森音
なかむら　はるか 3 あべ　ゆきこ

中村　遥 3 0 阿部　由季子
もとき　りさ 3 0 16 あつみ　ひな

元木　理沙 渥美　日菜
リサ　ファン 3 0 エリン　バークレイ

Lisa Phan 0 Ellyn Barclay
こばやし　ゆり 0 0 1 たかはし　ななみ

小林　夕莉 3 0 高橋　七実
けんもつ　ゆうか あべ　ゆきえ

監物　祐佳 3 3 3 阿部　ゆきえ
やまぎわ　まほ さとう　ひいろ

山際　真穂 0 3 佐藤　緋色

1.2回戦：捻陰　3回戦以降：陰から自由選択

【志錬会】

佐藤　愛 白石　裕紀子 監物　祐佳 佐藤　緋色
【酒田市】 【福島医大】 【北里相模原】 【酒田市】

優勝 第２位 第３位 第３位
さとう　あい しらいし　ゆきこ けんもつ　ゆうか さとう　ひいろ

23 24

【創玄会】 【酒田市】

【北里相模原】
10

7
12

【酒田市】 【北里十和田】
5

13 17

【北里十和田】 【仙台市】

【オーストラリア】 【オーストラリア】

25

【横越】 【石巻】

【東海大湘南】 【東松島市】

3

14

4

20 22

決勝
18

8

9

女子個人法形競技  26人

【酒田市】 【福島医大】

【北里十和田】 【創玄会】

【城西大】

【鶴岡市】

【福島医大】 【東海大湘南】

【北里十和田】

【オーストラリア】 【シドニー】

【鶴岡市】

11
1

19

2

15
6

21



さいとう　れいな 3 ふるみ　ゆうま

斎藤　玲菜 古見　優駿
わたなべ　しゅうへい 3 3 0 3 レナ　ネステレンコ

渡邊　修平 Lena Nesterenko

きたむら　のぶゆき 0 いで　しゅんや

北村　信幸 0 1 3 0 井出　舜也
おりもと　けん 3 2 まえだ　とあき

折本　健 3 0 前田　都秋
かなざわ　ゆずこ ｳﾞｪﾛﾆｶ　ﾏｽﾞﾛｳｳﾞｧ

金沢　柚子 0 0 3 1 Veronica Mazourova

アーウィン　スリアナ おかべ　あきまさ

Eurwin Suryana 0 3 0 3 岡部　晶優
ふじむら　けいた 3 3 はましま　こういち

藤村　啓太 濱島　康一
こむかむ　ひろ 1 1 せりざわ　けいだい

コムカム　大 芹沢　佳大
きむら　はるよ 0 0 みうら　まちこ

木村　晴代 三浦　麻知子
ローレンス　クワン 0 2 0 3 はなおか　ゆうだい

Lawrence Kwan 3 0 花岡　雄大
あなざわ　みずき リリー　ウー

穴沢　瑞葵 3 2 2 0 Lily Wu
えざき　ほなみ ますだ　ちあき

江崎　帆南 0 3 増田　千晶

穴沢　瑞葵 岡部　晶優 斎藤　玲菜 増田　千晶
【福島医大】 【東京大】 【鶴岡市】 【北里相模原】

優勝 第２位 第３位 第３位
あなざわ　みずき おかべ　あきまさ さいとう　れいな ますだ　ちあき

8
【オーストラリア】 【法政大】

【福島医大】 【オーストラリア】

【東海大湘南】 【北里相模原】

16
4

12

【オーストラリア】 【東京大】

【城西大】 【北里相模原】

【東松島市】 【東京大】

【弘前道場】 【弘前道場】

15
7

20

21 22
23

11
3

18

13
5

19

6
14

級位法形競技  24人

【鶴岡市】 【東海大湘南】

【東京大】 【シドニー】

【練武館】

9
1

17
【法政大】

【法政大】 【福島医大】

【東北福祉大】 【オーストラリア】
2

10
決勝

運体・運陰の法形



あらい　かずみ 3 0 わたなべ　まりこ

