
【形の部】
種⽬

さいとう　もえの なかむら　あこ ひろた　みはな あおと　けい ひらばやし　まなと やじま　このみ おち　わたる さかべ　すみれ
齋藤　萌⾳ 中村　あこ 廣⽥　美英 ⻘砥　圭 平林　愛翔 ⽮島　好珠 越智　渉 坂部　菫
きうち　まさと なんり　ゆいと みずたに　はるたろう あおや　りく もりしま　まよ こばやし　ゆいと さの　りさ あまくさ　えま
⽊内　将⼈ 南⾥　唯⽃ ⽔⾕　春太郎 ⻘屋　六久 森島　万葉 ⼩林　結⼈ 佐野　⾥桜　 天⾋　恵⿇
なかむら　そうのしん いとう　れな いしがき　たいが おぐら　なおと すずき　あい おおさき　しんたろう たなせ　みつき ひらばやし　らいが
中村　颯之仁 伊藤　怜南 ⽯垣　⼤我 ⼩倉　直⼠ 鈴⽊　愛 ⼤﨑　進太郎 柳瀬　光希 平林　頼芽
にんべ　まさひろ でぐち　えいた たにふじ　はるひさ ひらぬま　ちから かたやま　いと なかむら　たいち わかばやし　こうすけ まつい　しおり
仁部　真宏 出⼝　瑛太 ⾕藤　春久 平沼　⼒ ⽚⼭　⽷ 中村　太⼀ 若林　虹空 松井　汐莉
いしいりゅうせい いちかわ　かえで はらおか　ひろと やまもと　よしひさ よしだ　ゆうな ごとう　さとし わかい　ゆめ かけい　ゆう
⽯井　⿓成 市川　楓 原岡　紘叶 ⼭元　恭壽 吉⽥　有那 後藤　聡志 若井　ゆめ 掛井　結⽻
こたに　すみれ しみず　れん おかむら　ちさと なかむら　めい よしだ　けいじ あんどう　しょう なかむら　しょう ひがしだ　こうた
⼩⾕　菫 志⽔　蓮 岡村　千聡 中村　愛唯 吉⽥　圭志 安藤　奨 中村　匠 東⽥　康太
かわせ　しゅん たていし　にこ ふじおか　けんた なかむら　たく みつはし　りさこ なかやま　ひろつな かめやま　さちこ うえまつ　あおい
川瀬　舜 ⽴⽯　⼆瑚 藤岡　健太 中村　拓琥 三橋　理彩⼦ 中⼭　洋綱 ⻲⼭　幸⼦ 植松　葵
にんべ　ねねか すけがわ　えいしん うちがき　ひなた うえやま　はる すぎやま　まさむね おおつか　ゆうご あらい　なおき ねもと　しゅん
仁部　寧々花 助川　瑛⼼ 内垣　陽向 植⼭　晴 杉⼭　正宗 ⼤塚　祐護 新井　直球 根本　峻
つちや　かのん なかじま　りさ もとかわ　りりい しんがい　りえる よしだ　ゆみ ふじもと　まひろ あまがい　つばさ やまぐち　しおり
⼟屋　華⾳ 中島　梨沙 元川　璃理⾐ 新海　莉恵 吉⽥　有⾒ 藤本　真央 ⾬⾙　つばさ ⼭⼝　詩織
みたざき　たける とうや　はるのすけ あおき　いろは もりもと　しゅんた ひがしもと　ななみ なかむら　まな たむら　ゆいと いとう　ひなた
