
日本空手道連合会　第16回九州地区空手道選手権大会　

種　目 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼　児 川口　拓斗 佐藤　りら 井上　凛太郎 中村一斗

男女形 (松武会躰心塾) (大濤会鹿屋) (龍鳳会) (大濤会宇土)

小学１年 井村  円香 才原　莉緒 髙木  遙 後藤　璃乃

女子形 (大濤会自成塾) (正剛会本部) (大濤会自成塾) (松空塾日吉)

小学１年 神谷　晃汰 持田　武流 小山　俊哉 該当無し 松本　歩睦 堀内　敦晃 小野　悠生 山下　都稀成 中島　淳樹

男子形 (龍鳳会) (正剛会志摩道場) (松空塾日吉)（両者反則）(糸洲会拳心館) (正剛館東箱崎教室) (正剛館筑紫丘道場) (正剛会今津) (松武会玉東)

小学２年 川口　紗也 駒走　優奈 半田　唯愛 安次富　明かり 佐藤　さくら 長澤　すみれ 芹川　瞳子 中村　安佑

女子形 (松武会躰心塾) (松空塾日吉) (正剛館東箱崎教室) (龍鳳会) (大濤会鹿屋) (正剛館西福岡道場) (松空塾日吉) (松空塾日吉)

小学２年 田中  健翔 長谷阪　昇真 俵　一恩 屋比久　賢人 本田  神斗 水田　圭亮 榎本　竜輝 江口　春磨

男子形 (大濤会自成塾) (正剛館西福岡道場) (正剛館西福岡道場) (龍鳳会) (空心会円空塾菊池) (糸東流会拳城館) (正剛館東箱崎教室) (松武会躰心塾)

小学３年 江副夏穂 田渕　愛茉 村上　弥呼都 藤本　ゆい 小柳  來海 吉迫　有希乃 石川　莉枝 榎本　美月

女子形 （大濤会宇土） （松空塾日吉） （松空塾日吉） （松武会玉東） （大濤会自成塾） （松空塾日吉） （正剛館筑紫丘道場） （正剛館東箱崎教室）

小学３年 新垣　琉空 倉田　裕愛 坂田　政輝 原　昇煌 中村　将貴 中島　優太 井ノ口  椿 荻野　龍尚

男子形 (龍鳳会) (松空塾日吉) (正剛会本部) (正剛館天祥寺道場) (正剛会奈良屋) (松武会玉東) (大濤会自成塾) (大濤会本部)

小学４年 具志堅　あい 中間　有芽南 新田　莉子 江 﨑　　千 夏 吉田　真凛 大野　晴風 樗木　そら 向井　渚

女子形 (龍鳳会) (賢友流中山道場) (正剛会高取支部) (空心会円空塾熊本) (糸東流会拳城館) (賢友流中山道場) (正剛会志摩道場) (正剛会今津)

小学４年 村上　偉生 江﨑　大和 轟　脩平 一木　汰成 土屋　完道 馬渡  琉輝 井村  友彌 久々山　寛太

男子形 (松空塾日吉) (松武会躰心塾) (敬武會) (正剛会志摩道場) (龍鳳会) (大濤会自成塾) (大濤会自成塾) (松武会躰心塾)

小学５年 末松　帆音風 赤嶺　麻衣 古澤心彩 印口　奈緒 玉井　春菜 駒走　美颯 萩尾  結依 川口　結衣

女子形 (正剛会志摩道場) (龍鳳会) (大濤会宇土) (賢友流中山道場) (正剛会今津) (松空塾日吉) (大濤会自成塾) (松武会躰心塾)

小学５年 江副泰蔵 江口　翔平 田渕　丈晴 古賀　悠暉 江藤　崇志 朝永  翔真 桑原　孝太郎 栄喜　世覇

男子形 (大濤会宇土) (松武会躰心塾) (松空塾日吉) (大濤会本部) (正剛館西福岡道場) (空心会出水) (正剛会本部) (賢友流中山道場)

小学６年 西川　梓未 平野　菜月 吉迫　夏希 廣岡　杏樹 伊波　咲希 田代　佳誉 大坪　さくら 倉田　優鈴

女子形 (正剛会志摩道場) (糸東流会拳城館) (松空塾日吉) (正剛館筑紫丘道場) (龍鳳会) (空心会円空塾菊池) (正剛会奈良屋) (松武会躰心塾)

