
第4回天下一空手道大会 入賞選手一覧 2016/8/11

種目
 幼児男女　 佐藤　壱 国際松濤館田川 井関　優希菜 誠勇塾 片岡　奏人 拳心会今宿 武藤　寿弥 新武館
小学1・2年男女 西村　逢之介 長崎糸東会 吉村　茉奈 緑勝会 竹島　暁仁 拳心会粕屋 田中　陽大 新武館
小学3・4年男女　 破戸　崚佑 武當館山田 永渕　倖弥 佐賀大和 高見　玲央 宗像教室稲元 戸高　真吾 北九州剛柔
小学5・6年男女 佐藤　亜美 拳心会今宿 荒川　実咲 拳心会今宿 田中　美羽 拳心会今宿 栗田　そら 拳心会今宿
 中学男女 周防　頼翔 佐賀大和 木原　愛菜 拳撃塾熊本 戸田　あさひ 拳心会今宿 吉田　大倭 佐賀大和

種目
 幼児男女　 越智　真愛 拳心会今宿 松村　幸龍 新武館 北代　純也 新武館 田中　暖真 国際松濤館田川
小学1・2年男女 津村　宗吾 正空会高良内 田中　想真 国際松濤館田川 岩永　仁 拳城館 泉　央咲 春和会
小学3・4年男女　 亀川　英汰 江北空手道クラブ 田上　佳穂 拳心会今宿 天野　あかね 拳心会今宿 佐藤　小春 国際松濤館田川
小学5・6年男女 周防　聖来斗 佐賀大和 田上　輝 拳心会今宿 捺村　麻衣 旭空手道クラブ 田中　柑乃 佐賀大和
 中学男女 中島　慶人 武隆館 野田　裕一朗 拳心会今宿 橋本　夢花 久留米東 柏本　菜那 拳心会今宿

種目
幼児男女 佐藤　壱 国際松濤館田川 松村　幸龍 新武館 藤元　寿帆 夢道場 奥村　真央 旭空手道クラブ
小学1・2年男子 脇　大翔 緑勝会 田中　陽大 新武館 松村　幸真 新武館 田中　想真 国際松濤館田川
小学3・4年男子 尾崎　翼 新武館 松田　剣志郎 緑勝会 下村　彪馬 長崎糸東会 永渕　倖弥 佐賀大和
小学5・6年男子 石堂　樹生也 新武館 角川　滉寿 新武館 栗原　慧太 新武館 黒木　星矢 緑勝会
中学男子　 木村　高暉 思永館 新屋　大夢 誠勇塾 平　梨央 進和会 岩本　遼 新武館
小学1・2年女子 黒木　美衣奈 緑勝会 髙平　奈々未 進和会 栗原　琉衣 新武館 吉村　茉奈 緑勝会
小学3・4年女子 清原　さつき 新武館 牟田　悠姫 旭空手道クラブ 角川　柚心 新武館 涌波　成芭 誠勇塾
小学5・6年女子 安達　水優 拳誠塾 新屋　一菜 誠勇塾 佐藤　亜美 拳心会今宿 廣岡　杏樹 正剛館筑紫丘
中学女子 徳久　葉月 思永館 角川　瑞稀 新武館 天本　菜月 旭空手道クラブ 保坂　鈴乃 拳誠塾

種目
幼児男女 川原　一真 拳心会今宿 片岡　奏人 拳心会今宿 森　涼太 新武館 井関　優希菜 誠勇塾
小学1・2年男子 尾崎　晟斉 新武館 岩永　仁 拳城館 井川　富賀 江北空手道クラブ 松永　燕祁 新武館
小学3・4年男子 黒木　煌生 緑勝会 井上　瑛士 武隆館 平田　奨英 緑勝会 中尾　天馬 進和会
小学5・6年男子 田上　輝 拳心会今宿 新地　魁夢 進和会 保坂　武千代 拳誠塾 木村　凌 思永館
中学男子　 奥田　開斗 文武館 森　俊貴 宗像教室自由ヶ丘 角川　翔眞 新武館 小川　然 旭空手道クラブ
小学1・2年女子 中村　結 久留米東 仁木　美桜 新武館 泉　央咲 春和会 佐藤　沙紀 旭空手道クラブ
小学3・4年女子 佐藤　小春 国際松濤館田川 小松　優心 夢道場 瀬ノ口　梨桜 夢道場 田上　佳穂 拳心会今宿
小学5・6年女子 岡本　依央理 佐賀大和 栗原　凜 新武館 島田　美桜 新武館 森　彩希 新武館
中学女子 梅原　怜花 拳誠塾 戸田　あさひ 拳心会今宿 新地　乃愛 進和会 宮﨑　穂乃香 正剛館筑紫丘

種目
 幼児男女混合
 小学1・2年混合
 小学3・4年混合
 小学5・6年混合
 中学生男子
 中学生女子 新武館Ａ 思永館 正剛館筑紫丘 拳誠塾

新武館Ａ 旭空手道クラブ 武隆館 宗像空手道教室自由ヶ丘
新武館Ａ 新武館Ｂ 緑勝会 思永館
新武館Ａ 夢道場 長崎糸東会 緑勝会Ａ
新武館Ａ 緑勝会Ａ 拳誠塾正空会高良内Ａ
国際松濤館田川 拳心会今宿 旭空手道クラブ拳誠塾

五位

優勝 準優勝 三位 三位

五位

優勝 準優勝 三位 三位

優勝 準優勝 三位 三位

個人形

団体組手

個人組手
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