
個人形 個人組手

人数 人数

1 松島 城南 禮武館 1

2 八代第四 城南 真輝塾 1 1

3 八代第一 城南 1

3 八代第四 城南 1

4 益城 城南 優心会 1

5 出水南 中央 飛翔館 1 1

6 マリスト学園 中央 ― 10 10

7 水上 城南 憲櫻塾 1 1

8 天明 中央 1

8 二岡 中央 1

9 大矢野 城南 淳慎館 1

10 有明（天草） 城南 有明空手クラブ 3 3

11 菊池南 城北 2 2

11 合志 城北 1 1

12 八代第一 城南 1 1

12 八代第三 城南 1 1

12 鏡 城南 1 1

13 天明 中央 1

13 三和 中央 2

13 花陵 中央 1

13 城西 中央 1

13 飽田 中央 1

13 泗水 城北 1

14 牛深東 城南 拳友会天草道場 1

15 湯前 城南 5

15 多良木 城南 1

16 御所浦 城南 覇道塾 1

17 本渡 城南 1 1

17 稜南 城南 1 1

18 西合志 城北 1 1

18 五霊 中央 1

19 富合 城南 1

19 河内 中央 1

19 白川 中央 1

19 花陵 中央 1

20 九州学院 中央 ― 4 5

21 長嶺 中央 九十九館 1 2

R４熊本県中学新人戦空手道大会

学校名 地区管理番号 道場名

静修会

大真館

政友会

創心会

円空塾

健空会

陽心館

松空塾日吉

木村道場



21 湖東 中央 九十九館 1

22 八代第三 城南 錬成会 1 2

23 岱明 城北 1

23 有明（玉名） 城北 1

24 益城 城南 3

24 長嶺 中央 2

25 泗水 城北 4 4

25 七城 城北 1 1

25 益城 城南 1 1

26 八代第四 城南 1

26 八代第一 城南 1

26 千丁 城南 1 1

27 文徳 中央 ― 3

28 姫戸 城南 4

28 龍ヶ岳 城南 2

29 益城 城南 1 1

29 木山 城南 1 1

29 桜木 城南 1 1

29 湖東 中央 2 2

29 御船 城南 1 1

30 楠 中央 4 4

30 合志 城北 1

31 水俣第二 城南 一道会空専塾水俣 1

32 小川 城南 ― 1 1

33 佐敷 城南 1 5

33 富合 城南 2

33 田浦 城南 1

33 湯浦 城南 1

34 花陵 中央 海王塾坂田道場 1

35 泗水 城北 拓魂塾 1 2

36 学園大付属 中央 ― 4

37 鶴城 城南 1

37 網田 城南 1

37 豊野 城南 1

38 本渡 城南 1 1

38 稜南 城南 1 2

39 益城 城南 拳撃塾 1 1

40 大津北 城北 大津北 5

41 東部 中央 隆心会喜空塾 1

42 長嶺 中央 英道館 1 1

誠心館玉名道場

教道館

琉翔館

月心館熊本本部

秀心塾

真拳塾

武隆館

芦北海王塾

修武館

躰心塾



42 龍田 中央 1 1

42 北部 城北 1

42 武蔵 城北 1 1

42 合志楓の森 城北 4 4

42 熊大附 中央 1 1

42 泗水 城北 1 1

42 武蔵ケ丘 城北 1

42 合志 城北 1 1

43 西合志南 城北 琉心館 1 1

44 本渡 城南 ― 3 1

45 八代第三 城南 1 1

45 八代第四 城南 1 1

45 八代第六 城南 1 1

46 菊陽 城北 志道塾 2

英道館

翔聡館



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 城南 八代市立第四 真輝塾 1 宮坂　勇輝 みやさか　ゆうき

