
１　位 ２　位 ３　位 ３　位

１年生 高橋　涼 安倍　怜娃

男子 箱石道場 加賀クラブ

２年生 藤原　温剛 若松　尚輝 佐藤　希 高橋　叶海

男子 協会都南 協会青山 箱石道場 尚武会盛岡

３年生 熊谷　和樹 岡本　驍 湯澤　冴心 阿部　一樹

男子 協会上田 松濤館盛岡東 尚武会盛岡 協会都南

４年生 松本　侑也 小野寺　翔 格矢　幸星 菊池　海成

男子 協会上田 協会八幡 箱石道場 協会青山

５年生 岩浅　康也 筑後　裕日 藤枝　龍慎 照井　友規

男子 松濤館盛岡東 協会上田 箱石道場 加賀クラブ

６年生 那須野　祥大 高橋　郁矢 木村　洸陽 佐藤　駿守

男子 協会青山 箱石道場 尚武会盛岡 箱石道場

１年生 佐々木　茜寧 佐賀　貴陽 藤枝　柚葵

女子 協会上田 協会八幡 箱石道場

２年生 佐々木　陽向 高橋　七海 藤枝　永真

女子 協会都南 箱石道場 箱石道場

３年生 岩浅　愛梨 吉田　歩奈実 工藤　新渚

女子 松濤館盛岡東 協会都南 協会八幡

４年生 鎌田　菜央 福田　奏美 中村　美乃 八重樫　にこら

女子 協会八幡 協会八幡 尚武会盛岡 協会都南

５年生

女子

６年生 作間　由奈 佐藤　芙香 下道　花梨 本田　沙織

女子 協会都南 尚武会盛岡 尚武会盛岡 箱石道場

１年生 佐々木　昂大 齋藤　龍輝 佐々木　廉 吉田　悠馬

男子 協会青山 協会都南 尚武会盛岡 協会都南

２年生 駒田　悠翼 佐藤　琉星 山田　虎太郎 又野　天

男子 協会青山 尚武会盛岡 尚武会盛岡 加賀クラブ

３年生 佐藤　篤 大坊　洸瑠

男子 協会上田 協会八幡

１年生 本田　純美 飛田　渚 下道　咲来

女子 箱石道場 尚武会盛岡 尚武会盛岡

２年生 乙部　真優子 上野　真詩

女子 松濤館盛岡東 協会八幡

３年生

女子

学年合同 上野　正孝 林本　駿平 飛田　龍 遠藤　諒太郎

男子 松濤館盛岡東 尚武会盛岡 尚武会盛岡 協会上田

学年合同 及川　風香 千葉　佳 吉田　野乃花 藤原　彩夢

女子 協会上田 協会八幡 協会都南 不来方高校

近藤　大樹 須藤　晴紀 小林　亮平

岩手医科大学 協会都南 岩手大学

林本　遥 安倍　昇子

岩手医科大学 加賀クラブ

岩浅　里美 高橋　亜香峰 森　陽香 佐賀　貴子

松濤館盛岡東 尚武会盛岡 岩手医科大学 協会八幡
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平成２７年度第６７回盛岡市民体育大会空手道競技入賞者　個人形　　上段：氏名　下段：支部名
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１　位 ２　位 ３　位 ３　位

１年生 高橋　涼 安倍　怜娃

男子 箱石道場 加賀クラブ

２年生 藤原　温剛 若松　尚輝 佐藤　希 高橋　叶海

男子 協会都南 協会青山 箱石道場 尚武会盛岡

３年生 渡辺　和貴 湯澤　冴心 伊藤　心 阿部　一樹

男子 協会八幡 尚武会盛岡 箱石道場 協会都南

４年生 格矢　幸星 小野寺　翔 菊池　海成 松本　侑也

男子 箱石道場 協会八幡 協会青山 協会上田

５年生 藤枝　龍慎 藤川　光 岩浅　康也 外川　誠人

男子 箱石道場 協会都南 松濤館盛岡東 協会八幡

６年生 中村　悠雅 高橋　郁矢 那須野　祥大 小瀬川　凌

男子 箱石道場 箱石道場 協会青山 箱石道場

１年生 藤枝　柚葵 佐賀　貴陽 佐々木　茜寧

女子 箱石道場 協会八幡 協会上田

２年生 高橋　七海 藤枝　永真 佐々木　陽向

女子 箱石道場 箱石道場 協会都南

３年生 吉田　歩奈実 工藤　新渚

女子 協会都南 協会八幡

４年生 鎌田　菜央 福田　奏美 中村　美乃 八重樫　にこら

女子 協会八幡 協会八幡 尚武会盛岡 協会都南

５年生

女子

６年生 安達　光里 作間　由奈 佐藤　芙香 本田　沙織

女子 尚武会盛岡 協会八幡 尚武会盛岡 箱石道場

１年生 佐々木　昂大 佐々木　廉 原　希 菊池　悠河

男子 協会青山 尚武会盛岡 尚武会盛岡 尚武会盛岡

２年生 格矢　幸陽 佐藤　琉星 又野　天

男子 箱石道場 尚武会盛岡 加賀クラブ

３年生 佐藤　篤 大坊　洸瑠

男子 協会上田 協会八幡

１年生 本田　純美 飛田　渚

女子 箱石道場 尚武会盛岡

２年生 乙部　真優子 上野　真詩

女子 松濤館盛岡東 協会八幡

３年生 格矢　夏紀 澤村　真実 千葉　佳

女子 箱石道場 協会八幡 協会八幡

学年合同 中村　圭吾 林本　駿平 飛田　龍 上野　正孝

男子 箱石道場 尚武会盛岡 尚武会盛岡 松濤館盛岡東

学年合同 藤原　彩夢 及川　風香 小林　桃花 吉田　野乃花

女子 不来方高校 協会上田 不来方高校 協会都南

男子 須藤　晴紀 西村　大河 阿部　大空

軽量級 協会都南 岩手医科大学 岩手大学

男子 高橋　賢司 阿部　翔陽 古田　恭平

中量級 尚武会盛岡 岩手医科大学 岩手医科大学

男子 田村　涼介 曾根　大覚 菅野　直樹

重量級 尚武会盛岡 岩手医科大学 岩手大学

小林　千江 塩満　広恵 林本　遥

岩手大学 岩手医科大学 岩手医科大学

男子

軽量級

男子

中量級

男子

重量級

野々村　美保 八重樫　栞 鎌田　みずき 森　陽香

岩手医科大学 岩手医科大学 岩手医科大学 岩手医科大学
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１　位 ２　位 ３　位 ３　位

小学生 松濤館盛岡東 協会都南 協会上田

中学生
～一般

協会上田 協会都南 松濤館盛岡東

低学年 箱石道場Ａ 箱石道場Ｂ

中学年 協会八幡 箱石道場 協会上田

高学年 箱石道場B 尚武会盛岡B 尚武会盛岡A

混成 箱石道場Ｂ 箱石道場Ａ

男子 協会都南 尚武会盛岡

女子

男子

女子

男子 岩手医科大学A 尚武会盛岡 岩手医科大学B

女子 岩手医科大学C 岩手医科大学B 岩手医科大学A

競技名

平成２７年度第６７回盛岡市民体育大会空手道競技入賞者　団体　　
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