
管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

3 政友会 1 砂岡　志旺 すなおか　しおう

3 政友会 2 竹井　琥汰朗 たけい　こたろう

3 政友会 3 山本　雅士 やまもと　まさと

6 円空塾菊池 4 吉田　壮一 よしだ　そういち

11 拳友会 5 吉川　　慶 よしかわ　けい

15 錬清会 6 福田　悠人 ふくだ　ゆうしん

15 錬清会 7 杉本　敬一 すぎもと　けいいち

18 拓魂塾 8 出口　優駕 でぐち　ゆうが

18 拓魂塾 9 藤本　斗樹 ふじもと　とき

19 月心会北熊本 10 神山　進能介 こうやま　しんのすけ

20 琉心館 11 古里　知葵 ふるさと　ともき

21 大真館 12 橋本　蓮人 はしもと　れんと

27 隆心会喜空塾 13 島村　仁 しまむら　じん

33 武隆館 14 小林　璃空 こばやし　りく

33 武隆館 15 江嶋　航 えじま　わたる

34 拳撃塾熊本 16 野崎　健登 のざき　けんと

35 空心会出水道場 17 神酒大惺 みきたいせい

36 有明空手クラブ 18 西田　翔騎 にしだ　しょうき

38 芦北海王塾 19 田口　琥珀 たぐち　こはく

38 芦北海王塾 20 山科　昊平 やましな　こうへい

39 海王塾坂田道場 21 高三潴　龍輝 たかみずま　りゅうき

39 海王塾坂田道場 22 義間　豪勢 ぎま　ごうせい

40 躰心塾 23 石井 蒼也 いしい　そうや

40 躰心塾 24 石井 奏多 いしい　かなた

42 月心会熊本県本部 25 柳　一由 やなぎ　かずよし

個人形　1・2年生　男子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

2 陽心館 1 甲斐　陽久 かい　はるひさ

3 政友会 2 菊川　奏太 きくかわ　かなた

5 健空会 3 上村　尚之祐 うえむら　しょうのすけ

11 拳友会 4 善本　陽成 ぜんもと　ようせい

12 飛翔館 5 山本　紡久 やまもとつむぐ

12 飛翔館 6 伊藤　獅 いとう　れお

14 憲櫻塾 7 中村　悠翔 なかむら　はると

17 松空塾玉東 8 木下　海里 きのした　かいり

18 拓魂塾 9 荒木　寿麻 あらき　じゅま

20 琉心館 10 國武　太一 くにたけ　たいち

20 琉心館 11 肥後橋　零 ひごはし　れい

20 琉心館 12 伊藤　功晟 いとう　こうせい

20 琉心館 13 佐藤　昊心 さとう　こうしん

20 琉心館 14 古里　瑛大 ふるさと　えいと

21 大真館 15 佐々木　優 ささき　ゆう

21 大真館 16 木村　蒼太 きむら　そうた

21 大真館 17 嶌田　哲太 しまだ　てつた

25 真拳塾 18 田本　光輝 たもと　こうき

27 隆心会喜空塾 19 吉岡 瑞生 よしおか みずき

31 英道館合志 20 田中　琉晴 たなか　りゅうせい

33 武隆館 21 村山　直弥 むらやま　なおや

33 武隆館 22 岸川　嵐汰 きしがわ　あらた

33 武隆館 23 今村　晃輔 いまむら　こうすけ

34 拳撃塾熊本 24 西　桜志朗 にし　おうしろう

34 拳撃塾熊本 25 廣田　陽向斗 ひろた　ひなと

35 空心会出水道場 26 神酒怜心 みきれいしん

35 空心会出水道場 27 安達天眞 あだちてんま

39 海王塾坂田道場 28 白石　旭 しらいし　あさひ

42 月心会熊本県本部 29 上田　絆志朗 うえだ　はんしろう

42 月心会熊本県本部 30 興梠　縁 こうろき　えん

42 月心会熊本県本部 31 小倉　直登 おぐら　なおと

個人形　３・４年生　男子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

3 政友会 1 村田　嗣龍 むらた　しりゅう

3 政友会 2 前坂　航 まえさか　わたる

6 円空塾菊池 3 三角　俠太郎 みすみ　きょうたろう

6 円空塾菊池 4 平山　吏翔 ひらやま　りと

7 松空塾日吉 5 濱﨑　武 はまさき　たける

10 伝眞館道場 6 小野　寛太 おの　かんた

10 伝眞館道場 7 蓮田　煌士 はすだ　こうし

11 拳友会 8 川崎　遥平 かわさき　ようへい

12 飛翔館 9 鎌田　啓史 かまた　けいし

12 飛翔館 10 泊　武志 とまり　たけし

12 飛翔館 11 泊　武蔵 とまり　むさし

12 飛翔館 12 棟　彪斗 むなき　あやと

13 翔聡館 13 林田　創志 はやしだ　そうし

15 錬清会 14 福田　航大 ふくだ　こうだい

21 大真館 15 橋本　杏慈 はしもと　あんじ

21 大真館 16 穂先　栄昇 ほさき　えいしょう

27 隆心会喜空塾 17 米村 隆佑 よねむら りゅうすけ

27 隆心会喜空塾 18 島村　凪 しまむら　なぎ

27 隆心会喜空塾 19 豊田 真宗 とよだ　まさむね

28 秀心館 20 松田　虎白 まつだ　こはく

31 英道館合志 21 高村　羚羽 たかむら　りょうは

32 聖武館 22 入江　颯乃助 いりえ　りゅうのすけ

32 聖武館 23 白野　聖真 しらの　しょうま

33 武隆館 24 坂井　颯介 さかい　そうすけ

34 拳撃塾熊本 25 山野　大昇辰 やまの　ひろのしん

34 拳撃塾熊本 26 山野　宇由八 やまの　うゆは

35 空心会出水道場 27 山本　湊士 やまもと　みなと

36 有明空手クラブ 28 盛田　晄太郎 もりた　こうたろう

37 宇土修武館 29 野添　太陽 のぞえ　たいよう

38 芦北海王塾 30 松﨑　聖来 まつざき　せな

38 芦北海王塾 31 石井　晟 いしい　あきら

40 躰心塾 32 藤掛　結太 ふじかけ　ゆうた

41 志道塾 33 松﨑　太一 まつざき　たいち

42 月心会熊本県本部 34 本田　大晟 ほんだ　たいせい

個人形　5・6年生　男子



団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな 団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな 団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 吉澤　八映 よしざわ　やえ 1 田島　　旭 たしま　あさひ 1 石神　絵翔 いしがみ　かいと