荒井　和美 1 2 渡邉　万理子
ふるた　かずゆき こばやし　だいすけ

古田　一行 0 3 小林　大輔

壮年法形競技  4人

【練武館】
決勝

【練武館】
1 2

【創玄会】
3

【法政大】

１回戦：勢命　決勝：活命・延命から選択

優勝 第２位 第３位 第３位
こばやし　だいすけ あらい　かずみ ふるた　かずゆき わたなべ　まりこ

小林　大輔 荒井　和美 古田　一行 渡邉　万理子
【法政大】 【練武館】 【創玄会】 【練武館】



サンマさんＢチーム

アナゴさんチーム

マグロさんチーム

サンマさんＡチーム アナゴさんチーム カツオさんＡチーム イカさんＡチーム

イカさんＡチーム
11

第３位 第４位優勝 第２位

カツオさんＡチーム

三決

タコさんチーム

団体実戦競技  12チーム

イカさんＡチームカツオさんＡチーム

カツオさんＢチームホタテさんチーム 5 7
1

決勝
3

サバさんチーム

イカさんＢチーム

タラさんチーム

サンマさんＡチーム

9 10
12

2 4
6 8



かつおＡ ほたて さば いかＢ たら さんまＡ

いかＡ かつおＢ たこ さんまＢ あなご まぐろ

金沢　柚子

菅原　森音

荒井　風矢

主藤　竣稀

伊藤　司

笹原　裕善

高橋　恭麻

宇野　友季子

小林　晃大

蔵増　優

松澤　拓也

品田　雄佑

岡村　朋香

神邊　凌士

Kevin Lerdwichagul

阿部　由季子

坂本　裕美

阿部　源史

木村　心星

長谷川　誠

佐藤　愛

湊　宏司

山根　竜二

熊谷　夏樹

Lisa Phan

神邊　柊兵本間　詩野

室井　幹太

大須賀　穂高

佐藤　緋色

萩谷　勇一郎

高橋　ゆき乃

Arnab Ahmed

山本　一護

齋藤　詩帆

三浦　琉輝

古田　一行

塚田　直也

阿部　公亮

佐々木　和哉

Ellyn Barclay

大塚　陸

菊地　栄作

白石　裕紀子

山田　博之

小野　柊真

中村　遥

大角　卓寛

木間　一紀

瀧澤　太郎

小林　大輔

岩間　巧

小林　夕莉

成田　昊弥

渡辺　敬翔

Louise Carlsson

猪股　伸祐

高橋　満

田口　若菜

保田　真輝

橋浦　巧

阿部　龍

富樫　圭太 佐々木　尚希

西村　啓吾

下川　真意

北村　拓途

元木　理沙

森　翔太朗

清水　貴治

佐藤　洋平

一戸　佳奈

後藤　遼真

Lisa Sato

渥美　日菜

石川　聰志

木村　雅和

高橋　旦

大町　優太

Sean Killham

Kellie Pearce

土井　隼風

小松　慎太郎

競技監督

一般男子

一般女子

中学生

小学生

競技監督

団体実戦競技　出場者

一般男子

一般女子

中学生

小学生

笹山　脩平

大橋　正芳

佐藤　颯人

阿部　ゆきえ

黒須　健

山際　真穂

佐藤　優星

Jonathan Lim

三浦　諒馬

佐藤　清香

浅原　真一

富樫　隼

今田　貴也



おかざき　まひろ かとう　たいむ

岡崎　真拓 加藤　大夢
かじわら　やまと こやま　ゆうが

梶原　大和 小山　優向
わたなべ　はると そごう　ともはる

渡邉　温斗 十河　倫玄
さとう　あさと たかはし　ひだか

佐藤　旭人 高橋　聖崇
みうら　ゆきと

三浦　志斗

小学校低学年　男子個人実戦競技  9人

【東松島市】 【練武館】

【渡波】 【気仙沼市】
4

3
決勝

1
6

時間：１分３０秒

【練武館】 【Sogo Budo Academy International】