三反崎　雄琉 東⾕　晴之助 ⻘⽊　いろは 森本　惇太 東本　七美 中村　愛菜 ⽥村　優弦 伊藤　ひなた
なべしま　めい えんどう　ちはや いとう　ひろつぐ がんどう　かんた たなべ そうすけ なかもり　たけひろ ふじしま　けんし
鍋島　愛依 遠藤　千颯 伊藤　宙嗣 丸藤　寛太 ⽥邉　蒼介 中森　雄⼤ 藤島　健⾄
かせだ　えいご ほしの　たいら みぞぐち　そうた おくの　だいち こむろ　れおん どい　くるみ まつだ　けいすけ あいの　さきょう
加勢⽥　瑛伍 星野　泰良 溝⼝　蒼太 奥野　泰智 ⼩室　蓮穏 ⼟肥　來未 松⽥　啓佑 相野　佐匡
やながわ　たくま はたがみ　ななこ さいとう　ここの わたなべ　りお あきもと　ひょうご こばやし　りょう たいら　なおま たかはし　そうや
梁川　拓真 畑上　菜々⼦ 齋藤　志⾳ 渡邊　莉⽣ 秋元　彪吾 ⼩林　良 平　直⾺ 髙橋　蒼弥
かわむかい　なるみ かねこ　ありあ ましま　らん あおき　ひなた うえだ　りょうま はまぐち　あきみち よしだ　ゆうか たなか　こうき
河向　成海 ⾦⼦　ありあ 眞島　蘭 ⻘⽊　ひなた 植⽥　遼真 濱⼝　晃⾏ 吉⽥　有花 ⽥中　昊基
いわた　ひゆう やまが　ゆめじ なかむら　ひかる うえやま　まさる やましろ　りゅうたろう うえはら　やまと いけがみ　はやと
岩⽥　毘悠 ⼭⿅　夢⼆ 中村　光 植⼭　優 ⼭城　⿓太郎 上原　⼤和 池上　隼翔
にしお　はんな こうの　ゆずか おおやま　あかり すずき　あさひ ひらぬま　あきら すぎむら　こうすけ おぐら　けいと きとう　ゆあ
⻄尾　絆那 河野　柚花 ⼤⼭　絢伶 鈴⽊　朝陽 平沼　瑛 杉村　幸亮 ⼩倉　慶⼠ ⻤頭　結愛
ますだ　てるみち やぎぬま　こうた つちや　たけし かとう　かいせい かわち　けんと みずたに　はじめ きうち　しれん さいとう　しゅうせい
増⽥　光途 栁沼　昊太 ⼟屋　武⼠ 加藤　快誠 河内　賢⽃ ⽔⾕　元 ⽊内　⼦蓮 ⿑藤　柊成
ひらしま　かほ すずき　くるみ もちづき　ゆう しんがい　みかる あらかわ　まりん さいとう　かのん よこやま　あゆか かさはら　なお
平島　夏帆 鈴⽊　くるみ 望⽉　優 新海　美輝 荒川　真稟 齋藤　華⾳ 横⼭　歩華 笠原　南央
たなべ くるみ ふじわら　ゆうこ こじま　みか
⽥邊　くるみ 藤原　裕⼦ ⼩島　美佳
かじなか　たくま てらだ　まなぶ みさわ　みつる せつ　そうよう たむら　よういち なかだい　かずたか たかくら　しゅんたろう かみおか　まさゆき