5 中央 出水南 飛翔館 2 山本　伊織 やまもと　いおり

8 中央 天明 健空会 3 上村　海晴 うえむら　かいせい

10 城南 有明（天草） 有明空手クラブ 4 赤城　龍馬 あかぎ　りょうま

10 城南 有明（天草） 有明空手クラブ 5 浦田　泰士 うらた　たいし

11 城北 菊池南 円空塾 6 熊見　玲皇 くまみ　れお

12 城南 八代市立第三 大真館 7 榎田　光汰 えのきだ　こうた

19 城南 富合 松空塾日吉 8 小山　俊哉 おやま　しゅんや

20 中央 九州学院 九州学院 9 神山　紀仁 こうやま　のりひと

21 中央 長嶺 九十九館 10 田島　櫂星 たしま　かいせい

22 城南 八代市立第三 錬成会 11 沖田響 おきたひびき

25 城北 泗水 真拳塾 12 小林　悠人 こばやし　ゆうじん

25 城北 泗水 真拳塾 13 中山　真太朗 なかやま　しんたろう

26 城南 千丁 教道館 14 尾上　湊 おのうえ　みなと

29 城南 益城 武隆館 15 一丸　尊史 いちまる　たかふみ

29 中央 湖東 武隆館 16 川瀨　陽一 かわせ　よういち

29 城南 木山 武隆館 17 山田　斗和 やまだ　とわ

30 中央 楠 月心館熊本本部 18 益永　征弥 ますなが　まさや

33 城南 佐敷 芦北海王塾 19 白﨑　伶太 しらさき　れんた

37 城南 網田 修武館 20 山下　真巨 やました　まお

38 城南 本渡 躰心塾 21 山園　健心 やまぞの　けんしん

42 中央 長嶺 英道館 22 安達　心優 あだち　しゆう

42 中央 龍田 英道館 23 岡野　怜斗 おかの　れいと

1年生　男子形



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 1 生源寺　航太 しょうげんじ　こうた

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 2 弓場　映汰 ゆみば　えいた

11 城北 菊池南 円空塾 3 吉田　伊織 よしだ　いおり

17 城南 本渡 創心会 4 平道　大和 ひらみち　やまと

17 城南 稜南 創心会 5 山下　聖人 やました　まさと

18 城北 西合志 木村道場 6 大場　悠太 おおば　ゆうた

18 中央 五霊 木村道場 7 松尾　咲汰 まつお　しょうた

20 中央 九州学院 九州学院 8 下村　大翔 しもむら　だいと

25 城北 泗水 真拳塾 9 泉田　憧哉 いずみだ　とうや

25 城北 泗水 真拳塾 10 藪田　一那 やぶた　かずとも

25 城北 七城 真拳塾 11 狩野　詳其 かの　いつき

29 城南 御船 武隆館 12 乃村　風儀 のむら　ふうぎ

30 中央 楠 月心館熊本本部 13 中嶋　俊介 なかしま　しゅんすけ

30 中央 楠 月心館熊本本部 14 古閑　優希 こが　まさき

30 中央 楠 月心館熊本本部 15 乙津　伊舞季 おとづ　いぶき

38 城南 稜南 躰心塾 16 江嵜　琉希 えざき　りゅうき

42 城北 合志楓の森 英道館 17 佐野　芯哉 さの　しんや

42 城北 合志楓の森 英道館 18 荒木　一冴 あらき　いっさ

42 中央 熊大附 英道館 19 田中　絢翔 たなか　あきと

42 城北 泗水 英道館 20 澤田　匠平 さわだ　しょうへい

44 城南 本渡 本渡 21 原田　麟太郎 はらだ　りんたろう

45 城南 八代市立第三 翔聡館 22 長谷川　惟賦騎 はせがわ　いぶき

45 城南 八代市立第六 翔聡館 23 藤井　琉聖 ふじい　るきあ

45 城南 八代市立第四 翔聡館 24 稲田　琉生 いなだ　るい

2年生　男子形



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

3 城南 八代市立第一 政友会 1 中村　紅葉 なかむら　もみじ

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 2 藤本　衣織 ふじもと　いおり

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 3 那須　心乃花 なす　このか

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 4 河野　いつき かわの　いつき

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 5 中西　心夏 なかにし　こなつ

7 城南 水上 憲櫻塾 6 橋本　瑠唯 はしもと　るい

8 中央 二岡 健空会 7 濵砂　彩夏 はますな　あやか