【石巻】 【渡波】

【弘前道場】

7
8

5

2

小山　優向
【Sogo Budo Academy International】 【東松島市】 【石巻】 【気仙沼市】

優勝 第２位 第３位 第３位
そごう　ともはる おかざき　まひろ さとう　あさと こやま　ゆうが

十河　倫玄 岡崎　真拓 佐藤　旭人



かんべ　りょうじ ささはら　ぜんき

神邊　凌士 笹原　善輝
きたむら　たくと なりた　こうや

北村　拓途 成田　昊弥
きむら　しんせい みうら　りょうま

木村　心星 三浦　諒馬
たかはし　さとし すずき　かいせい

高橋　慧至 鈴木　介盛
あさはら　そうせい もりた　あらた

浅原　颯生 森田　新太
さとう　ゆうせい おおつか　りく

佐藤　優星 大塚　陸
かめやま　こうた わたなべ　たくみ

亀山　昂太 渡辺　匠海
おかざき　かつよし やまだ　けいた

岡崎　克祐 山田　敬汰
ささはら　ゆうぜん はしうら　たくみ

笹原　裕善 橋浦　巧
いしおか　けいと たかはし　かい

石岡　京登 高橋　快
むろい　かんた とがし　はやと

室井　幹太 富樫　隼
やまもと　いちご

山本　一護

【弘前道場】 【弘前道場】

【河南】 【河南】

【広正舘】 【練武館】

小学校高学年　男子個人実戦競技  23人

【石巻】 【河南】

【練武館】 【東松島市】11 12
1 4

16

5
13

18

8
決勝

時間：１分３０秒

【河南】 【石巻】

【渡波】 【雄勝】

【東松島市】 【広正舘】14

20 21
22

9
2

【河南】 【東松島市】

【広正舘】 【練武館】

【練武館】 【渡波】
7

15

6

19

17

3
10

【東松島市】

笹原　善輝 神邊　凌士 佐藤　優星 高橋　快
【河南】 【石巻】 【河南】 【練武館】

優勝 第２位 第３位 第３位
ささはら　ぜんき かんべ　りょうじ さとう　ゆうせい たかはし　かい



おのでら　りゅうしょう どい　しゅんぷう

小野寺　龍将 土井　隼風
さとう　はやと わたなべ　けいと

佐藤　颯人 渡辺　敬翔
おの　しゅうま いしかわ　さとし

小野　柊馬 石川　聡志
かんべ　しゅうへい ささき　なおき

神邊　柊兵 佐々木　尚希
いとう　つかさ

伊藤　司

【石巻】

【石巻】 【渡波】

【東松島市】
2

中学校　男子個人実戦競技  9人

【気仙沼市】 【石巻】
4

【石巻】
決勝

【雄勝】3
1

6 7
8

5
【酒田市】

時間：１分３０秒

【渡波】 【石巻】 【石巻】

優勝 第２位 第３位 第３位
ささき　なおき さとう　はやと どい　しゅんぷう

佐々木　尚希 佐藤　颯人 土井　隼風



かんべ　ひかり いずみ　まや

神邊　ひかり 泉　真彩
むろい　はな こまつ　まな

室井　花奈 小松　愛奈
こまつ　ゆう おやま　みずき

小松　優 小山　瑞来

小学校低学年　女子個人実戦競技  6人

【石巻】 【練武館】

【練武館】 【気仙沼市】

決勝

1

2
3 4

5

時間：１分３０秒

【気仙沼市】 【気仙沼市】

室井　花奈 小松　愛奈 神邊　ひかり
【練武館】 【気仙沼市】 【石巻】

優勝 第２位 第３位 第３位
むろい　はな こまつ　まな かんべ　ひかり



あつみ　けい かとう　すずは

渥美　景 加藤　鈴葉
かじわら　みお たかはし　りおん

梶原　光桜 高橋　凛音
いしかわ　かな こむかむ　あんじゅ

石川　花奈 コムカム　安寿
あべ　みずき

阿部　瑞希

【東松島市】

【河南】

