
修正箇所

個人形 個人組手 団体形 団体組手 補助員

人数 人数 人数 人数 人数

1 二岡 中央地区 健空会 1 0 0 0 1

1 天明 中央地区 健空会 1 1 0 0 1

2 水上 城南地区 憲櫻塾 2 3 0 2

2 あさぎり 城南地区 憲櫻塾 1 1 0 0

3 湖東 中央地区 九十九館 2 3 0 2

3 長嶺 中央地区 九十九館 2 8 0 5

3 二岡 中央地区 九十九館 0 1 0 0

4 日吉 中央地区 松空塾日吉 2 1 0 0

4 白川 中央地区 松空塾日吉 1 0 0 0

4 富合 中央地区 松空塾日吉 1 0 0 0

4 河内 中央地区 松空塾日吉 1 0 0 0

4 花陵 中央地区 松空塾日吉 1 1 0 0

4 三和 中央地区 松空塾日吉 1 0 0 0

5 菊池南 城北地区 円空塾菊池 3 2 0 0

5 合志 城北地区 円空塾菊池 2 3 0 0

6 託麻 中央地区 飛翔館 0 1 0 0

6 出水南 中央地区 飛翔館 1 1 0 0

7 三和 中央地区 静修会 0 3 0 0

7 飽田 中央地区 静修会 0 2 0 0

7 力合 中央地区 静修会 0 1 0 0

7 城西 中央地区 静修会 0 2 0 0

7 天明 中央地区 静修会 0 1 0 0

7 花陵 中央地区 静修会 0 1 0 1

8 京陵 中央地区 京陵 0 1 0 0 0

9 水俣第一 城南地区 空心会水俣 1 1 0 0

9 水俣第二 城南地区 空心会水俣 1 0 0 0

9 袋 城南地区 空心会水俣 1 1 0 0

10 御所浦 城南地区 覇道塾 0 1 0 0 0

11 稜南 城南地区 躰心塾 2 1 3 0 0

12 出水南 中央地区 空心会出水 1 1 0 0 0

13 千丁 城南地区 教道館 1 1 0 0

13 八代第一 城南地区 教道館 1 1 0 0

14 湯前 城南地区 陽心館 0 7 0 6

14 多良木 城南地区 陽心館 1 1 0 0

15 八代第六 城南地区 翔聡館 0 1 0 0 1

16 鏡 城南地区 大真館 1 1 0 0

16 八代第一 城南地区 大真館 1 1 0 0

16 八代第三 城南地区 大真館 1 1 0 0

17 大矢野 城南地区 淳慎館 0 2 0 2 1

18 千丁 城南地区 錬清会 1 1 0 0

18 八代第一 城南地区 錬清会 1 1 0 0

18 八代第二 城南地区 錬清会 1 1 0 0

18 八代第三 城南地区 錬清会 6 8 6 6
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19 九州学院 中央地区 九州学院 5 9 0 6 0

20 八代第一 城南地区 政友会 1 0 0 0

20 八代第四 城南地区 政友会 1 0 0 0

21 マリスト学園 中央地区 マリスト学園 13 13 6 6 0

22 七城 城北地区 真拳塾 0 1 0 0

22 泗水 城北地区 真拳塾 4 11 3 3

13 八代第四 城南地区 教道館 3 3 0 2

13 八代 城南地区 教道館 0 1 0 2

23 合志楓の森 城北地区 英道館合志 5 5 3 5

23 北部 城北地区 英道館合志 0 1 0 0

23 武蔵ケ丘 城北地区 英道館合志 0 1 0 0

23 龍田 中央地区 英道館合志 1 1 0 0

23 武蔵 中央地区 英道館合志 1 1 0 0

23 熊大附属 中央地区 英道館合志 0 1 0 0

24 本渡 城南地区 本渡 6 1 0 0 1

25 益城 城南地区 秀心塾 6 11 3 6 2

26 玉東 城北地区 松空塾玉東 2 2 0 0 1

27 西合志南 城北地区 琉心館 4 3 0 0 0

28 鹿南 城北地区 聖武館 1 1 0 0 1

29 楠 中央地区 月心会 4 4 3 3

29 武蔵ケ丘 城北地区 月心会 1 2 0 0

30 八代 城南地区 空専塾本部 1 1 0 0 1

31 松島 城南地区 禮武館 0 1 0 0 0

32 稜南 城南地区 創心会 1 1 0 0 1

32 本渡 城南地区 創心会 1 1 0 0 1

33 五霊 城北地区 木村道場 1 0 0 0

33 西合志 城北地区 木村道場 1 1 0 0

34 八代第四 城南地区 真輝塾 1 1 0 0 1

35 荒尾第三 城北地区 誠心館玉名 0 1 0 0

35 岱明 城北地区 誠心館玉名 0 2 0 0

35 有明 城北地区 誠心館玉名 2 2 0 2

36 大津北 城北地区 大津北 0 5 0 5 0

37 姫戸 城南地区 琉翔館 0 9 0 3

37 龍ヶ岳 城南地区 琉翔館 0 3 0 2

38 水俣第二 城南地区 空専塾水俣 1 1 0 0 0

39 佐敷 城南地区 芦北海王塾 1 8 0 6

39 田浦 城南地区 芦北海王塾 0 2 0 2

39 富合 城南地区 芦北海王塾 0 2 0 2

39 湯浦 城南地区 芦北海王塾 0 1 0 0

40 花陵 中央地区 海王塾坂田道場 0 2 0 0 0

41 網田 城南地区 修武館 1 1 0 0

41 豊野 城南地区 修武館 1 0 0 0

41 鶴城 城南地区 修武館 1 0 0 0

42 学園大付 中央地区 学園大付 0 3 0 3 2

44 有明 城南地区 有明空手クラブ 2 4 0 3 1

45 桜木 中央地区 武隆館 4 4 0 2

45 東野 中央地区 武隆館 1 1 0 0
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45 帯山 中央地区 武隆館 1 1 0 0