2 佐藤　奈央 さとう　なお 2 林田　龍成 はやしだ　りゅうせい 2 恒松　竜乃介 つねまつ　りゅうのすけ

3 北　蘭暖 きた　かのん 3 吉田　　脩 よしだ　しゅう 3 桑原　優輝 くわはら　ゆうき

7 飯村　吏琥愛 いいむらりこあ 7 穴見　優成 あなみ　ゆうせい 7 荒木　勇磨 あらき　はゆま

8 田浦　陽愛 たのうら　ひな 8 椎葉　友喜 しいば　ともき 8 中島　崇来 なかしま　そら

9 前田　愛凛 まえだ　あいり 9 山口　煌基 やまぐち　こうき 9 松村　響 まつむら　ひびき

10 桑川  杏奈 くわかわあんな 10 高野　楓逢 たかの　ふうあ 10 平山　司 ひらやま　つかさ

11 伊德　翠晴 いとく　みはる 11 髙植　奏太 たかうえ　そうた 11 荒木　瑛斗 あらき　えいと

12 阪口　咲希 さかぐち　さき 12 杉本　百々果 すぎもと　ももか 12 木山　皇輝 きやま　こうき

13 隈部　慶 くまべ　けい 13 平野　果音 ひらの　かのん 13 クワチ　征義 くわち　せいぎ

14 富岡　光翔 とみおかるいと 14 尾上　瑠希 おのうえ　るき 14 岡本　進之助 おかもと　しんのすけ

15 古上　健 こがみ　たける 15 松村　凜加 まつむら　りんか 15 岡田　涼太郎 おかだ　りょうたろう

16 赤星　昂來 あかほしたから 16 山頭　倖大 やまがしら　こうだい 16 児玉　結音 こだま　ゆうと

17 富岡　翔空 とみおか　そら 17 橋本　喜心 はしもと　きしん 17 石井　湊 いしい　みなと

18 佐藤　虎心朗 さとうこじろう 18 野中　月愛 のなか　るあ 18 西田　卓平 にしだ　たっぺい

19 19 髙宮　智桔 たかみや　ともき 19 髙宮　奏一郎 たかみやそういちろう

20 20 荒木　巧海 あらき　たくみ 20 星子　知潤 ほしこ　ちひろ

21 21 高村　琉光 たかむら　りゅうひ 21 下村　大惺 しもむら　たいせい

22 22 佐藤　陽菜美 さとう　ひなみ 22 塩﨑　瑛仁 しおざき　あきと

23 23 黒塚　心晴 くろつか　こはる 23 上野　遥翔 うえの　はると

24 24 中川　紗良 なかがわ　さら 24 岡本　海勢 おかもと　かいせい

25 4 緒方　温大 おがた　はると 25 馬本　貫汰 まもと　かんた

26 5 古閑　脩太郎 こが　しゅうたろう 26 古上　樹 こがみ　たつき

27 6 栗山　祐太朗 くりやま　ゆうたろう 27 隈部　漣 くまべ　れん

28 25 小田　蓮大 おだ　れんだい 28 中山　龍河 なかやま　りゅうが

29 26 大村　真生樹 おおむら　まおき 29 川口　拓斗 かわぐち　たくと

30 27 今村　太耀 いまむら　たいよう 30 石井　瑛大 いしい　えいた

31 28 赤城　玲菜 あかぎ　れな 31 村上　拓真 むらかみ　たくま

32 29 江頭　禾惟 えがしら　かい 32 村上　樹 むらかみ　いつき

33 30 西田　琉徠 にしだ　りゅうき 33 古閑　千優 こが　ちひろ

34 31 野添　美空 のぞえ　みそら 34

35 32 内田　航太 うちだ　こうた 35

36 33 鹿川　結翔 しかがわ　ゆうと 36

37 34 德永　琉惟 とくなが　るい 37

38 35 白﨑　倖太 しらさき　こうた 38

39 36 橋口　周平 はしぐち　しゅうへい 39

40 37 隈部　莉彩 くまべ　りさ 40

41 38 古上　涼楓 こがみ　すずか 41

42 39 白石　夏帆 しらいし　かほ 42

43 40 田㞍　結羽 たじり　ゆうわ 43

44 41 戸髙　煌己 とだか　こうき 44

45 42 宮﨑　颯大 みやざき　そうだい 45

団体形　3・4年生　 団体形5・6年生　男子団体形　１・２年生　

1

2

3

4

5

11

12

13

14

6

7

8

9

10

拓魂塾

芦北海王塾A

芦北海王塾B

海王塾坂田道場A

海王塾坂田道場B

英道館合志B

8 聖武館

9 武隆館

1 円空塾菊池

2 憲櫻塾

3 錬清会

4 拓魂塾

5 大真館

6 英道館合志A

7

14 月心会熊本県本部

10 有明空手クラブ

11

12 芦北海王塾

陽心館

2 拓魂塾

1

3

6

9

12

13

英道館合志

7 武隆館

8 海王塾坂田道場

真拳塾

4 大津道場A

5 大津道場B

躰心塾

10 月心会熊本県本部

11

海王塾坂田道場 13

宇土修武館

14



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

6 円空塾菊池 1 三角　心乃花 みすみ　このは

7 松空塾日吉 2 後藤　彩巴 ごとう　さわ

9 教道館 3 吉坂　瑠結 よしざか　るい

11 拳友会 4 佐々木　杏 ささき　あん

11 拳友会 5 善本　和花 ぜんもと　わか

12 飛翔館 6 渡邉　純々椛 わたなべすずか

21 大真館 7 佐々木　智愛 ささき　ちえ

21 大真館 8 古閑　美晴 こが　みはる

31 英道館合志 9 池田　凜 いけだ　りん

31 英道館合志 10 児玉　絢星 こだま　あやせ

32 聖武館 11 白野　碧 しらの　あおい

