
Ｒ４熊日学童オリンピックシード権　順位

形の部

一位 二位 三位 四位 五位 五位 五位 五位

氏名 砂岡　志旺 竹井　琥汰朗 神酒　大惺 富岡　翔空 吉田　壮一

道場名 （政友会） （政友会） （空心会出水）（海王塾坂田道場）（円空塾菊池）

氏名 江頭　虹南 村上　明希 林　美琴 佐々木　智愛 上田　初夏 佐々木　杏 上村　日和 上村　小春

道場名 (有明空手クラブ) (月心会熊本) (空専塾水俣) (大真舘) (月心会熊本) (拳友会) (空専塾水俣) (空専塾水俣)

氏名 隈部　慶 福田　悠人 橋本　蓮人 富岡　光翔 長濱　煌 杉本　敬一 江藤　獅恩 古上　健

道場名 (海王塾坂田道場） （錬清会） （大真舘） (海王塾坂田道場） （芦北海王塾） （錬清会） （月心会　熊本） (海王塾坂田道場）

氏名 浦田　ゆりの 西田　和心 吉坂　瑠結 池田　凛 田浦　陽愛 山田　結月 飯村　吏琥愛 後藤　彩巴

道場名 （有明空手クラブ） （宇土修武館） （教道館） （英道館合志） （芦北海王塾） （宇土修武館） （芦北海王塾） （松空塾日吉）

氏名 山頭　倖大 白﨑　倖太 菊川　奏太 穴見　優成 安達　天眞 神酒　怜心 白石　旭 上村　尚之祐

道場名 （大真舘） （芦北海王塾） （政友会） （憲櫻塾） （空心会出水） （空心会出水） （海王塾坂田道場） （健空会）

氏名 野添　美空 坂田　好 江崎　千夏 本田　夢 田㞍　結羽 福田　梨瑚 本田　雅 假屋　南乃羽

道場名 （宇土修武館） （月心会熊本） （躰心塾） （月心会熊本） （月心会熊本） （教道館） （月心会熊本） （大真舘）

氏名 田中　琉晴 木下　海里 橋本　喜心 椎葉　友喜 戸髙　煌己 江頭　禾惟 小田　蓮大 高植　奏太

道場名 （英道館合志） （松空塾玉東） （大真舘） （憲櫻塾） （月心会熊本） （有明空手クラブ） （武隆館） （錬清会）

氏名 荒川　叶音 隈部　莉彩 赤城　玲菜 佐藤　陽菜美 米村　柚子喜 金井　結梨 尾上　瑠希 野中　月愛

道場名 （宇土修武館） （海王塾坂田道場） （有明空手クラブ） （英道館合志） （隆心会喜空塾） （空心会出水） （拓魂塾） （大真舘）

氏名 野添　太陽 星子　知潤 松﨑　聖来 三角　俠太郎 入江　颯乃助 福田　航大 隈部　蓮 山本　湊士

道場名 （宇土修武館） （英道館合志） （芦北海王塾） （円空塾菊地） （聖武館） （錬清会） （海王塾坂田道場） （空心会出水）

氏名 竹口　真叶 福田　唯加 前田　優希 坂田　夕茉 田㞍　沙紋 松本　夏鈴 湯澤　実穂乃 松尾　玲奈

道場名 （錬清会） （教道館） （宇土修武館） （月心会熊本） （月心会熊本） （英道館合志） （政友会） （木村道場）

氏名 前坂　航 林田　創志 濱崎　武 村田　嗣龍 中島　崇来 髙宮　奏一郎 外田　昇太郎 米村　隆佑

道場名 （政友会） (翔聡館） （松空塾日吉） （政友会） （拓魂塾） （英道館合志） （松空塾玉東） （隆心会喜空塾）

氏名 江嶋　彩乃 佐藤　未菜美 上田　莉央奈 岩﨑　律 宮本　笑子 山下　愛心 吉岡　千紘 日吉　聖空

道場名 （大真舘） （英道館合志） （錬清会） （円空塾菊地） （錬清会） （宇土修武館） （隆心会喜空塾） （隆心会喜空塾）

5年男子個人形

5年女子個人形

6年男子個人形

1年男子個人形

1年女子個人形

2年男子個人形

2年女子個人形

6年女子個人形

3年男子個人形

3年女子個人形

4年男子個人形

4年女子個人形



Ｒ４熊日学童オリンピックシード権順位

組手の部

一位 二位 三位 四位 五位 五位 五位 五位

氏名 富岡　翔空 濵名　晃大 山本　大剛 神酒　大惺 牧本　海聖 竹井　琥汰朗 砂岡　志旺 恒松　春翔

道場名 （海王塾坂田道場） (静修会) (静修会) (空心会出水) (宇土修武館) （政友会） （政友会） （陽心館）

氏名 江頭　虹南 佐々木　智愛 波瀬山　菜月 小野　葵葉 林　美琴 佐々木　杏 村上　明希 上村　小春

道場名 (有明空手クラブ) (大真舘) (秀心塾) (秀心塾) (一道会空専塾水俣) (拳友会) (月心会熊本) (一道会空専塾水俣)