45 御船 城南地区 武隆館 1 1 0 0

45 木山 城南地区 武隆館 1 1 0 0

46 武蔵 中央地区 喜空塾 4 3 3 3

46 北部 中央地区 喜空塾 1 0 0 0

46 東部 中央地区 喜空塾 1 0 0 0

46 菊陽 城北地区 喜空塾 1 0 0 0

47 菊陽 城北地区 志道塾 0 2 0 0

47 阿蘇西原 城北地区 志道塾 0 1 0 0
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同点の場合は上位大会入賞者優先➡全中予選入賞者優先 ベスト4までシード

シード権をお持ちの方が不参加の場合は繰り上げをします。

長嶺中学校 3

鏡中学校 4

男子団体組手
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3 八代中

竹本　爽志 3 九州学院

小林　一冴 3 泗水中

長松　遥飛 3 城西中

2 八代第四中

吉田　唯真 2 長嶺中

荒木　一冴 2 合志楓の森
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順位
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氏　　名 学　年

宮坂　勇輝 1

桜木中学校

学年 中学校

山本　彪真 1 出水南中

18

14

帯山中

穴見優樹 3 あさぎり中

4

6

田代　葵唯 3

中学校

八代第4

西合志中

九州学院

合志楓

武蔵中学校スイスワヒュカリファラシッド 3

小田　倖成 3

大場　悠太 2

下村　大翔 2

佐野　芯哉 2



同点の場合は上位大会入賞者優先➡全中予選入賞者優先 ベスト4までシード

シード権をお持ちの方が不参加の場合は繰り上げをします。

湯前中学校 3

九州学院 4

女子団体組手

中学校 順位

大津北中学校 1

八代第四中学校 2

3 合志楓の森 4 6

6 4

3 湯前中 10 2

中村　紅葉 1 八代１中 4 7 山田　璃瑚

西嶌　千愛 3 マリスト中谷口　千翔 3 八代第四 14 2

村上　弥呼都 3 日吉中 24 1 石井　愛子

山尾　彩碧 3 佐敷中

八代１中 3 7

田渕　愛茉 3 九州学院 6 5

西田　千紘 3 佐敷中学校 6 6 水田　伊吹 2

18 1

村田　瀬梨菜 2 八代第四 8 4 2

中村　安佑 2 河内 3 8 林田　麻矢 2 鏡中 5

吉田　ひかり 2 マリスト中 8 3 八代第４中

5 マリスト学園中 3

順位 中学校 順位

銀杏田　愛花 2 鶴城中 11 3 藤本　衣織 1

氏　　名 学　年 中学校 シードポイント 順位 氏　　名 学年 中学校 シードポイント

マリスト中 3 8 合志楓の森中 1

女子個人形 女子個人組手 女子団体形



修正箇所

管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 中央地区 天明 健空会 1 上村　海晴 うえむら　かいせい