鍛治中　拓⿇ 寺⽥　学 三澤　充 薛　宗陽 ⽥村　洋⼀ 中台　和孝 ⾼倉　俊太郎 上岡　正幸
かわしま　ちひろ しんがい　りん かねこ　あゆみ くろさか　まな たなか　たかこ
川嶌　千紘 新海　鈴 ⾦⼦　歩美 ⿊坂　⿇奈 ⽥中　敬⼦
つちや　りんたろう やすい　こうき おがた　ゆうと さんてぃあご　ぶりぐのれ ずぅおん　ゔぁん　ほっぷ
⼟屋　麟太郎 安井　康揮 緒⽅　勇⼈ サンティアゴ　ブリグノレ ズゥオンヴァン　ホップ
いとう　あんじゅ つちや　しの くりおか　なおこ ほった　かんな あぶかわ　まりな おがた　すみれ せつ　しょうか はやし　ますみ
伊藤　杏珠 ⼟屋　志野 栗岡　直⼦ 堀⽥　環菜 虻川　真⾥奈 緒⽅　スミレ 薛　晶華 林　真澄美
よこやま　ごう かめい　たかし わたなべ　あつし うめつ　えいじろう はだ　たみき やまもと　たかひさ さくま　だいき もぎ　やすよし
横⼭　豪 ⻲井　⾼ 渡邉　徳史 梅津　英次郎 秦　⺠樹 ⼭元　貴尚 佐久間　⼤輝 茂⽊　康嘉
まえさか　ひろし たかごう　かずま こもり　なおき わたなべ　まさし むらた ひろかず おき　しんじ たに　まさき いがき　さとし
前阪　裕史 鷹合　⼀真 ⼩森　直樹 渡辺　雅司 村⽥　博⼀ 起　伸次 ⾕　昌樹 井垣　聡
よこやま　ともかず かたやま　ゆうじ やまもと　かづき いけだ　ゆたか まつざわ　おさむ いたみ　さとみ まさき　つねあき
横⼭　智和 ⽚⼭　裕⼆ ⼭本　⾹⽉ 池⽥　裕 松沢　修 伊丹　聡⺒ 正⽊　恒明
はら　もといち たなか　やすお つるかわ　よしかず かわなべ　しんすけ しばた　あきと みなもと　しんじ やまぐち　よく かなざわ　こうめい
原　元⼀ ⽥中　康雄 鶴川　吉和 川鍋　慎介 柴⽥　明⼈ 皆本　伸治 ⼭⼝　翼 ⾦澤　公明
てさき　まさよ とくなが　のぶこ みと　まさこ たかはし　まいこ むかい　わかな わかい　みゆき うつか　まゆみ
⼿崎　雅代 德永　展⼦ 三⼾　雅⼦ 髙橋　舞⼦ 向　和歌奈 若井　みゆき 宇塚　真⼸
ほんだ　まいこ しゅずい　ふみか うみの　あきこ ししど　あきこ おおば　ゆみ くにひろ　きみえ さい　ぎょくしゅ こばやし　れいこ
本多　マイ⼦ 守隨　⽂⾹ 海野　明⼦ 宍⼾　顕⼦ ⼤場　由⺒ 國弘　君恵 柴　⽟珠 ⼩林　麗⼦
やました　ゆうこ いちかわ　なおみ ふるかわ　かずよ いしい　きみえ さんべ　えいこ おしお　なおみ えき　としこ
⼭下　有⼦ 市川　直美 古川　和代 ⽯井　貴美恵 三瓶　英⼦ 押尾　尚美 浴　敏⼦

