
第2回全九州少年少女空手道選手権大会成績

山崎　清明 城田　卓摩 永留　総一郎 宮城　萩 生島　弘飛 松尾　大翔 江口　春磨 岩永　仁

（　　熊本　　） （　　福岡　　） （　　長崎　　） （　沖縄　　） （　佐賀　） （　鹿児島　） （　　熊本　　） （　　長崎　　）

黒木　美衣奈 井久保　玲良 堀地　杏樹 江村　夏萌 岩下　凜久 ロジャース　沙綾 川満　理裟 高取　愛美

（　　宮崎　　） （　　宮崎　　） （　　宮崎　　） （　　長崎　　） （　　熊本　　） （　大分　） （　沖縄　　） （　　佐賀　　）

松田　剣志郎 橋本　悠雅 金子　周平 池田　仁太 原　楓真 武富　洸弥 寺井　巧馬 井上　瑛人

（　宮崎　　） （　　熊本　　） （　　福岡　　） （　　宮崎　　） （　佐賀　） （　　佐賀　　　） （　　長崎　　） （　　熊本　　）

下田　留華 鈴木　心結 小松　優心 落合　琴乃 瀬ノ口　梨桜 仲本　海希 奥村　友紀 角川　柚心

（　　福岡　　　） （　宮崎　） （　宮崎　） （　　宮崎　　） （　　宮崎　　） （　沖縄　　） （　　佐賀　　　　） （　　福岡　　　）

下村　彪馬 平田　奨英 永渕　倖弥 森　咲斗 破戸　崚佑 森　聡太 仲宗根　琉愛 橋口　世絆

（　　長崎　　） （　宮崎　） （　佐賀　） （　　宮崎　　） （　　長崎　　） （　　　福岡　　　） （　沖縄　　） （　　長崎　　）

松本　百花 牟田　悠姫 金子　優 吉村　栞奈 金城　ジェーナ 吉村　千朝 谷川　柚香 植木　津貴

（　　福岡　　　） （　佐賀　） （　　　福岡　　　） （　宮崎　） （　沖縄　　） （　宮崎　） （　　福岡　　） （　　長崎　　）

渡邊　拳聖 古川　陽大 西　雷翔 岩野　太郎 倉岡　亜門 伊礼　龍寿 中村　虎太郎 荒木　慈雄

（　宮崎　） （福岡　　） （鹿児島　　） （　　福岡　　） （　　鹿児島　） （　　沖縄　　） （　　長崎　　） （　　宮崎　　）

長友　麻耶 㮈村　麻衣 織田　夢 池田　光希 山下　弥生 井川　瑞月 島田　美桜 市瀬　優澪

（　宮崎　） （　佐賀　） （　　熊本　　） （　宮崎　） （　宮崎　） （　佐賀　） （　　福岡　　） （　　長崎　　）

奥村　一斗 角川　滉寿 井崎　安泰 黒木　星矢 石堂　樹生也 木村　凌　 多和田　令晃 政岡　隆雅

（　熊本　） （　福岡　） （　宮崎　） （　宮崎　） （　　福岡　　） （　　福岡　　） （　　沖縄　　　） （　宮崎　）

木屋尾　春菜 村井　響 柏木　愛心 廣岡　杏樹 岡本　依央理 砂川　柚乃杏 岩田　小春 川原　琉花

（　宮崎　） （　熊本　） （　　長崎　　） （　福岡　） （　佐賀　） （　　沖縄　　　） （　　長崎　　） （　佐賀　）

三輪　和生 富永　尚輝 帖佐　太陽 高尾　翔海 坂本　蒼太 久保田　竜成 梅原　蒼 江田　伊織

（　宮崎　） （　宮崎　） （　　鹿児島　） （　佐賀　） （　　福岡　　） （　佐賀　） （　　福岡　　） （　　福岡　　）

釜　つばさ 橋口　妃真莉 塚本　真己 川口　孔 保坂　鈴乃 東峰　美咲 白濱　夏萌 松村　亜来

（　熊本　） （　宮崎　） （　熊本　） （　熊本　） （　　福岡　　） （　　鹿児島　） （　　福岡　　） （　熊本　）

小学四年男子組手

小学四年女子組手

小学五年女子組手

小学六年男子組手

小学六年女子組手

小学五年男子組手

五位

小学一年男子組手

小学一年女子組手

三位 五位優勝 準優勝 三位 五位 五位

小学二年女子組手

小学三年男子組手

小学三年女子組手

小学二年男子組手

組手
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生島　弘飛 酒井　大空飛 泉田　憧哉 西海　旬 上平　健太郎 堀之内　亮人 屋比久　賢人 岩永　仁