33 武隆館 12 村山　綾 むらやま　あや

33 武隆館 13 今村　優希 いまむら　ゆうき

36 有明空手クラブ 14 江頭　虹南 えがしら　にな

36 有明空手クラブ 15 浦田　ゆりの うらた　ゆりの

37 宇土修武館 16 西田　和心 にしだ　わこ

38 芦北海王塾 17 田頭　瑠衣 たがしら　るい

39 海王塾坂田道場 18 森崎　愛麻 もりさき　えま

39 海王塾坂田道場 19 馬本　陽向 まもと　ひなた

42 月心会熊本県本部 20 村上　明希 むらかみ　あき

42 月心会熊本県本部 21 上田　初夏 うえだ　ういか

42 月心会熊本県本部 22 山田　結月 やまだ　ゆづき

個人形　1・2年生　女子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

7 松空塾日吉 1 芹川　京 せりかわ　みやこ

11 拳友会 2 佐々木　優 ささき　ゆう

11 拳友会 3 吉川　美優 よしかわ　みゆ

18 拓魂塾 4 後藤　光希 ごとう　みつき

21 大真館 5 假屋　南乃羽 かりや　なのは

25 真拳塾 6 下田　姫愛 しもだ　ひな

25 真拳塾 7 片山　琴菜 かたやま　ことな

27 隆心会喜空塾 8 米村 柚子喜 よねむら ゆずき

36 空心会出水道場 9 金井結梨 かないゆり

36 空心会出水道場 10 松尾汐莉杏 まつおゆりあ

36 有明空手クラブ 11 西田　美莉愛 にしだ　みりあ

36 有明空手クラブ 12 持田　美蘭 もちだ　みらん

37 宇土修武館 13 荒川　叶音 あらかわ　かのん

38 芦北海王塾 14 麦生田　百叶 むぎうだ　ももか

38 芦北海王塾 15 吉永　愛海 よしなが　あみ

39 海王塾坂田道場 16 義間　梨々香 ぎま　りりか

39 海王塾坂田道場 17 宮本　紗希 みやもと　さき

40 躰心塾 18 江﨑　千夏 えざき　ちなつ

42 月心会熊本県本部 19 坂田　好 さかた　このみ

42 月心会熊本県本部 20 萩尾　野乃佳 はぎお　ののか

42 月心会熊本県本部 21 境内　凪 さかいうち　なぎ

個人形　3・4年生　女子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

6 円空塾菊池 1 熊見　玲咲 くまみ　れいさ

7 松空塾日吉 2 吉田　あん よしだ　あん

11 拳友会 3 福島　梨愛 ふくしま　りな

14 憲櫻塾 4 穴見　優衣 あなみ　ゆい

14 憲櫻塾 5 橋本　恵奈 はしもと　えな

14 憲櫻塾 6 瓦川　日愛 かわらがわ　ぴあ

18 拓魂塾 7 北　桜歌 きた　おうか

18 拓魂塾 8 荒木　百花 あらき　ももか

18 拓魂塾 9 佐藤　舞依 さとう　まい

19 月心会北熊本 10 神山　雅泉 こうやま　ますみ

20 琉心館 11 伊藤　志織 いとう　しおり

21 大真館 12 野中　心愛 のなか　みあ

21 大真館 13 江嶋　彩乃 えじま　あやの

25 真拳塾 14 田本　凛花 たもと　りんか

27 隆心会喜空塾 15 内田 　莉緒 うちだ　りお

31 英道館合志 16 松本　夏鈴 まつもと　かりん

33 武隆館 17 村山　和香奈 むらやま　わかな

35 空心会出水道場 18 木村　舞優 きむら　まゆ

35 空心会出水道場 19 野島　瑞 のじま　みずき

35 空心会出水道場 20 神酒　愛来 みき　あいら

37 宇土修武館 21 山下　愛心 やました　あこ

38 芦北海王塾 22 田辺　眞子 たなべ　まこ

39 海王塾坂田道場 23 德永　夏莉菜 とくなが　かりな

39 海王塾坂田道場 24 城戸　せりな きど　せりな

40 躰心塾 25 鶴田　凛 つるた　りん

42 月心会熊本県本部 26 坂田　夕茉 さかた　ゆま

個人形　5・6年生　女子



団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 田代　栞那 たしろ　かんな

2 岩﨑　　律 いわさき　りつ

3 笠井　くるみ かさい　くるみ

4 田口　琴望 たぐち　ことみ

5 福田　唯加 ふくだ　ゆいか

6 桂下　碧 かつらした　あおい

7 竹口　真叶 たけぐち　まかな

8 上田　莉央奈 うえだ　りおな

9 宮本　笑子 みやもと　にこ

10 藪田　明美 やぶた　あけみ

11 宮本　弥那 みやもと　みな

12 大賀　心遥 おおが　こはる

13 山田　璃蘭 やまだ　りら

14 佐藤　未菜美 さとう　みなみ

15 児玉　七星 こだま　ななせ

16 古川　菜愛 ふるかわ　なな

17 光岡　咲羽 みつおか　さわ

18 奥山　紗希 おくやま　さき

19 米良　夏海 めら　なつみ

20 田浦　心愛 たのうら　ここあ

21 田浦　月愛 たのうら　つきな

22 中嶋　美樹 なかしま　みき

23 乙津　蘭 おつ　らん

24 田㞍　沙紋 たじり　さあや

25

26

27

団体形5・6年生　女子

1 円空塾菊池

2 教道館

錬清会

4 真拳塾

3

英道館合志

6 武隆館

5

芦北海王塾

8 月心会熊本県本部

7

9