10 城南 有明（天草） 有明空手クラブ 8 柴田　莉奈 しばた　りな

20 中央 九州学院 九州学院 9 後藤　璃乃 ごとう　りの

20 中央 九州学院 九州学院 10 古賀　理咲 こが　りさ

29 中央 桜木 武隆館 11 井上　明夏 いのうえ　はるか

29 中央 湖東 武隆館 12 大村　咲奈 おおむら　さな

35 城北 泗水 拓魂塾 13 荒木　理央奈 あらき　りおな

37 城南 豊野 修武館 14 内田　早耶 うちだ　さや

39 城南 益城 拳撃塾 15 山尾　優希菜 やまお　ゆきな

41 中央 東部 隆心会喜空塾 16 豊田 莉子 とよだ りこ

42 城北 武蔵 英道館 17 新谷　雛子 しんたに　ひなこ

43 城北 西合志南 琉心館 18 髙森　美羽 たかもり　みう

1年生　女子形



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

3 城南 八代市立第四 政友会 1 村田　瀬梨菜 むらた　せりな

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 2 吉田　ひかり よしだ　ひかり

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 3 牧之瀨　保香 まきのせ　ほのか

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 4 江口　夏紀 えぐち　なつき

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 5 後藤　季良々 ごとう　きらら

11 城北 合志 円空塾 6 笠井　すみれ かさい　すみれ

12 城南 八代市立第一 大真館 7 水田　伊吹 みずた　いぶき

12 城南 八代市立鏡 大真館 8 林田　麻矢 はやしだ　まや

14 城南 牛深東 拳友会天草道場 9 池上 智奈 いけがみ ちな

19 中央 河内 松空塾日吉 10 中村　安佑 なかむら　あゆ

19 中央 白川 松空塾日吉 11 駒走　優奈 こまばしり　ゆな

19 中央 花陵 松空塾日吉 12 芹川　瞳子 せりかわ　とうこ

25 城南 益城 真拳塾 13 泉　央咲 いずみ　ちさ

31 城南 水俣第二 一道会空専塾水俣 14 高橋　真紀 たかはし　まき

32 城南 小川 小川 15 松下　真緒 まつした　まお

37 城南 鶴城 修武館 16 銀杏田　愛花 いちょうだ　まなか

42 城北 合志楓の森 英道館 17 星子　みなみ ほしこ　みなみ

42 城北 合志楓の森 英道館 18 髙宮　幸奏 たかみや　ゆな

42 城北 合志 英道館 19 若杉　逢花 わかすぎ　あいか

44 城南 本渡 本渡 20 西村　春乃 にしむら　はるの

44 城南 本渡 本渡 21 松下　桜子 まつした　さくらこ

2年生　女子形



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 城南 松島 禮武館 1 瀧　悠斗 たき　ゆうと

2 城南 八代市立第四 真輝塾 2 宮坂　勇輝 みやさか　ゆうき

3 城南 益城 優心会 3 竹林　佑彪 たけばやし　ゆりと

5 中央 出水南 飛翔館 4 山本　伊織 やまもと　いおり

10 城南 有明（天草） 有明空手クラブ 5 赤城　龍馬 あかぎ　りょうま

10 城南 有明（天草） 有明空手クラブ 6 浦田　泰士 うらた　たいし

11 城北 菊池南 円空塾 7 熊見　玲皇 くまみ　れお

12 城南 八代市立第三 大真館 8 榎田　光汰 えのきだ　こうた

13 中央 天明 静修会 9 米村 優志 よねむら ゆうし

15 城南 湯前 陽心館 10 那須　優斗 なす　ゆうと

15 城南 湯前 陽心館 11 石井　進太郎 いしい　しんたろう

15 城南 湯前 陽心館 12 村山　匠人 むらやま　たくと

20 中央 九州学院 九州学院 13 神山　紀仁 こうやま　のりひと

21 中央 湖東 九十九館 14 稲崎　至音 いなざき　しおん

21 中央 長嶺 九十九館 15 中川　暖琥 なかがわ　はるく

22 城南 八代市立第三 錬成会 16 沖田　響 おきた　ひびき

22 城南 八代市立第三 錬成会 17 福田　力丸 ふくだ　りきまる

23 城北 岱明 誠心館玉名道場 18 黒田　彪雅 くろだひゅうが

24 中央 長嶺 秀心塾 19 吉田　隆理 よしだ　おうり

25 城北 泗水 真拳塾 20 小林　悠人 こばやし　ゆうじん

25 城北 泗水 真拳塾 21 中山　真太朗 なかやま　しんたろう