2 城南地区 水上 憲櫻塾 2 梅田　義樹 うめた　よしき

2 城南地区 あさぎり 憲櫻塾 3 穴見　優樹 あなみ　ゆうき

3 中央地区 湖東 九十九館 4 川瀨　陽一 かわせ　よういち

3 中央地区 長嶺 九十九館 5 安達　心優 あだち　しゆう

3 中央地区 長嶺 九十九館 6 岸川　義己 きしがわ　よしき

4 中央地区 富合 松空塾日吉 7 小山　俊哉 おやま　しゅんや

4 中央地区 三和 松空塾日吉 8 宮本　澄海 みやもと　すかい

5 城北地区 菊池南 円空塾 9 吉田　伊織 よしだ　いおり

5 城北地区 菊池南 円空塾 10 熊見　玲皇 くまみ　れお

8 中央地区 出水南 飛翔館 11 山本　伊織 やまもと　いおり

9 城南地区 水俣第一 空心会水俣 12 金崎　青夏 かねさき　せな

9 城南地区 袋 空心会水俣 13 原　大輝 はら　だいき

11 城南地区 稜南 躰心塾 14 江嵜隼仁 えざき　はやと

11 城南地区 稜南 躰心塾 15 江嵜　琉希 えざき　りゅうき

12 中央地区 出水南 空心会出水 16 山本　彪真 やまもと　ひょうま

13 城南地区 千丁 教道館 17 尾上　湊 おのうえ　みなと

13 城南地区 八代第一 教道館 18 福田　徳昌 ふくだ　のりまさ

14 城南地区 多良木 陽心館 19 立山　晄一 たてやま　こういち

16 城南地区 八代第三 大真館 20 榎田　光汰 えのきだ　こうた

18 城南地区 千丁 錬清会 21 稲田　圭悟 いなだ　けいご

18 城南地区 八代第一 錬清会 22 浦田　宗芽 うらた　そうが

18 城南地区 八代第二 錬清会 23 宮本　桜輔 みやもと　おうすけ

18 城南地区 八代第三 錬清会 24 沖田　響 おきた　ひびき

18 城南地区 八代第三 錬清会 25 長谷川　惟賦騎 はせがわ　いぶき

18 城南地区 八代第三 錬清会 26 沖田　蓮 おきた　れん

19 中央地区 九州学院 九州学院 27 下村　大翔 しもむら　だいと

19 中央地区 九州学院 九州学院 28 神山　紀仁 こうやま　のりひと

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 29 伊東　尚真 いとう　しょうま

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 30 藤坂　騎士 ふじさか　ないと

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 31 小幡　悠成 おばた　ゆうせい

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 32 生源寺　航太 しょうげんじ　こうた

22 城北地区 泗水 真拳塾 33 澤田　匠平 さわだ　しょうへい

22 城北地区 泗水 真拳塾 34 泉田　憧哉 いずみだ　とうや

22 城北地区 泗水 真拳塾 35 岩下　元大 いわした　げんた

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 36 佐野　芯哉 さの　しんや

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 37 荒木　一冴 あらき　いっさ

23 中央地区 龍田 英道館合志 38 岡野　怜斗 おかの　れいと

24 城南地区 本渡 本渡 39 山下　圭斗 やました　けいと

24 城南地区 本渡 本渡 40 吉田　匡孜 よしだ　こうし

24 城南地区 本渡 本渡 41 原田　麟太郎 はらだ　りんたろう

25 城南地区 益城 秀心塾 42 山尾　遼大 やまお　りょうだい

25 城南地区 益城 秀心塾 43 一丸　尊史 いちまる　たかふみ

27 城北地区 西合志南 琉心館 44 前田　幸大 まえだ　こうた

28 城北地区 鹿南 聖武館 45 中村　凌基 なかむら　りょうき

29 中央地区 楠 月心会 46 益永　征弥 ますなが　まさや

29 中央地区 楠 月心会 47 中嶋　俊介 なかしま　しゅんすけ

29 中央地区 楠 月心会 48 乙津　伊舞季 おとづ　いぶき

29 中央地区 楠 月心会 49 古閑　優希 こが　まさき

30 城南地区 八代 空専塾本部 50 野田　知希 のだ　ともき

32 城南地区 稜南 創心会 51 山下　聖人 やました　まさと

32 城南地区 本渡 創心会 52 平道　大和 ひらみち　やまと

個人形　　男子



33 中央地区 五霊 木村道場 53 松尾　咲汰 まつお　しょうた

33 城北地区 西合志 木村道場 54 大場　悠太 おおば　ゆうた

34 城南地区 八代第四 真輝塾 55 宮坂　勇輝 みやさかゆうき

41 城南地区 網田 修武館 56 山下　真巨 やました　まお

44 城南地区 有明 有明空手クラブ 57 赤城　龍馬 あかぎ　りょうま

45 中央地区 桜木 武隆館 58 小田　倖成 おだ　こうせい

45 中央地区 桜木 武隆館 59 井上　瑛士 いのうえ　えいと

45 中央地区 帯山 武隆館 60 田代　葵唯 たしろ　あおい

45 城南地区 御船 武隆館 61 乃村　風儀 のむら　ふうぎ

45 城南地区 木山 武隆館 62 山田　斗和 やまだ　とわ

46 中央地区 武蔵 喜空塾 63 スイスワヒュ カリファ ラシッド すいすわひゅ かりふぁ らしっど

46 中央地区 武蔵 喜空塾 64 米村 光太郎 よねむら こうたろう

46 中央地区 武蔵 喜空塾 65 木原 太一朗 きはら たいちろう

46 中央地区 武蔵 喜空塾 66 遠矢 憲吾 とうや けんご

46 城北地区 菊陽 喜空塾 67 古庄 和希 ふるしょう かずき

13 城南地区 八代第四 教道館 68 藤井　琉聖 ふじい　るきあ



は修正

管理番号 地区名 所属先 参加団体数 学校名 ふりがな

11 城南地区 躰心塾 1 稜南 りょうなん

18 城南地区 錬清会 2 八代第三 やつしろだいさん

21 中央区 マリスト学園 3 マリスト学園 まりすとがくえん

22 城北地区 真拳塾 4 泗水 しすい

29 中央区 月心会 5 楠 くすのき

46 中央区 喜空塾 6 武蔵 むさし

団体形　　男子



修正箇所

管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 中央地区 二岡 健空会 1 濵砂　彩夏 はなすな　あやか

