
長野運動公園総合体育館

優勝 所属 準優勝 所属 ３位 所属 ３位 所属

１年生男子 形 藤澤　斡人 真武館 下澤　慶 諏訪市 荒井　瑞己 長野市 宮崎　芳維 長野市

２年生男子 形 内川　陽路 穂高 松下　煌翔 中野市 佐々木　心虎 佐久市 飛松　改 諏訪市

３年生男子 形 田中　大峨 駒ヶ根 下原　歓大 真武館 山本　絆心 中野市 中山　偉織 示現館

4年生男子 形 佐藤　禅 真武館 武田　朝日 中野市 藤澤　嘉人 真武館 土屋　泰靖 中野市

5年生男子 形 宮坂　昊樹 諏訪市 岡宮　芳宗 長野市 西澤　優輝 真武館 滝澤　陽向 真武館

6年生男子 形 坂田　心我 長野市 柳澤　琉清 佐久市 馬込　陸斗 佐久市 風間　晴人 中野市

１年生男子 形 山浦　奏風 佐久市 袮津　悠希 長野市 森山　周哉 長野市 北澤　脩有 長野市

2・３年生男子 形 吉澤　皐 諏訪市 半田　遼丞 佐久市 松本　拓海 長野市 下澤　琥珀 諏訪市

１・2年生女子 形 須澤　泉天 真武館 平林　ゆずか 穂高 遠藤　百花 松川村 渋谷　実乃里 長野市

３年生女子 形 富永　笑歌 真武館 岩田　ひより 真武館 海野　安美 中野市 藤井　奈々寧 池田町

4年生女子 形 柳澤　瑠衣 佐久市 竹内　小桜 真武館 先崎　快曖 佐久市 池田　莉紗 長野市

5年生女子 形 荒井　彩心 長野市 高見沢　凛 佐久市 木内　いぶき 佐久市 倉光　杏優 長野市

6年生女子 形 祖堅　優月 長野市 宮本　夏穂 長野市 武居　緩実 諏訪市 早川　実花 諏訪市

１年生女子 形 高木　朱羽 長野市 松嶋　未來 佐久市 西山　静流 松川村 竹野　穂乃花 真武館

2・３年生女子 形 小林　來凪 佐久市 小林　凛珠 佐久市 祖堅　七星 長野市 中村　理緒 上田市

優勝 所属 準優勝 所属 ３位 所属 ３位 所属

１年生男子 組手 藤澤　斡人 真武館 岩田　樹 真武館 土屋　譲士 示現館 松下　麗翔 中野市

２年生男子 組手 柳澤　颯志 示現館 飛松　改 諏訪市 内川　陽路 穂高 塚田　崇斗 示現館

３年生男子 組手 田中　大峨 駒ケ根 塩川　日那太 示現館 太田 景琉 真武館 森山　和俊 長野市

4年生男子 組手 林原ニコラス大輝 真武館 仲宗根　昴 示現館 武田　汰心 松川村 須澤　力久 真武館

5年生男子 組手 内川　朝陽 穂高 藤井　雄伍 池田町 菊池　康介 佐久市 中村　慧 佐久市

6年生男子 組手 馬込　陸斗 佐久市 柳澤　琉清 佐久市 竹之内　感太 真武館 坂田　心我 長野市

１年生男子 組手 檀原　慶 中野市 金井　知也 長野市 森山　周哉 長野市 宮﨑　蒼空 長野市

2・３年生男子 組手 市川　颯雅 佐久市 森山　幸亮 長野市 羽毛田　悠輝 佐久市 松本　拓海 長野市

１・2年生女子 組手 須澤　泉天 真武館 高瀬　奏空 示現館 平林　ゆずか 穂高 遠藤　百花 松川村

３年生女子 組手 富永　笑歌 真武館 藤井　奈々寧 池田町 松川　明来 佐久市 袮津　心美 長野市

4年生女子 組手 竹内　小桜 真武館 須田　詩乃 穂高 池田　莉紗 長野市 柳澤　瑠衣 佐久市

5年生女子 組手 遠藤　仁奈 松川村 高見沢　凛 佐久市 荒井　彩心 長野市 養田　もえ 山ノ内

6年生女子 組手 早川　実花 諏訪市 高橋　奈誉 示現館 藤澤　美琴 真武館 宮本　夏穂 長野市

1年生女子 組手 松嶋　未來 佐久市 竹野　穂乃花 真武館 西山　静流 松川村 高木　朱羽 長野市

2・３年生女子 組手 小林　凛珠 佐久市 大日方　璃虹 長野市 竹下　愛夏 中野市 なし

令和元年度長野県ｽﾎﾟｰﾂ少年団競技別交流大会（空手道競技）大会成績 （2019/6/30)
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