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 覇道塾 1 尾﨑　晴琉 おざき　はる

1 覇道塾 2 友村　哉翔 ともむら　かなと

2 陽心館 3 恒松　晴翔 つねまつ　はると

2 陽心館 4 米良　王嵐 めら　おうら

3 政友会 5 砂岡　志旺 すなおか　しおう

3 政友会 6 竹井　琥汰朗 たけい　こたろう

3 政友会 7 山本　雅士 やまもと　まさと

4 静修会 8 西 諒真 にし りょうま

4 静修会 9 内田 陽翔 うちだ たくと

4 静修会 10 山本 大剛 やまもと　 だいごう

4 静修会 11 濵名 晃大 はまな みお

6 円空塾菊池 12 吉田　壮一 よしだ　そういち

9 教道館 13 髙岡　柊奏 たかおか　しおん

11 拳友会 14 吉川　　慶 よしかわ　けい

12 飛翔館 15 鎌田　悠史 かまたゆうし

15 錬清会 16 福田　悠人 ふくだ　ゆうしん

15 錬清会 17 杉本　敬一 すぎもと　けいいち

18 拓魂塾 18 出口　優駕 でぐち　ゆうが

18 拓魂塾 19 藤本　斗樹 ふじもと　とき

19 月心会北熊本 20 神山　進能介 こうやま　しんのすけ

20 琉心館 21 古里　知葵 ふるさと　ともき

20 琉心館 22 木本　光軌 きもと　みつき

21 大真館 23 橋本　蓮人 はしもと　れんと

22 禮武館 24 瀧　陽斗 たき　はると

23 獅勇館 25 末藤　創 すえふじ　はじめ

24 淳慎館 26 池田　旭生 いけだ　あさき

24 淳慎館 27 山河　碧大 やまかわ　あおた

25 真拳塾 28 安岡　元太 やすおか　げんた

26 大津道場 29 宇野　榛馬 うの　はるま

28 秀心塾 30 猪熊　莉斗 いのくま　りと

28 秀心塾 31 田口　学 たぐち　がく

28 秀心塾 32 中野　成梛 なかの　せな

29 糸東会阿蘇道場 33 森﨑　颯 もりさき　はやて

29 糸東会阿蘇道場 34 中原　遙眞 なかはら　はるま

29 糸東会阿蘇道場 35 小西　一晴 こにし　かずはる

30 琉翔館 36 堀江　蒼太 ほりえ　そうた

30 琉翔館 37 田口　陽暉 たぐち　はるき

30 琉翔館 38 畑中　唯良 はたなか　ゆら

33 武隆館 39 小林　璃空 こばやし　りく

33 武隆館 40 江嶋　航 えじま　わたる

33 武隆館 41 福田　士起 ふくだ　しき

35 空心会出水道場 42 神酒大惺 みきたいせい

37 有明空手クラブ 43 西田　翔騎 にしだ　しょうき

37 宇土修武館 44 牧本　海聖 まきもと　かいせい

38 芦北海王塾 45 田口　琥珀 たぐち　こはく

38 芦北海王塾 46 山科　昊平 やましな　こうへい

39 海王塾坂田道場 47 高三潴　龍輝 たかみずま　りゅうき

39 海王塾坂田道場 48 義間　豪勢 ぎま　ごうせい

39 海王塾坂田道場 49 工藤　丈 くどう　じょう

40 躰心塾 50 石井 蒼也 いしい　そうや

40 躰心塾 51 石井 奏多 いしい　かなた

41 志道塾 52 矢野　天 やの　そら

42 月心会熊本県本部 53 橋本　大和 はしもと　やまと

42 月心会熊本県本部 54 柳　一由 やなぎ　かずよし

42 月心会熊本県本部 55 江藤　獅恩 えとう　しおん

個人組手　1・2年生　男子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

2 陽心館 1 中田　剛瑠 なかた　たける

4 静修会 2 枝村 龍 えむら りょう

4 静修会 3 浦田 竣斗 うらた しゅんと

4 静修会 4 浦田 琉生 うらた るい

5 健空会 5 上村　尚之祐 うえむら　しょうのすけ

11 拳友会 6 善本　陽成 ぜんもと　ようせい

12 飛翔館 7 山本　紡久 やまもとつむぐ

12 飛翔館 8 伊藤　獅 いとう　れお

13 翔聡館 9 沼田　虎太郎 ぬまた　こたろう

14 憲櫻塾 10 中村　悠翔 なかむら　はると

15 錬清会 11 髙植　奏太 たかうえ　そうた

18 拓魂塾 12 荒木　寿麻 あらき　じゅま

18 拓魂塾 13 三村　柑太 みむら　かんた

18 拓魂塾 14 三村　銀蔵 みむら　ぎんぞう

20 琉心館 15 國武　太一 くにたけ　たいち

20 琉心館 16 中川　翔誠 なかがわ　しょうせい

20 琉心館 17 肥後橋　零 ひごはし　れい

22 大真館 18 佐々木　優 ささき　ゆう

22 大真館 19 木村　蒼太 きむら　そうた

23 獅勇館 20 末藤　陽 すえふじ　ひなた

25 真拳塾 21 中尾　律騎 なかお　りつき

25 真拳塾 22 佐藤　優青 さとう　ゆうせい

25 真拳塾 23 東　蒼生 ひがし　あおい

26 大津道場 24 佐藤　丈琉 さとう　たける

26 大津道場 25 市原　光琉 いちはら　ひかり

28 秀心塾 26 小野　新天 おの　あらたか

28 秀心塾 27 千原　光 ちはら　ひかる

28 秀心塾 28 千原　拓 ちはら　たくみ

29 糸東会阿蘇道場 29 江上　寛太 えがみ　かんた

30 琉翔館 30 田中　夏輝 たなか　なつき