2 城南地区 水上 憲櫻塾 2 橋本　瑠唯 はしもと　るい

3 中央地区 湖東 九十九館 3 大村　咲奈 おおむら　さな

4 中央地区 日吉 松空塾日吉 4 吉迫　有希乃 よしざこ　ゆきの

4 中央地区 日吉 松空塾日吉 5 村上　弥呼都 むらかみ　みこと

4 中央地区 白川 松空塾日吉 6 駒走　優奈 こまばしり　ゆな

4 中央地区 河内 松空塾日吉 7 中村　安佑 なかむら　あゆ

4 中央地区 花陵 松空塾日吉 8 芹川　瞳子 せりかわ　とうこ

5 城北地区 菊池南 円空塾 9 山中　紗夜 やまなか　さや

5 城北地区 合志 円空塾 10 笠井　すみれ かさい　すみれ

5 城北地区 合志 円空塾 11 若杉　逢花　 わかすぎ　あいか

9 城南地区 水俣第二 空心会水俣 12 野間　結菜 のま　ゆいな

16 城南地区 鏡 大真館 13 林田　麻矢 はやしだ　まや

16 城南地区 八代第一 大真館 14 水田　伊吹 みずた　いぶき

18 城南地区 八代第三 錬清会 15 清水　蘭愛 しみず　かなる

18 城南地区 八代第三 錬清会 16 松村　野乃郁 まつむら　ののか

18 城南地区 八代第三 錬清会 17 長谷川　摩蘭紀 はせがわみらの

19 中央地区 九州学院 九州学院 18 田渕　愛茉 たぶち　えま

19 中央地区 九州学院 九州学院 19 後藤　璃乃 ごとう　りの

19 中央地区 九州学院 九州学院 20 古賀　理咲 こが　りさ

20 城南地区 八代第一 政友会 21 中村　紅葉 なかむら　もみじ

20 城南地区 八代第四 政友会 22 村田　瀬梨菜 むらた　せりな

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 23 西嶌　千愛 にしじま　ゆきな

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 24 北山　有紗 きたやま　ありさ

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 25 加藤　朱音 かとう　あかね

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 26 戸﨑　春音 とざき　はのん

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 27 吉田　ひかり よしだ　ひかり

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 28 後藤　季良々 ごとう　きらら

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 29 江口　夏紀 えぐち　なつき

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 30 牧之瀨　保香 まきのせ　ほのか

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 31 藤本　衣織 ふじもと　いおり

22 城北地区 泗水 真拳塾 32 荒木　理央奈 あらき　りおな

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 33 山田　璃瑚 やまだ　りこ

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 34 星子　みなみ ほしこ　みなみ

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 35 髙宮　幸奏 たかみや　ゆな

23 中央地区 武蔵 英道館合志 36 新谷　雛子 しんたに　ひなこ

24 城南地区 本渡 本渡 37 佐藤　凜音 さとう　りんね

24 城南地区 本渡 本渡 38 西村　春乃 にしむら　はるの

24 城南地区 本渡 本渡 39 松下　桜子 まつした　さくらこ

25 城南地区 益城 秀心塾 40 橋本　風花 はしもと　ふうか

25 城南地区 益城 秀心塾 41 泉　央咲 いずみ　ちさ

25 城南地区 益城 秀心塾 42 山尾　優希菜 やまお　ゆきな

25 城南地区 益城 秀心塾 43 荒森　愛聖 あらもり　あいせ

26 城北地区 玉東 松空塾玉東 44 大隅　悠華 おおすみ　ゆうか

26 城北地区 玉東 松空塾玉東 45 藤本　ゆい ふじもと　ゆい

27 城北地区 西合志南 琉心館 46 髙森　咲希 たかもり　さき

27 城北地区 西合志南 琉心館 47 髙森　美羽 たかもり　みう

27 城北地区 西合志南 琉心館 48 高橋　朱希 たかはし　あき

29 城北地区 武蔵ケ丘 月心会 49 平坂　美貴 ひらさか　みき

35 城北地区 有明 誠心館玉名 50 德山　華 とくやま　はな

35 城北地区 有明 誠心館玉名 51 德山　唯 とくやま　ゆい

38 城南地区 水俣第二 空専塾水俣 52 高橋　真紀 たかはし　まき

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 53 西田　千紘 にしだ　ちひろ

個人形　　女子



41 城南地区 豊野 修武館 54 内田　早耶 うちだ　さや

42 城南地区 鶴城 修武館 55 銀杏田　愛花 いちょうだ　まなか

44 城南地区 有明 有明空手クラブ 56 柴田　莉奈 しばた　りな

45 中央地区 桜木 武隆館 57 本田　帆乃香 ほんだ　ほのか

45 中央地区 桜木 武隆館 58 井上　明夏 いのうえ　はるか

45 中央地区 東野 武隆館 59 大西　真央 おおにし　まお

46 中央地区 北部 喜空塾 60 中山 乃嘉 なかやま ののか

46 中央地区 東部 喜空塾 61 豊田 莉子 とよだ　りこ

13 城南地区 八代第4 教道館 62 古閑　一夏 こが　いちか

13 城南地区 八代第4 教道館 63 谷口　千翔 たにぐち　ちか



管理番号 地区名 所属先 参加団体数 学校名 ふりがな

18 城南地区 錬清会 1 八代第三 やつしろだいさん

21 中央地区 マリスト学園 2 マリスト学園 まりすとがくえん

23 城北地区 英道館合志 3 合志楓の森 かえでのもり

25 城南地区 秀心塾 4 益城 ましき

団体形　女子



修正箇所

管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 中央地区 天明 健空会 1 上村　海晴 うえむら　かいせい