26 城南 千丁 教道館 22 尾上　湊 おのうえ　みなと

26 城南 八代市立第一 教道館 23 福田　徳昌 ふくだ　のりまさ

27 中央 文徳 文徳 24 永村　洋信 ながむら　ひろのぶ

28 城南 姫戸 琉翔館 25 松本　和倫 まつもと　かずのり

28 城南 姫戸 琉翔館 26 小西　紘誠 こにし　こうせい

28 城南 龍ヶ岳 琉翔館 27 浦中　朔矢 うらなか　さくや

28 城南 姫戸 琉翔館 28 山口　怜央 やまぐち　れお

29 城南 益城 武隆館 29 一丸　尊史 いちまる　たかふみ

29 中央 湖東 武隆館 30 川瀨　陽一 かわせ　よういち

29 城南 木山 武隆館 31 山田　斗和 やまだ　とわ

30 中央 楠 月心館熊本本部 32 益永　征弥 ますなが　まさや

33 城南 佐敷 芦北海王塾 33 白﨑　伶太 しらさき　れんた

33 城南 佐敷 芦北海王塾 34 德永　悠 とくなが　はる

33 城南 湯浦 芦北海王塾 35 牧野　希春 まきの　のんは

33 城南 富合 芦北海王塾 36 川口　友翔 かわぐち　ゆうと

35 城北 泗水 拓魂塾 37 杉嶌　楓雅 すぎしま　ふうが

40 城北 大津北 大津北 38 新堀　暉伊瑠 しんぼり　あいる

40 城北 大津北 大津北 39 加藤　大琉 かとう　まさる

42 中央 長嶺 英道館 40 安達　心優 あだち　しゆう

42 中央 龍田 英道館 41 岡野　怜斗 おかの　れいと

42 城北 北部 英道館 42 園田　禮生 そのだ　らいき

1年生　男子組手



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 1 生源寺　航太 しょうげんじ　こうた

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 2 弓場　映汰 ゆみば　えいた

11 城北 菊池南 円空塾 3 吉田　伊織 よしだ　いおり

13 中央 飽田 静修会 4 内田 蒼真 うちだ そうま

13 城北 泗水 静修会 5 中村　 虹彩 なかむら こうさ

15 城南 湯前 陽心館 6 多良木　智稀 たらぎ　ともき

15 城南 湯前 陽心館 7 石神　悠翔 いしがみ　ゆうと

15 城南 多良木 陽心館 8 河内　聖斗 かわうち　まさと

17 城南 本渡 創心会 9 平道　大和 ひらみち　やまと

17 城南 稜南 創心会 10 山下　聖人 やました　まさと

18 城北 西合志 木村道場 11 大場　悠太 おおば　ゆうた

20 中央 九州学院 九州学院 12 下村　大翔 しもむら　だいと

24 城南 益城 秀心塾 13 阿倍　悠真 あべ　ゆうま

24 城南 益城 秀心塾 14 中川　敬心 なかがわ　けいしん

24 中央 長嶺 秀心塾 15 吉田　唯真 よしだ　いっしん

25 城北 泗水 真拳塾 16 泉田　憧哉 いずみだ　とうや

25 城北 泗水 真拳塾 17 藪田　一那 やぶた　かずとも

25 城北 七城 真拳塾 18 狩野　詳其 かの　いつき

26 城南 八代市立第四 教道館 19 吉坂　瑞己 よしざか　みずき

27 中央 文徳 文徳 20 眞鍋　亘 まなべ　わたる

27 中央 文徳 文徳 21 安達　拓希 あだち　ひろき

29 城南 御船 武隆館 22 乃村　風儀 のむら　ふうぎ

30 城北 合志 月心館熊本本部 23 城下　裕樹 しろした　ひろき

30 中央 楠 月心館熊本本部 24 中嶋　俊介 なかしま　しゅんすけ

30 中央 楠 月心館熊本本部 25 古閑　優希 こが　まさき

30 中央 楠 月心館熊本本部 26 乙津　伊舞季 おとづ　いぶき

33 城南 田浦 芦北海王塾 27 吉野　僚真 よしの　りょうま

33 城南 佐敷 芦北海王塾 28 白﨑　侃太 しらさき　かんた

33 城南 富合 芦北海王塾 29 川口　大翔 かわぐち　だいと

36 中央 学園大付属 学園大付属 30 馬本　隼汰 まもと しゅんた

38 城南 本渡 躰心塾 31 鶴田　玲王 つるた　れお

38 城南 稜南 躰心塾 32 田中　聖虎 たなか　せいご

38 城南 稜南 躰心塾 33 江嵜　琉希 えざき　りゅうき

40 城北 大津北 大津北 34 上村　奈千 うえむら　なち

42 城北 合志楓の森 英道館 35 佐野　芯哉 さの　しんや

42 城北 合志楓の森 英道館 36 荒木　一冴 あらき　いっさ

42 中央 熊大附 英道館 37 田中　絢翔 たなか　あきと

42 城北 泗水 英道館 38 澤田　匠平 さわだ　しょうへい

42 城北 武蔵ケ丘 英道館 39 宮崎　優勢 みやざき　ゆうせい