30 琉翔館 31 寺中　煌月 てらなか　こうが

30 琉翔館 32 畑中　雄喜 はたなか　ゆうき

31 英道館合志 33 田中　琉晴 たなか　りゅうせい

33 武隆館 34 村山　直弥 むらやま　なおや

33 武隆館 35 岸川　嵐汰 きしがわ　あらた

33 武隆館 36 今村　晃輔 いまむら　こうすけ

34 拳撃塾熊本 37 西　桜志朗 にし　おうしろう

34 拳撃塾熊本 38 廣田　陽向斗 ひろた　ひなと

35 空心会出水道場 39 神酒怜心 みきれいしん

35 空心会出水道場 40 安達天眞 あだちてんま

39 海王塾坂田道場 41 白石　旭 しらいし　あさひ

40 躰心塾 42 田中海音 たなか　かいと

41 志道塾 43 坂本　幸大 さかもと　こうだい

41 志道塾 44 成松　昊音 なりまつ　そらと

42 月心会熊本県本部 45 上田　絆志朗 うえだ　はんしろう

42 月心会熊本県本部 46 戸髙　煌己 とだか　こうき

42 月心会熊本県本部 47 江藤　蒼恭 えとうそうすけ

個人組手　３・4年生　男子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

3 政友会 1 村田　嗣龍 むらた　しりゅう

3 政友会 2 前坂　航 まえさか　わたる

4 静修会 3 佐藤 旬 さとう しゅん

4 静修会 4 上山 涼 かみやま りょう

4 静修会 5 内田 晃聖 うちだ こうせい

4 静修会 6 森山 大馳 もりやま だいち

4 静修会 7 岩﨑　翔吾　 いわさき　とあ

6 円空塾菊池 8 三角　俠太郎 みすみ　きょうたろう

6 円空塾菊池 9 平山　吏翔 ひらやま　りと

7 松空塾日吉 10 濱﨑　武 はまさき　たける

8 九十九館 11 田島　煌真 たしま　こうま

8 九十九館 12 山代　賢人 やましろ　けんと

8 九十九館 13 前田　朔良 まえだ　さくら

10 伝眞館 14 角田　和 つのだ　かん

11 拳友会 15 野中　悠伍 のなか　ゆうご

11 拳友会 16 川崎　遥平 かわさき　ようへい

12 飛翔館 17 鎌田　啓史 かまた　けいし

12 飛翔館 18 泊　武志 とまり　たけし

12 飛翔館 19 泊　武蔵 とまり　むさし

12 飛翔館 20 棟　彪斗 むなき　あやと

13 翔聡館 21 柴原　斗真 しばはら　とうま

13 翔聡館 22 塩﨑　煌大 しおさき　こうだい

13 翔聡館 23 林田　創志 はやしだ　そうし

15 錬清会 24 福田　航大 ふくだ　こうだい

16 坂田道場 25 中島　大雄 なかしま　たお

22 大真館 26 橋本　杏慈 はしもと　あんじ

22 大真館 27 穂先　栄昇 ほさき　えいしょう

23 獅勇館 28 髙橋　謙心 たかはし　けんしん

23 獅勇館 29 田中　逢輝 たなか　あいき

25 真拳塾 30 東　涼太 ひがし　りょうた

25 真拳塾 31 赤星　武 あかほし　たける

26 大津道場 32 市原　佑月 いちはら　ゆづき

29 糸東会阿蘇道場 33 竹原　潤也 たけはら　　じゅんや

29 糸東会阿蘇道場 34 大津　篤熙 おおつ　あつき

29 糸東会阿蘇道場 35 春山　大空 はるやま　そら

29 糸東会阿蘇道場 36 井芹　翼 いせり　つばさ

29 糸東会阿蘇道場 37 丸野　颯大 まるの　そうた

30 琉翔館 38 久保　一心 くぼ　いっしん

30 琉翔館 39 池田　陽向 いけだ　ひなた

31 英道館合志 40 高村　羚羽 たかむら　りょうは

32 聖武館 41 白野　聖真 しらの　しょうま

33 武隆館 42 坂井　颯介 さかい　そうすけ

34 拳撃塾熊本 43 山野　大昇辰 やまの　ひろのしん

34 拳撃塾熊本 44 山野　宇由八 やまの　うゆは

35 空心会出水道場 45 山本　湊士 やまもと　みなと

36 有明空手クラブ 46 盛田　晄太郎 もりた　こうたろう

37 宇土修武館 47 野添　太陽 のぞえ　たいよう

37 宇土修武館 48 中村　一斗 なかむら　いっと

38 芦北海王塾 49 松﨑　聖来 まつざき　せな

38 芦北海王塾 50 石井　晟 いしい　あきら

39 海王塾坂田道場 51 德永　龍志 とくなが　りゅうし

41 志道塾 52 矢野　斗和 やの　とわ

41 志道塾 53 西本　悠希大 にしもと　ゆきと

41 志道塾 54 松﨑　太一 まつざき　たいち

41 志道塾 55 豊住　拓聖 とよずみ　たくと

41 志道塾 56 田中　勝真 たなか　しょうま

42 月心会熊本県本部 57 本田　大晟 ほんだ　たいせい

58

59

60

61

62

63

個人組手　5・6年生　男子



団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな 団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな 団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 角田　一心 つのだ　いっしん 1 林田　龍成 はやしだ　りゅうせい 1 石神　絵翔 いしがみ　かいと