3 中央地区 湖東 九十九館 2 稲崎　至音 いなざき　しおん

3 中央地区 湖東 九十九館 3 川瀨　陽一 かわせ　よういち

3 中央地区 長嶺 九十九館 4 安達　心優 あだち　しゆう

3 中央地区 長嶺 九十九館 5 吉田　隆理 よしだ　おうり

3 中央地区 長嶺 九十九館 6 中川　暖琥 なかがわ　はるく

5 城北地区 菊池南 円空塾 7 熊見　玲皇 くまみ　れお

5 城北地区 合志 円空塾 8 城下　裕樹 しろした　ひろき

6 中央地区 出水南 飛翔館 9 山本　伊織 やまもと　いおり

7 中央地区 飽田 静修会 10 内田　蒼真 うちだ　そうま

7 中央地区 天明 静修会 11 米村　優志 よねむら　ゆうし

9 城南地区 袋 空心会水俣 12 原　大輝 はら　だいき

11 城南地区 稜南 躰心塾 13 江嵜琉希 えざきりゅうき

13 城南地区 千丁 教道館 14 尾上　湊 おのうえ　みなと

13 城南地区 八代第一 教道館 15 福田　徳昌 ふくだ　のりまさ

16 城南地区 八代第三 大真館 16 榎田　光汰 えのきだ　こうた

18 城南地区 八代第三 錬清会 17 沖田　響 おきた　ひびき

18 城南地区 八代第三 錬清会 18 福田　力丸 ふくだ　りきまる

18 城南地区 八代第三 錬清会 19 長谷川　惟賦騎 はせがわいぶき

19 中央地区 九州学院 九州学院 20 神山　紀仁 こうやまのりひと

22 城北地区 泗水 真拳塾 21 中山　真太朗 なかやま　しんたろう

22 城北地区 泗水 真拳塾 22 小林　悠人 こばやし　ゆうじん

22 城北地区 泗水 真拳塾 23 杉嶌　楓雅 すぎしま　ふうが

23 城北地区 北部 英道館合志 24 園田　禮生 そのだ　らいき

23 中央地区 龍田 英道館合志 25 岡野　怜斗 おかの　れいと

24 城南地区 本渡 本渡 26 原田　麟太郎 はらだ　りんたろう

25 城南地区 益城 秀心塾 27 一丸　尊史 いちまる　たかふみ

29 中央地区 楠 月心会 28 益永　征弥 ますなが　まさや

29 中央地区 楠 月心会 29 中嶋　俊介 なかしま　しゅんすけ

29 中央地区 楠 月心会 30 乙津　伊舞季 おとづ　いぶき

29 中央地区 楠 月心会 31 古閑　優希 こが　まさき

29 城北地区 武蔵ケ丘 月心会 32 大島　優人 おおしま　ゆうと

31 城南地区 松島 禮武館 33 瀧　悠斗 たき　ゆうと

32 城南地区 稜南 創心会 34 山下　聖人 やました　まさと

32 城南地区 本渡 創心会 35 平道　大和 ひらみち　やまと

33 城北地区 西合志 木村道場 36 大場　悠太 おおば　ゆうた

34 城南地区 八代第四 真輝塾 37 宮坂　勇輝 みやさか　ゆうき

37 城南地区 姫戸 琉翔館 38 松本　和倫 まつもと　かずのり

37 城南地区 姫戸 琉翔館 39 小西　紘誠 こにし　こうせい

37 城南地区 姫戸 琉翔館 40 山口　怜央 やまぐち　れお

37 城南地区 龍ヶ岳 琉翔館 41 浦中　朔矢 うらなか　さくや

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 42 白﨑　侃太 しらさき　かんた

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 43 白﨑　伶太 しらさき　れんた

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 44 德永　悠 とくなが　はる

39 中央地区 富合 芦北海王塾 45 川口　友翔 かわぐち　ゆうと

40 城南地区 湯浦 芦北海王塾 46 牧野　希春 まきの　のんは

41 城南地区 網田 修武館 47 山下　真巨 やました　まお

44 城南地区 有明 有明空手クラブ 48 浦田　泰士 うらた　たいし

44 城南地区 有明 有明空手クラブ 49 赤城　龍馬 あかぎ　りょうま

45 城南地区 木山 武隆館 50 山田　斗和 やまだ　とわ

個人組手　1・2年生　男子



13 城南地区 八代第四 教道館 51 藤井　琉聖 ふじい　るきあ



修正箇所

管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名
ふりがな

2 城南地区 水上 憲櫻塾 1 谷山　凌太 たにやま　りょうた

2 城南地区 水上 憲櫻塾 2 梅田　義樹 うめた　よしき

2 城南地区 あさぎり 憲櫻塾 3 穴見　優樹 あなみ　ゆうき

3 中央地区 長嶺 九十九館 4 吉田　唯真 よしだ　いっしん

3 中央地区 長嶺 九十九館 5 岸川　義己 きしがわ　よしき

3 中央地区 長嶺 九十九館 6 古川　大翔 ふるかわ　ひろと

6 中央地区 託麻 飛翔館 7 吉田　忠史 よしだ　ただふみ

7 中央地区 三和 静修会 8 富﨑　陽向 とみさき　ひゅうが

7 中央地区 飽田 静修会 9 上山　漣 かみやま　れん

7 中央地区 城西 静修会 10 長松　遥飛 ながまつ　はると

8 中央地区 京陵 京陵 11 西田　幸誠 にしだ　こうせい

9 城南地区 水俣第一 空心会水俣 12 金崎　青夏 かねさき　せな

