
競技名 優勝 団体名 準優勝 団体名 第三位 団体名 第四位 団体名

なら　しゅんすけ わたなべ　いつき おくむら　りょうすけ なかがわ　そうま

奈良　俊輔 渡邊　偉月 奥村　稜典 中川　蒼麻

ささき　さくら ごとう　りゆ こまつ　なお

佐々木　さくら 後藤　鈴結 小松　直

まつもと　てんご いしかわ　しゅう どもん　ゆづき ささき　わく

松本　天吾 石川　嵩翔 土門　優月 佐々木　和功

くどう　あおい まつもと　あんな さいとう　ゆあ おおとも　まなみ

工藤　葵 松本　あんな 齋藤　優歩 大友　愛望

おかむら　けんや なかやま　だん くどう　そうた たかひら　ゆずき

岡村　健矢 中山　弾 工藤　蒼太 高平　柚希

こまつ　ゆう かんべ　ひかり わたなべ　あやな おさない　りお

小松　優 神邊　ひかり 渡辺　彩奈 長内　里緒

わたなべ　かなた なるみ　たくま のむら　けいた たざわ　ゆうま

渡辺　奏太 鳴海　匠真 野村　啓太 田澤　有真

さいとう　ゆあ ほりかわ　るりあ ほしな　そよ たけやま　ことみ

齋藤　優歩 堀川 るりあ 保科　颯 武山　琴美

なかじょう　しゅんたろう なら　かなた つしま　りょうせい ほりかわ　ゆうと

仲條　峻太郎 奈良　叶多 對馬　諒星 堀川　勇大

わたなべ　あやな かんべ　ひかり こまつ　ゆう わたなべ　きょうか

渡辺　彩奈 神邊　ひかり 小松　優 渡邊　響香

11 少年少女団体法形競技 山形A 山形

12 少年少女展開競技競技 山形A 山形

13 少年団体実戦競技 青森県A 青森 山形県A 山形 青森県B 青森

14 少女団体実戦競技

10 中学生女子実戦競技 宮城 宮城 宮城 宮城

9 中学生男子実戦競技 山形 青森 青森 青森

8 小学生女子実戦競技 山形 青森 宮城 宮城

7 小学生男子実戦競技 宮城 青森 宮城 青森

6 中学生女子法形競技 宮城 宮城 宮城 青森

5 中学生男子法形競技 山形 青森 山形 宮城

4 小学生高学年女子法形競技 山形 山形 山形 山形

3 小学生高学年男子法形競技 山形 山形 山形 青森

2 小学生低学年女子法形競技 山形 青森 宮城

第４８回東北地区躰道優勝大会　大会結果(青森県武道館) 令和4年9月19日

1 小学生低学年男子法形競技 青森 宮城 青森 青森



競技名 優勝 団体名 準優勝 団体名 第三位 団体名 第四位 団体名

なるみ　ももか よねざわ　ようこ しまむら　まい しらとり　れいな

鳴海　百花 米澤　陽子 島村　舞 白鳥　麗奈

ささはら　ぜんき ほりうち　ゆうた かんべ　りょうじ こやま　ともひろ

笹原　善輝 堀内　裕太 神邊　凌士 小山　智弘

やまぐち　りほ おおたけ　すみれ あつみ　けい かめい　ゆいか

山口　莉歩 大竹　澄怜 渥美　景 亀井　結佳

おくむら　はなこ きがわ　こうじ

奥村　華子 木川　幸治

なかやま　ぜん なりた　こうや おかざき　まひろ やしろ　ひでよし

中山　膳 成田　昊弥 岡崎　真拓 八代　秀佳

やまぐち　りほ おおたけ　すみれ おさだ　ももか むらやま　まりか

山口　莉歩 大竹　澄怜 長田　桃佳 村山　麻理香

21 団体法形競技 青森県B 青森 青森県A 青森

22 展開競技競技 青森県A 青森

23 男子団体実戦競技 宮城県 宮城 青森県 青森

24 女子団体実戦競技

なかじょう　しゅんたろう

仲條　峻太郎

こまつ　ゆう

小松　優

なかやま　ぜん

中山　膳

やまぐち　りほ

山口　莉歩

29 少年総合順位 山形県 １２７点 青森県 ６４点 宮城県 ４７点 点

30 一般総合順位 青森 １０２点 宮城 ４６点 点 点

28 一般女子最優秀選手賞 青森

27 一般男子最優秀選手賞 青森

26 少女最優秀選手賞 宮城

25 少年最優秀選手賞 山形

20 女子実戦競技 青森 青森 青森 青森

19 男子実戦競技 青森 宮城 宮城 宮城

18 壮年法形競技 青森 青森

17 女子法形競技 青森 青森 宮城 青森

16 男子法形競技 宮城 青森 宮城 青森

15 新人法形競技 宮城 青森 青森 青森