小学６年 大村　金太郎 田中  駿祐 山下　泰生 渋谷  海而 中村蓮斗 吉田　光希 蒲牟田　大輝 永田　天士

男子形 (龍鳳会) (大濤会自成塾) (松武会躰心塾) (大濤会自成塾) (大濤会宇土) (糸東流会拳城館) (賢友流中山道場) (糸東流会拳城館)

中学女子形 宇都宮　優佳 佐和田　莉乃 平山　愛莉紗 友利　瑛令那 角田　智悠 郡山　知紗 松村　亜来 印口　佳奈

(正剛会奈良屋) (龍鳳会) (大濤会本部) (龍鳳会) (正剛会本部) (大濤会鹿屋) (空心会円空塾菊池) (賢友流中山道場)

中学男子形 吉田　啓希 太田　那津樹 玉井　俊 八明　択実 吉元　雄琉 木原　亮 中間　友貴 金子　千秋

(松武会躰心塾) (正剛会志摩道場) (正剛会今津) (大濤会中津) (賢友流中山道場) (正剛会今津) (賢友流中山道場) (松武会躰心塾)

高校女子形 平山　鈴菜 米澤　　優花 桐明  三緒 田尻　愛 橋本　瑞穂 長野　百夏 伊敷　瑛里子 白濱　唯織

(大濤会本部) (大濤会中津) (大濤会自成塾) (松空塾日吉) (正剛館西福岡道場) (糸東流会拳城館) (龍鳳会) (正剛館西福岡道場)

高校男子形 平井  颯真 赤星　歩 牛嶋  一豪 近藤  大樹 東　海里 後藤　太志 重岡　遥稀 塚本　拓巳

（大濤会宇土） （大濤会宇土） （大濤会自成塾） （大濤会自成塾） （正剛館西福岡道場） （正剛会奈良屋） （大濤会本部） （松空塾日吉）

一般女子形 森田  うらら 松倉　七海

(大濤会本部) (糸東流会拳城館)

一般男子形 下村　世連 谷川　淳一郎 内田　圭 山城　伊織

(龍鳳会) (糸東流会拳城館) (松武会躰心塾) (龍鳳会)

シニア男子形 佐々木　隆人 長谷阪　昇次

(大濤会本部) (正剛館西福岡道場)

平成28年8月21日

優　秀　選　手

九州産業大学体育館　



種　目 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼　児 川口　拓斗 中村一斗 佐藤　りら 樗木　碧伊

男女組手 (松武会躰心塾) (大濤会宇土) (大濤会鹿屋) (正剛会志摩道場)

小学１年 石江　りな 宮林　和 新田　菜穂子 才原　莉緒

女子組手 (糸洲会石江道場) (龍鳳会) (正剛会奈良屋) (正剛会本部)

小学１年 中島　淳樹 堀内　敦晃 藤本　優真 田中　俄人

男子組手 (松武会玉東) (正剛館東箱崎教室) (正剛館西福岡道場) (糸東流会拳城館)

小学２年 大村　はる 川口　紗也 中村　安佑 駒走　優奈

女子組手 (龍鳳会) (松武会躰心塾) (松空塾日吉) (松空塾日吉)

小学２年 屋比久　賢人 水田　圭亮 江口　優聖 大湊　世那 野口　蒼輔 森田　翔空 三角  鉄太郎 本多　秀太

男子組手 (龍鳳会) (糸東流会拳城館) (正剛館西福岡道場) (糸洲会拳心館) (糸洲会拳心館) (正剛館西福岡道場) (空心会円空塾菊池) (糸洲会石江道場)

小学３年 杉山　妃都 藤本　ゆい 石川　莉枝 高谷　琴乃

女子組手 (大濤会橋本道場) (松武会玉東) (正剛館筑紫丘道場) (糸洲会石江道場)

小学３年 橋本　龍人 増田　竣 荻野　龍尚 中野　結人 柴田　陽純 高田　宏人 新垣　琉空 穐山　晟夜

男子組手 (大濤会橋本道場) (大濤会高山) (大濤会本部) (正剛館筑紫丘道場) (正剛会今津) (正剛館筑紫丘道場) (龍鳳会) (糸洲会拳心館)