2 上村　慎 うえむら　しん 2 田島　　旭 たしま　あさひ 2 恒松　竜乃介 つねまつ　りゅうのすけ

3 野尻　蓮翔 のじり　れんと 3 吉田　　脩 よしだ　しゅう 3 桑原　優輝 くわはら　ゆうき

4 藤井　大翔 ふじい　ひろと 4 髙田　和斗 たかた　かずと 4 長松 蓮 ながまつ れん

5 桑田　由翔 くわた　ゆいと 5 桂下　琥煌 かつらした　こうき 5 村上 昂滉 むらかみ たかひろ

6 大矢　煌斗 おおや　らいと 6 6 尾藤 魁虎 びとう かいと

7 隈部　慶 くまべ　けい 7 穴見　優成 あなみ　ゆうせい 7 小野　寛太 おの　かんた

8 富岡　光翔 とみおかるいと 8 椎葉　友喜 しいば　ともき 8 蓮田　煌士 はすだ　こうし

9 古上　健 こがみ　たける 9 山口　煌基 やまぐち　こうき 9 松藤　聖也 まつふじ　せいや

10 赤星　昂來 あかほしたから 10 伊藤　功晟 いとう　こうせい 10 木下　蓮士 きのした　れんじ

11 富岡　翔空 とみおか　そら 11 佐藤　昊心 さとう　こうしん 11 森　一剛 もり　くにたか

12 佐藤　虎心朗 さとうこじろう 12 古里　瑛大 ふるさと　えいと 12 外田　昇太郎 ほかだ　しょうたろう

13 13 橋本　喜心 はしもと　きしん 13 荒木　勇磨 あらき　はゆま

14 14 嶌田　哲太 しまだ　てつた 14 中島　崇来 なかしま　そら

15 15 山頭　倖大 やまがしら　こうだい 15 松村　響 まつむら　ひびき

16 16 森永　流心 もりなが　りゅうしん 16 平山　司 ひらやま　つかさ

17 17 荒木　瑳久 あらき　さく 17 木山　皇輝 きやま　こうき

18 18 有田　海翔 ありた　かいと 18 荒木　瑛斗 あらき　えいと

19 19 芦原　陽真 あしはら　はるま 19 クワチ　征義 くわち　せいぎ

20 20 篠原　奏真 しのはら　そうま 20 岡本　進之助 おかもと　しんのすけ

21 21 上村　脩翔 うえむら　ゆう 21 岡田　涼太郎 おかだ　りょうたろう

22 22 髙宮　智桔 たかみや　ともき 22 児玉　結音 こだま　ゆうと

23 23 荒木　巧海 あらき　たくみ 23 石井　湊 いしい　みなと

24 24 高村　琉光 たかむら　りゅうひ 24 西田　卓平 にしだ　たっぺい

25 25 小田　蓮大 おだ　れんだい 25 松田　虎白 まつだ　こはく

26 26 大村　真生樹 おおむら　まおき 26 本田　和夢偉 ほんだ　かむい

27 27 今村　太耀 いまむら　たいよう 27 高沢　颯太 たかさわ　そうた

28 28 江頭　禾惟 えがしら　かい 28 髙宮　奏一郎 たかみや　そういちろう

29 29 西田　琉徠 にしだ　りゅうき 29 星子　知潤 ほしこ　ちひろ

30 30 30 下村　大惺 しもむら　たいせい

31 31 黒木　一盛 くろき　いっせい 31 塩﨑　瑛仁 しおざき　あきと

32 32 内田　航太 うちだ　こうた 32 上野　遥翔 うえの　はると

33 33 牧本　偉楓 まきもと　いぶき 33 岡本　海勢 おかもと　かいせい

34 34 德永　琉惟 とくなが　るい 34 馬本　貫汰 まもと　かんた

35 35 白﨑　倖太 しらさき　こうた 35 古上　樹 こがみ　たつき

36 36 橋口　周平 はしぐち　しゅうへい 36 隈部　漣 くまべ　れん

37 37 宮﨑　颯大 みやざき　そうだい 37 中山　龍河 なかやま　りゅうが

38 38 興梠　縁 こうろき　えん 38 川口　拓斗 かわぐち　たくと

39 39 小倉　直登 おぐら　なおと 39 石井　瑛大 いしい　えいた

40 40 40 村上　拓真 むらかみ　たくま

41 41 41 村上　樹 むらかみ　いつき

42 42 42 古閑　千優 こが　ちひろ

団体組手　１・２年生　男子 団体組手　3・4年生　男子 団体組手5・6年生　男子

1 秀心塾 1 円空塾菊池 1 陽心館

2 芦北海王塾 2 教道館 2 静修会

伝眞館

4 海王塾坂田道場B 4 琉心館 4 松空塾玉東

3 海王塾坂田道場A 3 憲櫻塾 3

拓魂塾

6 6 真拳塾 6 真拳塾

5 5 大真館 5

大津道場A

8 8 英道館合志 8 大津道場B

7 7 秀心塾 7

秀心塾

10 10 有明空手クラブ 10 英道館合志

9 9 武隆館 9

武隆館

12 12 芦北海王塾 12 海王塾坂田道場

11 11 宇土修武館 11

躰心塾

14 14 14 月心会熊本県本部

13 13 月心会熊本県本部 13



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

4 静修会 1 佐藤 天音 さとう あまね

4 静修会 2 川上　 絆 かわかみ　きずな

6 円空塾菊池 3 三角　心乃花 みすみ　このは

7 松空塾日吉 4 後藤　彩巴 ごとう　さわ

9 教道館 5 吉坂　瑠結 よしざか　るい

11 拳友会 6 佐々木　杏 ささき　あん

11 拳友会 7 善本　和花 ぜんもと　わか

12 飛翔館 8 渡邉　純々椛 わたなべすずか

21 大真館 9 佐々木　智愛 ささき　ちえ

21 大真館 10 古閑　美晴 こが　みはる

25 真拳塾 11 木山　結心 きやま　ゆい

26 大津道場 12 蔵森　愛紗 くらもり　あいさ

28 秀心塾 13 小野　葵葉 おの　あおば

28 秀心塾 14 波瀬山　菜月 はせやま　なつき

31 英道館合志 15 池田　凜 いけだ　りん

31 英道館合志 16 児玉　絢星 こだま　あやせ

33 武隆館 17 村山　綾 むらやま　あや

33 武隆館 18 今村　優希 いまむら　ゆうき

33 武隆館 19 木下　陽南望 きのした　ひなの

38 芦北海王塾 20 田頭　瑠衣 たがしら　るい

39 海王塾坂田道場 21 森崎　愛麻 もりさき　えま

39 海王塾坂田道場 22 馬本　陽向 まもと　ひなた

42 月心会熊本県本部 23 村上　明希 むらかみ　あき

42 月心会熊本県本部 24 上田　初夏 うえだ　ういか

42 月心会熊本県本部 25 山田　結月 やまだ　ゆづき

個人組手　1・2年生　女子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 覇道塾 1 尾﨑　琉凪 おざき　るな