（　　佐賀　　） （　大分　） （　　　熊本　　　） （　　長崎　　） （　　　　沖縄　　）（　　宮崎　　　　） （　　沖縄　　　　） （　長崎　　　）

喜屋武　麗靖 山寺　七菜 野原　雫 福井　菜月 半田　唯愛 中川路　万緑 安次富　明かり 福崎　未徠

（　　沖縄　　） （　　　大分　　　） （　　沖縄　　） （　　　福岡　　　） （　福岡　） （　　鹿児島　　） （　　沖縄　　　　） （　　鹿児島　　）

仲地　怜超 荒川　大悟 岩切　遥 戸高　真吾 尾崎　孔明 岩下　元大 池田　仁太 蓑毛　悠翔

（　　沖縄　） （　　　宮崎　　　） （　　宮崎　　） （　　福岡　　） （　福岡　） （　　熊本　　） （　　宮崎　　） （　福岡　）

下田　留華 田上　佳穂 佐藤　小春 大井　　響 槌田　結愛 平野　蘭季来 謝花　安李 上村　桧可

（　福岡　） （　　福岡　　） （　福岡　） （　　　福岡　　　） （　　熊本　　　　）（　　大分　　　　） （　　　沖縄　　　） （　熊本　）

東房　大斗 辺土名　紗吾 山邊　粋 波戸　崚佑 牧原　龍飛 松本　幸士郎 伊波　隼希 石橋　智凪

（　　長崎　　） （　　沖縄　　　　） （　長崎　　） （　長崎　） （　福岡　　） （　　　熊本　　　） （　沖縄　　） （　　福岡　　）

小金丸　和心 松本　百花 仲間　心乃 中山　結理 橋本　栞奈 菊池　陽夏 江崎　千夏 田中　美乃

（　　福岡　　） （　　　　福岡　　） （　　　沖縄　　　） （　　長崎　　） （　　　熊本　　　）（　　沖縄　　　　） （　　　　熊本　　） （　　熊本　　）

松川　怜雅 田中　衛太 西　雷翔 奥間　有 百武　裕星 宮城　奏汰 江口　翔平 江藤　崇志

（　　熊本　　　） （　長崎　） （　鹿児島　） （　　沖縄　　） （　　佐賀　　） （　　沖縄　　） （　　熊本　　　） （　　福岡　　）

㮈村　麻衣 近藤　花音 高倉　裕希 新屋　瑠姫 井口　佳怜 井川　瑞月 林田　柚稀菜 末松　帆音風

（　　佐賀　　） （　沖縄　　　　　） （　大分　） （　　宮崎　　） （　　福岡　　） （　佐賀　） （　　　長崎　　　） （　　福岡　　）

井崎　安泰 島袋　生成 栗田　そら 山尾　悠真 白崎　優太 近藤　佑亮 北　莉暢 吹上　空怜

（　　宮崎　） （　沖縄　　） （　　福岡　　　） （　　熊本　　　） （　　熊本　　） （　　熊本　　） （　　佐賀　　　） （　福岡　）

齎田　乃愛 田場　琳奈 木屋尾　春菜 佐藤　亜美 岡本　依央理 安永　心 荒川　清香 西川　梓未

（　　　熊本　　　） （　　　沖縄　　　） （　　　宮崎　　　） （　　　福岡　） （　　佐賀　　） （　熊本　） （　宮崎　） （　福岡　　　）

岡園　陽向 古賀　大聖 大谷　真太 米良　爽太郎 吉田　大倭 橋本　大輝 太田　青空 大城　世楠

（　　宮崎　　） （　　福岡　　） （　　鹿児島　　　） （　鹿児島　） （　　佐賀　　　） （　　　大分　　　） （　　　大分　　　） 　（　沖縄　）

柏本　菜那 戸田　あさひ 岸本　梨花 松本　和佳 仲本　青空 和久利　菜桜 伊良皆　みずほ 崎原　あかり

（　福岡　　） （　　福岡　　　） （　　　大分　　　） （　　　福岡　　　） （　沖縄　） （　福岡　） （　　沖縄　　） （　　長崎　　　）

団体総合優勝 福　　岡 県

小学四年男子形

小学四年女子形

小学五年男子形

小学五年女子形

小学六年男子形

小学六年女子形

小学三年女子形

三位 三位 五位 五位
小学一年男子形

小学一年女子形

小学二年男子形

小学二年女子形

小学三年男子形

五位 五位
形

優勝 準優勝
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