12 中央地区 出水南 空心会出水 13 山本　彪真 やまもと　ひょうま

14 城南地区 湯前 陽心館 14 多良木　智稀 たらぎ　ともき

14 城南地区 湯前 陽心館 15 石神　悠翔 いしがみ　ゆうと

14 城南地区 湯前 陽心館 16 村山　匠人 むらやま　たくと

14 城南地区 湯前 陽心館 17 石井　進太郎 いしい　しんたろう

14 城南地区 湯前 陽心館 18 那須　優斗 なす　ゆうと

14 城南地区 多良木 陽心館 19 河内　聖斗 かわうち　まさと

15 城南地区 八代第六 翔聡館 20 稲田　琉生 いなだ　るい

18 城南地区 千丁 錬清会 21 稲田　圭悟 いなだ　けいご

18 城南地区 八代第一 錬清会 22 浦田　宗芽 うらた　そうが

18 城南地区 八代第二 錬清会 23 宮本　桜輔 みやもと　おうすけ

18 城南地区 八代第三 錬清会 24 沖田　蓮 おきた　れん

19 中央地区 九州学院 九州学院 25 竹本 爽志 たけもとそうし

19 中央地区 九州学院 九州学院 26 下村　大翔 しもむらだいと

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 27 伊東　尚真 いとう　しょうま

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 28 藤坂　騎士 ふじさか　ないと

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 29 小幡　悠成 おばた　ゆうせい

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 30 生源寺　航太 しょうげんじ　こうた

22 城北地区 七城 真拳塾 31 狩野　詳其 かの　いつき

22 城北地区 泗水 真拳塾 32 澤田　匠平 さわだ　しょうへい

22 城北地区 泗水 真拳塾 33 藪田　一那 やぶた　かずとも

22 城北地区 泗水 真拳塾 34 泉田　憧哉 いずみだ　とうや

22 城北地区 泗水 真拳塾 35 岩下　元大 いわした　げんた

22 城北地区 泗水 真拳塾 36 小林　一冴 こばやし　いっさ

22 城北地区 泗水 真拳塾 37 東　巧武 ひがし　たくむ

22 城北地区 泗水 真拳塾 38 古市　遥馬 ふるいち　はるま

13 城南地区 八代 教道館 39 吉坂　莉玖 よしざか　りく

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 40 佐野　芯哉 さの　しんや

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 41 荒木　一冴 あらき　いっさ

23 城北地区 武蔵ケ丘 英道館合志 42 宮崎　優勢 みやざき　ゆうせい

23 中央地区 熊大附属 英道館合志 43 田中　絢翔 たなかあきと

25 城南地区 益城 秀心塾 44 芦原　柊真 あしはら　しゅうま

25 城南地区 益城 秀心塾 45 山尾　遼大 やまお　りょうだい

25 城南地区 益城 秀心塾 46 阿倍　悠真 あべ　しゅうま

25 城南地区 益城 秀心塾 47 中川　敬心 なかがわ　けいしん

25 城南地区 益城 秀心塾 48 竹林　佑彪 たけばやし　ゆりと

27 城北地区 西合志南 琉心館 49 前田　幸大 まえだ　こうた

28 城北地区 鹿南 聖武館 50 中村　凌基 なかむら　りょうき

30 城南地区 八代 空専塾 51 野田　知希 のだ　ともき

35 城北地区 岱明 誠心館玉名 52 黒田　彪雅 くろだ　ひゅうが

個人組手　代表　男子



36 城北地区 大津北 大津北 53 渡邊　優雅 わたなべ　ゆうが

36 城北地区 大津北 大津北 54 室原　航星 むろはら　こうせい

36 城北地区 大津北 大津北 55 上村　奈千 うえむら　なち

37 城南地区 姫戸 琉翔館 56 松本　承真 まつもと　しょうま

38 城南地区 姫戸 琉翔館 57 小西　信誠 こにし　しんせい

39 城南地区 姫戸 琉翔館 58 松本　雅矢 まつもと　まさや

40 城南地区 姫戸 琉翔館 59 堀江　脩斗 ほりえ　なおと

41 城南地区 姫戸 琉翔館 60 田中　快琉 たなか　はる

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 61 橋本　悠雅 はしもと　ゆうが

39 城南地区 田浦 芦北海王塾 62 山科　凛空 やましな　りく

39 城南地区 田浦 芦北海王塾 63 吉野　僚真 よしの　りょうま

39 中央地区 富合 芦北海王塾 64 川口　大翔 かわぐち　だいと

42 中央地区 学園大付 学園大付 65 馬本 隼汰 まもと しゅんた

44 城南地区 有明 有明空手クラブ 66 小森　晟覇 こもり　せいは

45 中央地区 桜木 武隆館 67 井上　瑛士 いのうえ　えいと

45 中央地区 桜木 武隆館 68 小田　倖成 おだ　こうせい

45 中央地区 帯山 武隆館 69 田代　葵唯 たしろ　あおい

45 城南地区 御船 武隆館 70 乃村　風儀 のむら　ふうぎ