小学４年 植木　津貴 吉田　真凛 平野　依織 向井　渚

女子組手 (糸洲会拳心館) (糸東流会拳城館) (糸洲会石江道場) (正剛会今津)

小学４年 新垣　瑚太郎 土屋　完道 前田　大智 伊波　鳳人 大村　京次郎 石嶺　結翔 山根　光稀 江﨑　大和

男子組手 (龍鳳会) (龍鳳会) (大濤会高山) (龍鳳会) (龍鳳会) (龍鳳会) (正剛館西福岡道場) (松武会躰心塾)

小学５年 末松　帆音風 野口　歩愛 駒走　美颯 原　愛真

女子組手 (正剛会志摩道場) (糸洲会拳心館) (松空塾日吉) (正剛館天祥寺道場)

小学５年 江藤　崇志 橋本　大雅 栄喜　世覇 中村俊太 朝永  翔真 江副泰蔵 小形　優実 松元　悠晟

男子組手 (正剛館西福岡道場) (大濤会橋本道場) (賢友流中山道場) (大濤会宇土) (空心会出水) (大濤会宇土) (糸東流会拳城館) (大濤会高山)

小学６年 廣岡　杏樹 伊波　咲希 大坪　さくら 倉田　優鈴

女子組手 (正剛館筑紫丘道場) (龍鳳会) (正剛会奈良屋) (松武会躰心塾)

小学６年 西村　羊代 橋本　拓海 川間友介 石川　恵伍 持田　藍紀 蒲牟田　大輝 大村　金太郎 渋谷  海而

男子組手 (正剛館西福岡道場) (正剛館西福岡道場) (龍鳳会) (正剛館筑紫丘道場) (正剛会志摩道場) (賢友流中山道場) (龍鳳会) (大濤会自成塾)

中学１年 松村　亜来 三枝　穂乃香 仲宗根　凜

女子組手 (空心会円空塾菊池) (龍鳳会) (龍鳳会)

中学１年 坂口　豪 増田　蓮 濱地　翔真 玉城　優 東　　直輝 古賀　琉聖 田 上　 貴 大 箱田　文哉

男子組手 (大濤会本部) (大濤会高山) (正剛会今津) (龍鳳会) (大濤会中津) (大濤会本部) (空心会円空塾熊本) (正剛会高取支部)

中学２年 植木　紗貴 宮原　来実 石田　美結 武原　由佳

女子組手 (糸洲会拳心館) (糸東流会拳城館) (正剛会今津) (大濤会中津)

中学２年 木原　亮 吉田　湧真 樋口　海飛 末松　悟旺 宮下　海翔 谷川　竜輝 田中　零夜 山口　剛輝

男子組手 (正剛会今津) (糸東流会拳城館) (正剛会本部) (正剛会志摩道場) (正剛会志摩道場) (糸東流会拳城館) (大濤会本部) (正剛会今津)

中学３年 明吉　真未子 宇都宮　優佳 森吉　莉菜 新西　華奈

女子組手 (正剛館西福岡道場) (正剛会奈良屋) (糸東流会拳城館) (大濤会高山)

中学３年 北原　颯 玉井　俊 山口　剣心 瀬戸口   彪雅 西銘　孝史郎 米澤　　海 鳥越　皓大 寺嶌　拓海

男子組手 (正剛会今津) (正剛会今津) (糸東流会拳城館) (糸洲会鹿児島) (正剛会奈良屋) (大濤会中津) (賢友流中山道場) (大濤会中津)

高校女子組手 八頭司　明 井上　詩那 柴田　夢奈 白濱　唯織

(正剛会今津) (正剛会今津) (正剛会今津) (正剛館西福岡道場)

高校男子組手 明吉　洸樹 江藤　純哉 東　海里 江藤　良太

(正剛館西福岡道場) (正剛館西福岡道場) (正剛館西福岡道場) (正剛館西福岡道場)

一般女子組手 原口　佳奈 原口　由佳

(林派聖武館) (林派聖武館)

一般男子組手 平野　翔樹 岩﨑　豊 阿久根　大河 山口　弘晃

(糸東流会拳城館) (空心会円空塾菊池) (糸洲会鹿児島) (糸洲会鹿児島)

優　秀　選　手