2 陽心館 2 石神　絵愛 いしがみ　えめ

4 静修会 3 浦田 愛乃音 うらた あのん

4 静修会 4 鶴田 さや つるた さや

4 静修会 5 濵名 栞希 はまな かのん

4 静修会 6 内田 絢心 うちだ あやね

7 松空塾日吉 7 芹川　京 せりかわ　みやこ

11 拳友会 8 佐々木　優 ささき　ゆう

11 拳友会 9 吉川　美優 よしかわ　みゆ

15 錬清会 10 高野　楓逢 たかの　ふうあ

15 錬清会 11 杉本　百々果 すぎもと　ももか

16 坂田道場 12 中島　みお なかしま　みお

18 拓魂塾 13 平野　果音 ひらの　かのん

21 大真館 15 假屋　南乃羽 かりや　なのは

21 大真館 16 野中　月愛 のなか　るあ

24 淳慎館 17 森本　和 もりもと　なこ

26 大津道場 18 クワチ　真凛 くわち　まりん

28 秀心塾 19 波瀬山　優月 はせやま　ゆづき

29 糸東会阿蘇道場 20 畑本　羽菜 はたもと　はな

29 糸東会阿蘇道場 21 島田　碧音 しまだ　あいね

35 空心会出水道場 22 金井結梨 かないゆり

35 空心会出水道場 23 松尾汐莉杏 まつおゆりあ

37 宇土修武館 24 野添　美空 のぞえ　みそら

37 宇土修武館 25 荒川　叶音 あらかわ　かのん

38 芦北海王塾 26 麦生田　百叶 むぎうだ　ももか

38 芦北海王塾 27 吉永　愛海 よしなが　あみ

39 海王塾坂田道場 28 義間　梨々香 ぎま　りりか

39 海王塾坂田道場 29 宮本　紗希 みやもと　さき

40 躰心塾 30 江﨑　千夏 えざき　ちなつ

41 志道塾 31 西本　優里 にしもと　ゆり

42 月心会熊本県本部 32 坂田　好 さかた　このみ

42 月心会熊本県本部 33 田㞍　結羽 たじり　ゆうわ

42 月心会熊本県本部 34 萩尾　野乃佳 はぎお　ののか

42 月心会熊本県本部 35 境内　凪 さかいうち　なぎ

個人組手　３・４年生　女子



管理番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

4 静修会 1 枝村 百夏 えむら ももか

4 静修会 2 浦田 愛玲菜 うらた えれな

6 円空塾菊池 3 熊見　玲咲 くまみ　れいさ

8 九十九館 4 森　玲穏 もり　れおん

11 拳友会 5 福島　梨愛 ふくしま　りな

14 憲櫻塾 6 穴見　優衣 あなみ　ゆい

14 憲櫻塾 7 橋本　恵奈 はしもと　えな

14 憲櫻塾 8 瓦川　日愛 かわらがわ　ぴあ

18 拓魂塾 9 北　桜歌 きた　おうか

19 月心会北熊本 10 神山　雅泉 こうやま　ますみ

20 琉心館 11 伊藤　志織 いとう　しおり

21 大真館 12 野中　心愛 のなか　みあ

21 大真館 13 江嶋　彩乃 えじま　あやの

29 糸東会阿蘇道場 14 島田　千温 しまだ　ちはる

29 糸東会阿蘇道場 15 渡邊　椛音 わたなべ　かのん

30 琉翔館 16 浦中　妃咲希 うらなか　ひさき

31 英道館合志 17 松本　夏鈴 まつもと　かりん

33 武隆館 18 村山　和香奈 むらやま　わかな

35 空心会出水道場 19 木村　舞優 きむら　まゆ

35 空心会出水道場 20 野島　瑞 のじま　みずき

35 空心会出水道場 21 神酒　愛来 みき　あいら

38 芦北海王塾 22 田辺　眞子 たなべ　まこ

39 海王塾坂田道場 23 德永　夏莉菜 とくなが　かりな