44 城南 本渡 本渡 40 原田　麟太郎 はらだ　りんたろう

45 城南 八代市立第三 翔聡館 41 長谷川　惟賦騎 はせがわ　いぶき

45 城南 八代市立第六 翔聡館 42 藤井　琉聖 ふじい　るきあ

45 城南 八代市立第六 翔聡館 43 稲田　琉生 いなだ　るい

2年生　男子組手



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 1 藤本　衣織 ふじもと　いおり

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 2 那須　心乃花 なす　このか

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 3 河野　いつき かわの　いつき

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 4 中西　心夏 なかにし　こなつ

7 城南 水上 憲櫻塾 5 橋本　瑠唯 はしもと　るい

10 城南 有明（天草） 有明空手クラブ 6 柴田　莉奈 しばた　りな

16 城南 御所浦 覇道塾 7 濱本　春花 はまもと　はるか

20 中央 九州学院 九州学院 8 後藤　璃乃 ごとう　りの

20 中央 九州学院 九州学院 9 古賀　理咲 こが　りさ

21 中央 長嶺 九十九館 10 斉藤　結夏 さいとう　ゆいな

23 城北 有明（玉名） 誠心館玉名道場 11 德山　華 とくやま　はな

24 城南 益城 秀心塾 12 芦原　優来 あしはら　ゆら

28 城南 姫戸 琉翔館 13 松本　穂純 まつもと　ほずみ

29 中央 桜木 武隆館 14 井上　明夏 いのうえ　はるか

29 中央 湖東 武隆館 15 大村　咲奈 おおむら　さな

33 城南 佐敷 芦北海王塾 16 新村　莉來 しんむら　りく

34 中央 花陵 海王塾坂田道場 17 城戸　くらら きど　くらら

35 城北 泗水 拓魂塾 18 荒木　理央奈 あらき　りおな

36 中央 学園大付属 学園大付属 19 松本　絢羽 まつもと　 あやね

39 城南 益城 拳撃塾 20 山尾　優希菜 やまお　ゆきな

42 城北 武蔵 英道館 21 新谷　雛子 しんたに　ひなこ

43 城北 西合志南 琉心館 22 髙森　美羽 たかもり　みう

46 城北 菊陽 志道塾 23 成松　凛音 なりまつ　りのん

46 城北 菊陽 志道塾 24 小原　千夏 おはら　ちなつ

1年生　女子組手



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 1 吉田　ひかり よしだ　ひかり

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 2 牧之瀨　保香 まきのせ　ほのか

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 3 江口　夏紀 えぐち　なつき

6 中央 マリスト学園 マリスト学園 4 後藤　季良々 ごとう　きらら

9 城南 大矢野 淳慎館 5 須崎　愛那 すざき　あいな

11 城北 合志 円空塾 6 笠井　すみれ かさい　すみれ

12 城南 八代市立第一 大真館 7 水田　伊吹 みずた　いぶき

12 城南 八代市立鏡 大真館 8 林田　麻矢 はやしだ　まや

13 中央 三和 静修会 9 上野 乃愛 うえの のあ

13 中央 花陵 静修会 10 枝村　 妃奈乃 えむら ひなの

13 中央 城西 静修会 11 浦田　 結里愛 うらた ゆりや

13 中央 三和 静修会 12 浦田　 花珠 うらた かじゅ

20 中央 九州学院 九州学院 13 松田　帆加 まつだ　ほのか

25 城南 益城 真拳塾 14 泉　央咲 いずみ　ちさ

28 城南 龍ヶ岳 琉翔館 15 片岡　迪瑠 かたおか　みちる

32 城南 小川 小川 16 松下　真緒 まつした　まお

33 城南 佐敷 芦北海王塾 17 木川　愛唯 きがわ　めい

36 中央 学園大付属 学園大付属 18 柳　　優月 やなぎ ゆづき

36 中央 学園大付属 学園大付属 19 工藤　仁絵 くどう ひとえ

40 城北 大津北 大津北 20 新堀　妃織 しんぼり　ひおり

40 城北 大津北 大津北 21 竹ノ内　稔望 たけのうち　なるみ

42 城北 合志楓の森 英道館 22 星子　みなみ ほしこ　みなみ

42 城北 合志楓の森 英道館 23 髙宮　幸奏 たかみや　ゆな

42 城北 合志 英道館 24 若杉　逢花 わかすぎ　あいか

2年生　女子組手