46 中央地区 武蔵 喜空塾 71 スイスワヒュ カリファ ラシッド すいすわひゅ かりふぁ らしっど

46 中央地区 武蔵 喜空塾 72 米村 光太郎 よねむら こうたろう

46 中央地区 武蔵 喜空塾 73 木原 太一朗 きはら たいちろう

47 城北地区 菊陽 志道塾 74 西本　琉志 にしもとりゅうし

13 城南地区 八代第四 教道館 75 吉坂　瑞己 よしざか　みずき



修正箇所

管理番号 地区名 所属先 参加団体数 学校名 ふりがな

2 城南地区 憲櫻塾 1 水上 みずかみ

3 中央地区 九十九館 2 湖東 ことう

3 中央地区 九十九館 3 長嶺 ながみね

14 城南地区 陽心館 4 湯前 ゆのまえ

18 城南地区 錬清会 5 八代第三 やつしろだいさん

19 中央地区 九州学院 6 九州学院 きゅうしゅうがくいん

21 中央地区 マリスト学園 7 マリスト学園 まりすとがくえん

22 城北地区 真拳塾 8 泗水 しすい

13 城南地区 教道館 9 八代 やつしろ

23 城北地区 英道館合志 10 合志楓の森 こうしかえでのもり

25 城南地区 秀心塾 11 益城 ましき

29 中央地区 月心会 12 楠 くすのき

36 城北地区 大津北 13 大津北 おおづきた

37 城南地区 琉翔館 14 姫戸 ひめど

39 城南地区 芦北海王塾 15 佐敷 さしき

39 城南地区 芦北海王塾 16 田浦 たのうら

39 城南地区 芦北海王塾 17 富合 とみあい

44 城南地区 有明空手クラブ 18 有明 ありあけ

45 中央地区 武隆館 19 桜木 さくらぎ

46 中央地区 喜空塾 20 武蔵 むさし

13 城南地区 教道館 21 八代第四 やつしろだいよん

団体組手　男子



修正箇所

管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

2 城南地区 水上 憲櫻塾 1 橋本　瑠唯 はしもと　るい

3 中央地区 湖東 九十九館 2 大村　咲奈 おおむら　さな

3 中央地区 長嶺 九十九館 3 斉藤　結夏 さいとう　ゆいな

4 中央地区 花陵 松空塾日吉 4 芹川　瞳子 せりかわ　とうこ

5 城北地区 合志 円空塾 5 若杉　逢花　 わかすぎ　あいか

7 中央地区 三和 静修会 6 浦田　花珠 うらた　かじゅ

7 中央地区 三和 静修会 7 上野　乃愛 うえの　のあ

7 中央地区 城西 静修会 8 浦田　結里愛 うらた　ゆりあ

7 中央地区 花陵 静修会 9 枝村　妃奈乃 えむら　ひなの

19 中央地区 九州学院 九州学院 10 松田　帆加 まつだ　ほのか

19 中央地区 九州学院 九州学院 11 古賀　理咲 こが　りさ

19 中央地区 九州学院 九州学院 12 後藤　璃乃 ごとう　りの

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 13 後藤　季良々 ごとう　きらら

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 14 江口　夏紀 えぐち　なつき

23 中央地区 武蔵 英道館合志 15 新谷　雛子 しんたに　ひなこ

25 城南地区 益城 秀心館 16 山尾　優希菜 やまお　ゆきな

26 城北地区 玉東 松空塾玉東 17 大隅　悠華 おおすみ　ゆうか

27 城北地区 西合志南 琉心館 18 髙森　美羽 たかもり　みう

29 城北地区 武蔵ケ丘 月心会 19 平坂　美貴 ひらさか　みき

37 城南地区 姫戸 琉翔館 20 松本　穂純 まつもと　ほずみ

37 城南地区 龍ヶ岳 琉翔館 21 片岡　迪瑠 かたおか　みちる

38 城南地区 水俣第二 空専塾水俣 22 高橋　真紀 たかはし　まき

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 23 木川　愛唯 きがわ　めい

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 24 新村　莉來 しんむら　りく

40 中央地区 花陵 海王塾坂田道場 25 城戸　くらら きど　くらら

42 中央地区 学園大付 学園大付 26 柳　　優月 やなぎ ゆづき

42 中央地区 学園大付 学園大付 27 松本　絢羽 まつもと あやね

44 城南地区 有明 有明空手クラブ 28 柴田　莉奈 しばた　りな

45 中央地区 桜木 武隆館 29 井上　明夏 いのうえ　はるか

47 城北地区 菊陽 志道塾 30 成松　凛音 なりまつりのん

10 城南地区 御所浦 覇道塾 31 濱本　春花 はまもとはるか

個人組手　1・2年生　女子



管理番号 地区名 学校名 所属先 参加人数 氏名
ふりがな

3 中央地区 長嶺 九十九館 1 前田　彩姫 まえだ　さき

3 中央地区 二岡 九十九館 2 峯　愛夏 みね　あいか

4 中央地区 日吉 松空塾日吉 3 吉迫　有希乃 よしざこ　ゆきの

5 城北地区 菊池南 円空塾 4 山中　紗夜 やまなか　さや

5 城北地区 合志 円空塾 5 笠井すみれ かさいすみれ

7 中央地区 力合 静修会 6 西田　花 にしだ　はな