第70回 東京都空⼿道選⼿権⼤会 令和3年12⽉19⽇　東京武道館
優勝 準優勝 3位 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

⼤森 城南 城南

低学年　基本の部（無級〜9級）（1年・2年） ⼆⼦⽟川世⽥⾕板橋 ⾚⽻ ⾚⽻ 平和島

幼年　基本の部（無級〜9級）（⼩学⽣未満） 練⾺ 平和島 渋⾕邦空館 城南 ⼤森

光が丘 ⽬⿊

中学年　基本の部（無級〜9級）（3年・4年） 平和島 平和島 光が丘 新⼩岩 城南 渋⾕邦空館 ⼆⼦⽟川 ⼤森

⼩学⽣1〜2年　男⼥（8〜7級）形の部 ⼆⼦⽟川 渋⾕邦空館 城南 両国 ⾃由が丘 押上 板橋 ⾃由が丘

⻘⼭ 光が丘 板橋

個⼈戦　⼩学⽣1〜2年　男⼥（3〜1級）形の部 城南 光が丘 城南 押上 城南 城南

個⼈戦　⼩学⽣1〜2年　男⼥（6〜4級）形の部 世⽥⾕ 平和島 板橋 両国 城南

城南 ⾃由が丘

⼩学⽣3〜4年　男⼥（8〜7級）形の部 ⾚⽻ 渋⾕邦空館 南葛飾 光が丘 ⼆⼦⽟川 ⾚⽻ 平和島 池袋

⼩学⽣3〜4年　男⼥（6〜4級）形の部 ⼆⼦⽟川 平和島 板橋 新⼩岩 ⼩⽯川 池袋 城南 光が丘

⾚⽻ ⼆⼦⽟川 板橋

⼩学⽣1〜4年　男⼥（初段以上）形の部 板橋 渋⾕邦空館 板橋 ⾃由が丘 城南 押上

⼩学⽣3〜4年　男⼥（3〜1級）形の部 ⽬⿊ ⼤泉 世⽥⾕ 新⼩岩 城南

押上 城南

⼩学⽣5〜6年　男⼥（無級〜7級）形の部 ⼆⼦⽟川 ⼩⽯川 ⾜⽴ 葛飾 渋⾕ 新⼩岩 光が丘

⼩学⽣5〜6年　男⼥（6〜4級）形の部 押上 ⾚⽻ 池袋 ⼤森 ⾜⽴ ⼩⽯川 板橋 葛⻄

中学⽣　男⼥（無級〜4級）形の部 押上 葛⻄ ⾚⽻ 新⼩岩 城南 新⼩岩 城南

⾜⽴ 葛⻄

⼩学⽣5〜6年　男⼥（初段以上）形の部 葛⻄ ⼤泉 ⼤泉 板橋 葛⻄ 城南

⼩学⽣5〜6年　男⼥（3〜1級）形の部 葛⻄ 池上 練⾺ 練⾺ 両国

中学⽣　男⼥（3〜1級）形の部 ⽬⿊ ⼩⽯川 ⽬⿊ 新⼩岩 両国 新⼩岩 新⼩岩 押上

⾼校⽣、⼀般　 男⼥（中級）形の部 渋⾕ 葛飾 葛飾

⼆⼦⽟川 平和島 押上

中学⽣　⼥⼦（初段以上）形の部 池上 ⽬⿊ 押上 新⼩岩 ⼤森 練⾺

中学⽣　男⼦（初段以上）形の部 葛⻄ 葛⻄ ⽬⿊ ⾜⽴ 練⾺

⼀般B　男⼦（4級以下）形の部（40歳以上） ⾚⽻ ⾃由が丘 ⽬⿊ 新⼩岩 ⾃由が丘 ⼤森 光が丘 ⽬⿊

⾼校⽣・⽀部・⼀般　男⼦（3級以上初段まで）上級形の部 ⽬⿊ 葛⻄ 城南 ⼩⽯川 ⼩⽯川

⼀般B　⼥⼦（4級以下）形の部（35歳以上） ⽬⿊ 新⼩岩 ⾜⽴ ⽬⿊ 城南

⼀般B　男⼦（3級以上）形の部（40歳以上49歳まで） 渋⾕邦空館 ⽬⿊ 新⼩岩 ⼩⽯川 渋⾕

千代⽥

⼀般A　男⼦（弐段以上）形の部 新⼩岩 ⼩⽯川 ⾚⽻ ⼆⼦⽟川 ⼩⽯川 両国 板橋 ⼩⽯川

⾼校⽣・⼀般　⼥⼦　上級形の部 渋⾕邦空館 ⽬⿊ ⽬⿊ ⽬⿊ 葛⻄ 城南 新⼩岩

渋⾕邦空館

⼀般B　男⼦（3級以上）形の部（60歳以上） 千代⽥ 千代⽥ ⽬⿊ 千代⽥ ⽬⿊ 池上 ⾃由が丘

⼀般B　男⼦（3級以上）形の部（50歳以上59歳まで） 新⼩岩 葛⻄ 千代⽥ ⼆⼦⽟川 池袋 押上

⼀般B　⼥⼦（3級以上）形の部（55歳以上） 葛飾 ⽬⿊ 池袋 押上 ⽬⿊ 葛飾

⼀般B　⼥⼦（3級以上）形の部（45歳以上54歳まで） ⽬⿊ ⼤森 ⽬⿊ ⽬⿊ ⽬⿊

⼀般B　⼥⼦（3級以上）形の部（35歳以上44歳まで） 練⾺ ⼩⽯川 下北沢 ⽬⿊ 葛飾 光が丘 ⾃由が丘

⾃由が丘

⼩⽯川 新⼩岩 ⽬⿊

⾃由が丘

池上 押上 渋⾕邦空館

新⼩岩 新⼩岩

城南 城南

平和島