39 海王塾坂田道場 24 城戸　せりな きど　せりな

40 躰心塾 25 鶴田　凛 つるた　りん

40 躰心塾 26 田中桃花 たなか　ももか

41 志道塾 27 田中　咲姫 たなか　さき

41 志道塾 28 森　永遠 もり　とあ

42 月心会熊本県本部 29 坂田　夕茉 さかた　ゆま

個人組手　５・６年生　女子



団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな 団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな 団体番号 所属先 参加人数 氏名 ふりがな

1 吉澤　八映 よしざわ　やえ 1 植松　栞菜 うえまつ　かんな 1 田代　栞那 たしろ　かんな

2 佐藤　奈央 さとう　なお 2 福田　梨瑚 ふくだ　りこ 2 岩﨑　　律 いわさき　りつ

3 北　蘭暖 きた　かのん 3 堀川　花優 ほりかわ　みゆう 3 笠井　くるみ かさい　くるみ

4 奥村　倫那 おくむら　りーな 4 後藤　光希 ごとう　みつき 4 田口　琴望 たぐち　ことみ

5 北里　瑠希 きたざと　るの 5 尾上　瑠希 おのうえ　るき 5 福田　唯加 ふくだ　ゆいか

6 一丸　綾 いちまる　りん 6 松村　凜加 まつむら　りんか 6 桂下　碧 かつらした　あおい

7 江頭　虹南 えがしら　にな 7 中川　心優 なかがわ　みゆ 7 竹口　真叶 たけぐち　まかな

8 浦田　ゆりの うらた　ゆりの 8 一丸　奏 いちまる　かな 8 上田　莉央奈 うえだ　りおな

9 9 岩永　菜南子 いわなが　ななこ 9 宮本　笑子 みやもと　にこ

10 飯村　吏琥愛 いいむら　りこあ 10 佐藤　陽菜美 さとう　ひなみ 10 藪田　明美 やぶた　あけみ

11 田浦　陽愛 たのうら　ひな 11 黒塚　心晴 くろつか　こはる 11 宮本　弥那 みやもと　みな

12 桑川  杏奈 くわかわ　あんな 12 中川　紗良 なかがわ　さら 12 大賀　心遥 おおが　こはる

13 伊德　翠晴 いとく　みはる 13 西田　美莉愛 にしだ　みりあ 13 山田　璃蘭 やまだ　りら

14 阪口　咲希 さかぐち　さき 14 赤城　玲菜 あかぎ　れな 14 佐藤　未菜美 さとう　みなみ

15 前田　愛凛 まえだ　あいり 15 持田　美蘭 もちだ　みらん 15 児玉　七星 こだま　ななせ

16 16 隈部　莉彩 くまべ　りさ 16 古川　菜愛 ふるかわ　なな

17 17 古上　涼楓 こがみ　すずか 17 光岡　咲羽 みつおか　さわ

18 18 白石　夏帆 しらいし　かほ 18 奥山　紗希 おくやま　さき

19 19 19 米良　夏海 めら　なつみ

20 20 20 田浦　心愛 たのうら　ここあ

21 21 21 田浦　月愛 たのうら　つきな

22 22 22 中嶋　美樹 なかしま　みき

23 23 23 乙津　蘭 おつ　らん

24 24 24 田㞍　沙紋 たじり　さあや

25 25 25

26 26 26

27 27 27

2 秀心塾 2 拓魂塾 2 教道館

3 有明空手クラブ

団体組手　3・4年生　女子 団体組手5・6年生　女子

1 教道館 1 円空塾菊池

団体組手　１・２年生　女子

1 拓魂塾

3 秀心塾 3 錬清会

4 芦北海王塾A 4 英道館合志 4 真拳塾

英道館合志

6 6 海王塾坂田道場 6 武隆館

5 芦北海王塾B 5 有明空手クラブ 5

芦北海王塾

8 8 8 月心会熊本県本部

7 7 7

9 9 9