14 城南地区 湯前 陽心館 7 石井　愛子 いしい　あいこ

14 城南地区 湯前 陽心館 8 多良木　姫愛来 たらぎ　きあら

16 城南地区 鏡 大真館 9 林田　麻矢 はやしだ　まや

16 城南地区 八代第一 大真館 10 水田　伊吹 みずた　いぶき

17 城南地区 大矢野 淳慎館 11 須﨑　愛那 すざき　あいな

17 城南地区 大矢野 淳慎館 12 森本　維 もりもと　ゆい

18 城南地区 八代第三 錬清会 13 清水　蘭愛 しみず　かなる

18 城南地区 八代第三 錬清会 14 松村　野乃郁 まつむら　ののか

18 城南地区 八代第三 錬清会 15 長谷川　摩蘭紀 はせがわ　みらの

18 城南地区 八代第三 錬清会 16 瀧本　来夢 たきもと　らいむ

19 中央地区 九州学院 九州学院 17 鶴田　菜々子 つるた　ななこ

19 中央地区 九州学院 九州学院 18 田渕　愛茉 たぶち　えま

19 中央地区 九州学院 九州学院 19 廣石　治乃 ひろいし　ちの

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 20 西嶌　千愛 にしじま　ゆきな

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 21 北山　有紗 きたやま　ありさ

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 22 加藤　朱音 かとう　あかね

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 23 戸﨑　春音 とざき　はのん

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 24 吉田　ひかり よしだ　ひかり

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 25 牧之瀨　保香 まきのせ　ほのか

21 中央地区 マリスト学園 マリスト学園 26 藤本　衣織 ふじもと　いおり

22 城北地区 泗水 真拳塾 27 荒木　理央奈 あらき　りおな

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 28 山田　璃瑚 やまだ　りこ

23 城北地区 合志楓の森 英道館合志 29 星子　みなみ ほしこ　みなみ

24 城北地区 合志楓の森 英道館合志 30 髙宮　幸奏 たかみや　ゆな

25 城南地区 益城 秀心塾 31 橋本　風花 はしもと　ふうか

25 城南地区 益城 秀心塾 32 荒森　愛聖 あらもり　あいせ

25 城南地区 益城 秀心塾 33 泉　央咲 いずみ　ちさ

25 城南地区 益城 秀心塾 34 芦原　優来 あしはら　ゆら

26 城北地区 玉東 松空塾玉東 35 藤本　ゆい ふじもと　ゆい

27 城北地区 西合志南 琉心館 36 髙森　咲希 たかもり　さき

35 城北地区 荒尾第三 誠心館玉名 37 西原　碧海 にしはら　あおみ

35 城北地区 岱明 誠心館玉名 38 黒田　萌夏 くろだ　もえか

35 城北地区 有明 誠心館玉名 39 德山　華 とくやま　はな

35 城北地区 有明 誠心館玉名 40 德山　唯 とくやま　ゆい

36 城北地区 大津北 大津北 41 新堀　妃織 しんぼり　ひおり

36 城北地区 大津北 大津北 42 竹ノ内　稔望 たけのうち　なるみ

37 城南地区 龍ヶ岳 琉翔館 43 浦中　天音 うらなか　あまね

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 44 山尾　彩碧 やまお　あみ

39 城南地区 佐敷 芦北海王塾 45 西田　千紘 にしだ　ちひろ

40 中央地区 花陵 海王塾坂田道場 46 城戸　れいな きど　れいな

45 中央地区 桜木 武隆館 47 本田　帆乃香 ほんだ　ほのか

46 中央地区 東野 武隆館 48 大西　真央 おおにし　まお

47 城北地区 阿蘇西原 志道塾 49 坂本　彩花 さかもとあやか

13 城南地区 八代第4 教道館 50 古閑　一夏 こが　いちか

個人組手　代表女子



管理番号 地区名 所属先 参加団体数 学校名 ふりがな

3 中央地区 九十九館 1 長嶺 ながみね

7 中央地区 静修会・坂田道場 2 花陵 かりょう

14 城南地区 陽心館 3 湯前 ゆのまえ

17 城南地区 淳慎館 4 大矢野 おおやの

18 城南地区 錬清会 5 八代第三 やつしろだいさん

19 中央地区 九州学院 6 九州学院 きゅうしゅうがくいん

21 中央地区 マリスト学園 7 マリスト学園 まりすとがくえん

23 城北地区 英道館合志 8 合志楓の森 こうしかえでのもり

25 城南地区 秀心塾 9 益城 ましき

35 城北地区 誠心館玉名 10 有明 ありあけ

36 城北地区 大津北 11 大津北 おおづきた

37 城南地区 琉翔館 12 龍ヶ岳 りゅうがたけ

39 城南地区 芦北海王塾 13 佐敷 さしき

42 中央地区 学園大付属 14 学園大付属 がくえんだいふぞく

団体組手　　女子


