
■組手競技 個人戦
競技内容 １位 ２位 ３位 ３位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

寶 山 琉 斗 阿 部 孝 祐
（天城誠志館） （天空塾）
大串海ムサフィリ 中 山 滉 大 草 原   駆 岩 川 瑛 芯
（賢友流） （覚道館） （糸洲会大崎） （瑞空塾）

亀 澤 勇 映 瀬戸口 銀 志 露 重 宗 大 今 岡 竜 希 城之園 翔 真 福 﨑 翔 太 濵 園 出 帆 福 留   隼
（湧水クラブ） （天空塾） （賢友流） （湧水クラブ） （高山修武会） （賢友流） （剛柔流福平） （高山修武会）
田 中 柊 冬 園 田 晟 稀 太   悠 貴 直 島 祐一郎 山 下 和 大 濱 田   暖 中   洸 眞 柿 元 侑 大
（天空塾） （鹿屋糸東会） （敬空館亀津） （敬空館亀津） （崇空会） （鹿屋糸東会） （伊仙拳心館） （天空塾）

成 政 琉 星 上之原 壱 仁 有 川 拓 孝 坂 脇 丈 路 野 口 太 雅 今 岡 唯深絆 福 留 一 颯 児 島 武 琉
（聖武館湯之尾） （鹿屋糸東会） （鹿屋糸東会） （高山修武会） （聖武館湯之尾） （湧水クラブ） （高山修武会） （聖武館湯之尾）
池 田 圭 孝 樋 髙 鉄 生 小 原 海 晟 松 尾 大 翔 鮫 嶋 泰 孝 大 谷 天 太 迫 田 琉 矢 迫 田 理 矢
（聖武館湯之尾） （天空塾） （聖武館湯之尾） （沖永良部心道館） （瑞空塾） （糸東会） （国分糸東会） （国分糸東会）
柿 木 史 翔 川 本 悠 布 増 田   竣 永 喜 広 大 國 料 拓 人 椛 山 太 陽 花 木 貴 絆 園 田 晃 士
（聖武館湯之尾） （湧水クラブ） （高山修武会） （伊仙拳心館） （糸洲会大崎） （伊仙拳心館） （北斗館） （鹿屋糸東会）
前 田 大 智 肥 後 遼之慎 内 村 紳 之 神 﨑 聖 也 本 高 徳 郁 樺 山 勝 己 城之園 康 太 脇 田 蒼 大
（高山修武会） （糸東会） （鹿屋糸東会） （谷山糸東会） （鹿屋糸東会） （敬空館亀津） （高山修武会） （剛柔流福平）
原 田 歩 季 武 田 煌 樹 東 峯 大 和 北別府 碧 斗 栄 喜 世 覇 川 畑 佑 斗 倉 岡 亜 門 木 尾 優 仁

（鹿児島第一中学校） （国分糸東会） （錬武会知覧） （剛柔流福平） （賢友流） （心道館鹿児島） （心道館鹿児島） （糸洲会大崎）
新 田 鈴 弥 上 栗 龍之介 吉 元 玲 雄 竪 山   航 白 尾 奏志郎 瀧 崎 蓮 斗 吉 直 拓 磨 野 原   将

（鹿児島第一中学校） （賢友流） （賢友流） （鹿児島第一中学校） （剛柔流福平） （国分糸東会） （鹿屋糸東会） （剛柔流福平）
岩 﨑   翔 山 下 慶 人 栗 川 瑞 生 瀬戸口 海 心
（城西高校） （城西高校） （城西高校） （城西高校）
平 良   仁 谷 川 竜 輝 寺 師 幸多郎 福 島 諒 大 米 山 航 生 矢 野 尋 太 川 口   奏 宮 原 陸 斗
（城西高校） （城西高校） （城西高校） （城西高校） （城西高校） （鹿児島第一高校） （大島高校） （北斗館）
北 薗 竜 司 奥 平 匡 翁 井手原 瑠 唯 奥 平 誉志宗
（永武館緑ヶ丘） （北斗館） （聖武館湯之尾） （北斗館）
瀬戸口 きらら 瀬戸口 くらら
（天空塾） （天空塾）

岡 留 玲 心 増 田 文 那 東中川 樹 里 金 城   凛 永 田 珠 梨 沢津橋 里 衣 山 元 玲 奈 緒方 禾弥
（天空塾） （覚道館） （賢友流） （天空塾） （心道館鹿児島） （剛柔流福平） （永武館緑ヶ丘） （瑞空塾）

草 原 幸 芽 坂 口 あかね 栗 田 怜生奈 福 田 和 心
（糸洲会大崎） （国分糸東会） （天空塾） （輪内心道館）
有 迫 花 菜 肥 後 ことね 宮 原 由 衣 市 來 寧 子 渡   心 晴 佐 藤 愛 音 東中川 莉 彩 佐 平 心 和
（心道館鹿児島） （糸東会） （北斗館） （池田道場） （心道館加世田） （糸洲会） （賢友流） （伊仙拳心館）
木 島 礼 香 坂 脇 虹 音 森 谷 春 香 瀬戸口 めるも 草 原 呼 幸 勝 原 天 奈 川 畑 みなみ 隈 本 優羽奈
（天空塾） （高山修武会） （覚道館） （天空塾） （糸洲会大崎） （伊仙拳心館） （心道館鹿児島） （糸洲会大崎）

福 岡 羅依咲 野 口 藍 加 富 本 美 桜 中 尾 日向子 木 尾 夏 萌 下 脇 好 葉 赤 崎   愛 太   捺 貴
（天空塾） （聖武館湯之尾） （伊仙拳心館） （心道館鹿児島） （糸洲会大崎） （隼人糸東会） （湧水クラブ） （敬空館亀津）

福 﨑 彩 華 井 下 望 花 小 原 佑 菜 谷之口 夢 央 松 村   愛 今 畠 葉 野 村 山 七 海 吉 村 栞 奈
（賢友流） （聖武館湯之尾） （聖武館湯之尾） （天空塾） （天城誠志館） （熊毛連盟） （聖武館湯之尾） （志布志中学校）

吉 直 穂乃佳 大 野 桃 香 小田切 凛 心 前 田 陽 帆
（鹿屋糸東会） （糸東会） （輪内心道館） （剛柔流福平）
白 柿 咲 羽 勇 山 誠 奈 國 料 和 奏 北 薗 陽 菜
（仁木道場） （聖武館湯之尾） （糸洲会大崎） （永武館緑ヶ丘）
末 吉 由 佳 中 江 優 由 仁 禮 春 奈 中 村   凛 中 尾 珠 綺 松 本 妃 菜 老 谷 木 里 向 井 由 貴
（城西高校） （徳之島高校） （城西高校） （城西高校） （甲南高校） （城西高校） （鹿児島第一高校） （徳之島高校）
沖 田 理 奈
（大隅修武会）

小学６年女子の部

中学３年女子の部

成年女子の部

小学５年男子の部

小学６年男子の部

中学３年男子の部

高校２・３年男子の部

成年男子の部
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幼児男女の部

小学１年男子の部

小学２年男子の部

小学３年男子の部

小学４年男子の部

小学２年女子の部

小学３年女子の部

小学４年女子の部

小学１年女子の部

小学５年女子の部

高校１年男子の部

中学２年男子の部

少年女子の部

中学２年女子の部

中学１年女子の部

中学１年男子の部


