
会場：千葉県総合スポーツセンター武道館

形競技 優勝 準優勝 ３位 ３位（４位） 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 備考

和気誠介 池田颯真 中島琥旺 押田龍進 草野蒼太 京野礼 井坂奎介 遠山笑 氏名

鷲龍道場 濤空会 木更津聖嘉館 勝正館 一心塾 茂原武道館 明桜塾 茂原武道館 団体名

佐藤ほの 繪面佳桜 永野美優 秋山紗輝 古川幸穏 三浦ひかり 清水音芭 青木奈桜

勝正館　虎龍会 濤空会 勝正館八街 葵會館 空手道一心塾 正武館 勝山会 拳剛会千葉

関谷晴天 川本実頼 中野光彬 岡田尚己 北明響 島田祐希 福塚大虎 清水瑠星

聖伸館 勝正館 松濤明武会 川口会千葉 剛立舘 昇政塾 一友会 鷲龍道場

村越星空 菅生楽佳 渡辺心菜 澤木想月 権頭楓 柏原咲希 鳥海綾花 吉村朱花 芳賀さくら

一友会 葵會館 成徳会 明桜塾 鷲龍道場 葵會館 龍神舘 濤空会 昇龍会

岡部直斗 齋藤倖 小林富司 西立野剛宗 齋藤珀伸 内山翔太 波多野大晴 島ノ江亜琉

明桜塾 一友会 昇龍会 一友会 一心塾 拳剛会東金 聖伸館 千葉松濤会

鈴木千遥 黒澤美柚 奥津花唯 花島咲蘭 佐久間美妃 髙橋日和 髙橋凛 根津暦実

拳夢会 明桜塾 明桜塾 昇龍会 千葉松濤会 勝山会 茂原武道館 一友会

村越冬空 石井嵩人 西塚悠真 押田大暉 小高悠翔 加藤脩也 大越岳 山室康憲

一友会 明桜塾 三田空手 明桜塾 葵會館 統道会 鷲龍道場 統道会

斎藤和花 藤樫くるみ 増田柚月 澤木愛月 菊池晴香 遠山ひより 稲田直 池本花乃

聖武館 空手道一心塾 昇政塾 明桜塾 一宮 濤空会 仙武会 制護会本部

山川寛太 福塚虎丸 佐藤憲太 澤部青 根本侑 石毛創太 西陽平 村山陽々輝

昇政塾 一友会 勝生館虎龍会 紘武会 空手道一心塾 勝正館八街 仙武会 濤空会

古河蒼波 今井凛那 中山真理愛 上川希海 中山唯愛 茂木愛佳 西立野千空 須賀田真弥

拳剛会東金 拳剛会東金 勝山会 空手道一心塾 一友会 誠志館 一友会 茂原武道館

髙橋大和 須藤柊生 石岡大和 髙橋晴心 斉藤陽生 小池翔大 山田奏来 石井康太郎

勝山会 仙武会 昇政塾 協会君津 明桜塾 明桜塾 千葉桜空会 鉱武会

井桁芽香 木津美咲 佐々木天良 獅子田秋美 北野詩織 入江珠紀 山本すず 林佑夏

茂原武道館 聖伸会 統道会 功道館 明桜塾 正武館 昇政塾 木更津聖嘉館

小学２年女子形

小学３年男子形

小学５年女子形

小学６年男子形

小学１年男子形

小学１年女子形

小学２年男子形

平成28年度小学生大会結果（Ｈ28．５．22）

小学３年女子形

小学４年男子形

小学４年女子形

小学５年男子形

小学６年女子形



組手競技 優勝 準優勝 ３位 ３位（４位） 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 備考

池田颯真 千葉嵐史 渡辺大翔 柏崎真慶 舟波奏翔 山口健介 草野蒼太 千葉嵐斗

濤空会 一心塾 勝山会 葵會館 濤空会 八千代空手 一心塾 一心塾

倉持瑠璃 古川幸穏 永野美優 三浦ひかり 繪面佳桜 川口恵 鈴木蒼来 清水音芭

千葉拳成会 一心塾 国際正館八街道場 正武館 濤空会 功道館 正武館 勝山会

大越壮 岩下駿斗 清水瑠星 太田晃義 三宅一颯 原拓実 清水啓斗 麻生武

鷲龍道場 有心会 鷲龍道場 剛柔流幸心館 仙武会 功道館 一友会 統道会

澤木想月 渡辺心菜 吉村朱花 菅生楽佳 橘舞 藤崎みなみ 村越星空 大網静咲

明桜塾 成徳会 濤空会 葵會館 一心会 功道館 一友会 功道館

齊藤珀伸 大江侑生 山口蓮央 塚蓮真 永野豪己 春山幸輝 三浦圭人 岡部直人 西山天晴

一心塾 功道館 一心塾 鷲龍道場 勝正館八街 茂原武道館 鷲龍道場 明桜塾 統道会

菅谷葵 髙橋日和 黒澤美柚 石井さくら 草野紗希 髙橋凛 齊藤光咲 張ケ谷夢乃

明花塾 勝山会 明桜塾 鷲龍道場 一心塾 茂原武道館 明桜塾 千葉拳成会

堀口賢護 小高悠翔 白澤大稀 押田大暉 池田悠真 石井嵩人 長谷川想弥 京増怜士 中野蒼大

一心塾 葵會館 鷲龍道場 明桜塾 濤空会 明桜塾 国武館 敬和会 仙武会

藤樫くるみ 澤木愛月 宮内愛美 宮嵜柚和 岡田颯 稲田直 小暮芽里菜 湯口望来 大間あやめ

一心塾 明桜塾 功道館 導技館 大和松涛館 仙武会 功道館 明桜塾 一心塾

山脇勇希 中山碧空 菅生大心 武部颯輝 久我由乃 黒田琉惺 大島竜誓 根本侑 吉田脩馬

葵會舘 剛柔流幸心館 葵會館 葵會舘 仙武会 一心塾 鷲龍道場 一心塾 協会君津

髙橋美結 西立野千空 中山真理愛 奥野結絆 飯田もも 伊藤愛理 細渕うらら 上川希海

仙武会 一友会 勝山会 仙武会 葵會館 敬和会 導技舘 空手道一心塾

髙橋大和 萩原楓 竹下剣心 稲田舜 市村珀 髙橋晴心 降雄一颯 石井康太郎

勝山会 誠真会 一心塾 仙武会 千葉拳成会 協会君津 一友会 鉱武会

獅子田秋美 太田紬木 渡邊優菜 吉田蒼生 石川あい 池本咲季 井桁芽香 田澤苺加

功道館 鷲龍道場 蒼天和道塾 千葉桜空塾 濤良館 制護会本部 茂原武道館 制護会本部

小学１年女子組手

小学１年男子組手

小学３年男子組手

小学６年女子組手

小学５年男子組手

小学５年女子組手

小学６年男子組手

小学２年女子組手

小学２年男子組手

小学４年女子組手

小学４年男子組手

小学３年女子組手