小学校高学年　女子個人実戦競技  7人

【東松島市】 【練武館】

【渡波】 【渡波】
1

【石巻】

決勝

2
4 5

6

3

時間：1分３０秒

阿部　瑞希
【渡波】 【石巻】 【東松島市】 【河南】

優勝 第２位 第３位 第３位
たかはし　りおん いしかわ　かな あつみ　けい あべ　みずき

高橋　凛音 石川　花奈 渥美　景



はしうら　かりん

橋浦　花林
こまつ　あみ

小松　愛実
さくらい　れい

櫻井　玲
【石巻】

中学校　女子個人実戦競技  3人

【東松島市】

【気仙沼市】
1

2

時間：１分３０秒

【石巻】 【東松島市】 【気仙沼市】

優勝 第２位 第３位 第３位
さくらい　れい はしうら　かりん こまつ　あみ

櫻井　玲 橋浦　花林 小松　愛実



そごう　ともはる 3 0 わたなべ　はると

十河　倫玄 渡邉　温斗
ちば　たかまさ 0 3 2 0 にいぬま　しんいちろう

千葉　渉誠 新沼　慎一郎
いとう　ゆうた 0 3 かじわら　やまと

伊藤　優太 3 2 1 3 梶原　大和
みうら　ゆきと 3 3 さとう　あさと

三浦　志斗 2 1 佐藤　旭人
たかはし　ひだか くどう　そうた

高橋　聖崇 0 1 0 工藤　蒼太
かとう　たいむ 2 0 おかざき　まひろ

加藤　大夢 2 岡崎　真拓
こやま　ゆうが 1

小山　優向 1

小学校低学年　男子個人法形競技  13人

【Sogo Budo Academy International】

【練武館】 【東松島市】

【気仙沼市】

【練武館】

【東松島市】 【岩手県】6

【渡波】

【弘前道場】 【石巻】

8
1

決勝

10 11
12

【己錬館】

7

3

【渡波】 【鶴岡市】
2

4

5
9

岡崎　真拓
【Sogo Budo Academy International】 【渡波】 【弘前道場】 【東松島市】

優勝 第２位 第３位 第３位
そごう　ともはる かじわら　やまと みうら　ゆきと おかざき　まひろ

十河　倫玄 梶原　大和 三浦　志斗

1.2回戦：旋体　

3回戦以降：旋・運・変体から選択



ささはら　ぜんき 3 2 たかはし　かい

笹原　善輝 高橋　快
もりた　あらた 2 3 3 やまだ　けいた

森田　新太 山田　敬汰
おかざき　かつよし 0 1 ささはら　ゆうぜん

岡崎　克祐 1 2 1 笹原　裕善
あさはら　そうせい 0 かめやま　こうた

浅原　颯生 0 2 亀山　昂太
とがし　はやと たかはし　さとし

富樫　隼 3 0 0 高橋　慧至
おおつか　りく やまもと　いちご

大塚　陸 3 2 1 1 山本　一護
きむら　しんせい 0 0 すずき　かいせい

木村　心星 鈴木　介盛
わたなべ　たくみ 0 1 0 きたむら　たくと

渡辺　匠海 北村　拓途
はしうら　たくみ 3 3 なりた　こうや

橋浦　巧 3 成田　昊弥
さとう　ゆうせい 3 1 2 0 みうら　りょうま

佐藤　優星 3 3 三浦　諒馬
よしだ　ともや かんべ　りょうじ

吉田　智哉 0 2 3 3 神邊　凌士
むろい　かんた いしおか　けいと

室井　幹太 0 0 石岡　京登

【東松島市】 【河南】

【広正舘】 【渡波】

【渡波】 【河南】

小学校高学年　男子個人法形競技  24人

【河南】 【練武館】

【練武館】 【広正舘】9 13
1 5

17 19

2 6
10

決勝
14

1.2回戦：旋体　

3回戦以降：旋・運・変体から選択

【石巻】 【東松島市】

【弘前道場】 【河南】

【雄勝】 【練武館】