氏名 富岡　光翔 隈部　慶 江藤　獅恩 福田　悠人 木村　彰吾 山本　雅士 末藤　創 赤星　昂來

道場名 （海王塾坂田道場） （海王塾坂田道場） （月心会熊本） （錬清会） (一道会空専塾水俣） （政友会） (獅勇館） （海王塾坂田道場）

氏名 吉坂　瑠結 浦田　ゆりの 北里　瑠希 飯村　吏琥愛 桑川　杏奈 馬本　陽向 北　蘭暖 吉澤　八映

道場名 (教道館) (有明空手クラブ) (秀心塾) (芦北海王塾) (芦北海王塾) (海王塾坂田道場) (拓魂塾) (拓魂塾)

氏名 中村　悠翔 穴見　優成 白﨑　倖太 山頭　倖大 枝村　龍 浦田　琉生 坂本　幸大 神酒　怜心

道場名 （憲櫻塾） （憲櫻塾） （芦北海王塾） （大真舘） (静修会) (静修会) （志道塾） （空心会出水）

氏名 濵名　栞希 田㞍　結羽 福田　梨瑚 浦田　愛乃音 假屋　南乃羽 西本　優里 本田　夢 萩尾　野乃佳

道場名 (静修会) (月心会熊本) (教道館) (静修会) (大真舘) (志道塾) (月心会熊本) (月心会熊本)

氏名 椎葉　友喜 芦原　陽真 德永　琉惟 橋本　喜心 田中　琉晴 今村　太耀 江藤　禾惟 山口　煌基

道場名 （憲櫻塾） （秀心塾） （芦北海王塾） （大真舘） （英道館合志） （武隆館） （有明空手クラブ） （憲櫻塾）

氏名 中川　心優 佐藤　陽菜美 隈部　莉彩 中川　紗良 山中　絆愛 石神　絵愛 麦生田　百叶 吉永　愛海

道場名 (秀心塾) (英道館合志) (海王塾坂田道場) (英道館合志) (拓魂塾) (陽心館) (芦北海王塾) (芦北海王塾)

氏名 上山　涼 山本　湊士 三角　俠太郎 星子　知潤 福田　航大 矢野　斗和 柴原　斗真 隈部　漣

道場名 (静修会) (空心会出水) (円空塾菊池) (英道館合志) (錬清会) (志道塾) (翔聡館) (海王塾坂田道場)

氏名 田代　栞那 福田　唯加 神山　雅泉 浦中　妃咲希 城戸　せりな 竹口　真叶 橋本　恵奈 松本　夏鈴

道場名 (円空塾菊池) (教道館) (月心会北熊本) (琉翔館) (海王塾坂田道場) (錬清会) (憲櫻塾) (英道館合志)

氏名 外田　昇太郎 長松　蓮 村上　拓真 尾藤　魁虎 上野　遥翔 塩﨑　瑛仁 森　一剛 古閑　千優

道場名 (松空塾玉東) (静修会) (月心会熊本) (静修会) (武隆館) (武隆館) (松空塾玉東) (月心会熊本)

氏名 田口　琴望 佐藤　未菜美 岩﨑　律 山田　璃蘭 米良　夏海 児玉　七星 江嶋　彩乃 笠井　くるみ

道場名 (教道館) (英道館合志) (円空塾菊池) (英道館合志) (芦北海王塾) (英道館合志) (大真舘) (円空塾菊池)

4年男子個人組手

4年女子個人組手

5年男子個人組手

5年女子個人組手

6年男子個人組手

6年女子個人組手

1年男子個人組手

1年女子個人組手

2年男子個人組手

2年女子個人組手

3年男子個人組手

3年女子個人組手



Ｒ４熊日学童オリンピック団体戦シード権順位

団体形・団体組手の部

団体形 １位 ２位 ３位 ３位

１・２年男女団体形 海王塾坂田道場 芦北海王塾Ａ 月心会熊本県本部 練清会

３・４年男女団体形 宇土修武館 月心会熊本県本部 錬清会Ａ 英道館合志Ａ

５・６年男子団体形 宇土修武館 大真舘 武隆館 錬清会

５・６年女子団体形 英道館合志 錬清会 隆心会喜空塾 武隆館

団体組手 １位 ２位 ３位 ４位

１・２年男子団体組手 海王塾坂田道場 芦北海王塾 憲櫻塾 琉心会

１・２年女子団体組手 秀心塾 教道館 芦北海王塾 英道館合志

３・４年男子団体組手 英道館合志 志道塾 憲櫻塾 海王塾坂田道場

３・４年女子団体組手 海王塾坂田道場 錬清会 教道館 芦北海王塾

５・６年男子団体組手 陽心館 英道館合志 松空塾玉東 武隆館

５・６年女子団体組手 錬清会 志道塾 英道館合志 躰心塾