21 22
23

11 15
3 7

【練武館】 【広正舘】

【東松島市】 【東松島市】

【河南】 【弘前道場】

【東松島市】 【石巻】

18 20

4 8
12 16

笹原　善輝 神邊　凌士 佐藤　優星 高橋　快
【河南】 【石巻】 【河南】 【練武館】

優勝 第２位 第３位 第３位
ささはら　ぜんき かんべ　りょうじ さとう　ゆうせい たかはし　かい



3回戦以降：体から選択

おのでら　りゅうしょう 2 さとう　はやと

小野寺　龍将 0 佐藤　颯人
どい　しゅんぷう 0 3 おの　しゅうま

土井　隼風 1 小野　柊馬
ささき　なおき 0 3 0 わたなべ　けいと

佐々木　尚希 3 渡辺　敬翔
いとう　つかさ 2 3 かんべ　しゅうへい

伊藤　司 3 神邊　柊兵
いしかわ　さとし 0

石川　聡志

【雄勝】

【東松島市】 【石巻】

【石巻】
2

中学校　男子個人法形競技  9人

【気仙沼市】 【石巻】
4

【石巻】
決勝

【酒田市】3
1

6 7
8

5
【渡波】

1.2回戦：旋・運・変・捻体から選択

佐藤　颯人
【石巻】 【渡波】 【東松島市】 【石巻】

優勝 第２位 第３位 第３位
かんべ　しゅうへい ささき　なおき いとう　つかさ さとう　はやと

神邊　柊兵 佐々木　尚希 伊藤　司



かんべ　ひかり 0 いずみ　まや

神邊　ひかり 0 泉　真彩
こまつ　まな 0 1 2 おやま　みずき

小松　愛奈 小山　瑞来
むろい　はな 3 3 こまつ　ゆう

室井　花奈 3 小松　優
3 やまもと　あおい

0 山本　葵

小学校低学年　女子個人法形競技  7人

【石巻】 【練武館】

【気仙沼市】 4 5 【気仙沼市】
1

6

【練武館】

決勝

2

1.2回戦：旋陰　

3回戦以降：旋・運・変陰から選択

【気仙沼市】

【東松島市】
3

小松　優 室井　花奈 神邊　ひかり 泉　真彩
【気仙沼市】 【練武館】 【石巻】 【練武館】

優勝 第２位 第３位 第３位
こまつ　ゆう むろい　はな かんべ　ひかり いずみ　まや



あつみ　けい 2 いとう　あかり

渥美　景 3 伊藤　灯
かとう　すずは 0 3 かじわら　みお

加藤　鈴葉 梶原　光桜
いしかわ　かな 1 3 0 こむかむ　あんじゅ

石川　花奈 3 コムカム　安寿
あべ　みずき 0 0 さとう　なお

阿部　瑞希 佐藤　なお
たかはし　りおん 0

高橋　凛音

【東松島市】
5

【河南】 【鶴岡市】

【渡波】

小学校高学年　女子個人法形競技  9人

【東松島市】 【東松島市】

【練武館】 【渡波】
1

【石巻】
8

2

3回戦以降：旋・運・変陰から選択

1.2回戦：旋・運陰から選択　

【東松島市】 【渡波】 【渡波】 【鶴岡市】

4
3

決勝

6 7

あつみ　けい かじわら　みお たかはし　りおん さとう　なお

渥美　景 梶原　光桜 高橋　凛音 佐藤　なお

優勝 第２位 第３位 第３位



はしうら　かりん 0 0 いとう　かえで

橋浦　花林 1 2 伊藤　楓
こまつ　あみ さくらい　れい

小松　愛実 3 3 櫻井　玲

中学校　女子個人法形競技  4人

【東松島市】 【東松島市】
2

【気仙沼市】
3

【石巻】

決勝

1

3回戦以降：陰から選択

1.2回戦：旋・運・変・捻陰から選択　

伊藤　楓
【石巻】 【気仙沼市】 【東松島市】 【東松島市】

櫻井　玲 小松　愛実 橋浦　花林

第３位
さくらい　れい こまつ　あみ はしうら　かりん いとう　かえで

優勝 第２位 第３位


