
クラス

型団体初級 愛媛

金久 鈴々杏

金久 蓮

金久 華音

広島B

友井遼

高野慎士

松本玲偉

型団体上級 徳島北東あわじ

後藤星菜

後藤七翔

後藤優斗

型幼年 山田　このみ 兵庫中央 松下　希姫 岡山東

型小学1～2年男子初級 松下　蒼史 岡山東 阪本　晴勝 岡山東 平尾　法照 岡山東 高野　慎士 広島

型小学1～2年女子初級 桒島　百都 徳島西南 渡部　蘭 広島

型小学1～2年上級 山本　陸 高知 遠藤　滉太 徳島北東あわじ

型小学3～4年男子初級 友井　遼 広島 森　翔哉 高知 松本　睦生 岡山東 阪上　僚汰朗 兵庫中央

型小学3～4年男子上級 神尾　累 広島 鈴木　来飛 広島

型小学3～4年女子初級 中島　菜々子 岡山東 二木　和奏 岡山東 原田　麻央 滋賀中央 鳴戸　麗愛 広島

型小学3～4年女子上級 森　涼葉 高知

型小学5～6年男子初級 小林　己太郎 兵庫中央 菅原　塁 兵庫中央 松本　玲偉 広島 山田　快人 兵庫中央

型小学5～6年男子上級 角野　海斗 徳島西南 福本　裕貴 徳島西南 木本　海翔 広島 間正　健太 広島

型小学5～6年女子初級 佐々木　彩乃 徳島北東あわじ 伊東　好香 岡山東

型小学5～6年女子上級 松原　星愛 山口中央 正岡　実桜 大阪北

型中学・高校初級 山本　優香 高知 斎藤　新生 徳島西南

型中学・高校男子上級 手嶋　龍哉 福岡 手嶋　英士 福岡 後藤　優斗 徳島北東あわじ 正岡　和樹 大阪北

型中学・高校女子上級 田中　利奈 岡山東 野田　彩加 山口中央 福島　彩羽 徳島西南 木本　菜々美 広島

型一般初級 大谷　まどか 岡山東

型一般上級 三上　愛莉 愛媛

幼年（年少年中） 川畑　旬人 岡山東

幼年（年長） 遠藤　愛奈 徳島北東あわじ 野口　侑起 八万道場 藤川　晴登 至道会館 神先　快莉 徳島北東あわじ

小学1年男子 長菅　斗哉 長迫道場 大嶋　隆太郎 至道会館 楠目　爽介 高知 菅原　莉心 兵庫中央

小学1年女子 大塚　真生 徳島北東あわじ 久米　心怜 徳島西南

小学2年男子初級 金尾　瞬也 戦士會 林　慶人 香川中央 藤田　学 広島 二木　尊 岡山東

小学2年男子中級 渋田　和輝 福岡 塚川　龍人 広島

小学2年男子上級 辻岡　季也 高知 古屋　功太郎 香川中央

小学2年女子 桒島　百都 徳島西南 土屋　愛果 至道会館

小学3年男子初級 楠目　桃大 高知 八束　聡一郎 徳島西南

小学3年男子中級 渡部　龍雅 広島 北川　龍生 徳島北東あわじ 大西　瑚生 香川中央 小林　大悟 兵庫中央

小学3年男子上級 原内　心 香川中央 阪上　僚汰朗 兵庫中央

小学3・4年女子初級 原田　麻央 滋賀中央 山田　葉月 兵庫中央 二木　和奏 岡山東 佐藤　心梨優 徳島西南

小学4年男子初級 深川　雄清 空拳道忍会館 原田　稜久 滋賀中央 宮本　晃人 八万道場 新田　創士 岡山東

小学4年男子中級 桒島　十輝 徳島西南 中居　勇斗 広島 森田　智哉 大阪北 佐野峯　柊真 岡山市北

小学4年男子上級 古庄　正樹 広島 高橋　虎太郎 徳島西南 丹羽　大輔 徳島西南 松岡　賛侍 広島

小学3・4年女子上級 森　涼葉 高知 村重　沙羅 長迫道場

小学5年男子初級 矢野　隼士 空拳道忍会館 中村　仁望 高知

小学5年男子中級 中村　琉聖 岡山東 竹本　瀬七 空拳道忍会館 二木　倭 岡山東 土田　克駒 戦士會

小学5年男子上級 土山　恭矢 至道会館 村重　惺哉 長迫道場

小学5・6年女子初級 伊東　好香 岡山東 松家　和花 八万道場

小学6年男子初級・中級 佐藤　樹來 高知 楠目　海弥 高知 松本　玲偉 広島 杉元　亜聖仁 岡山東

小学6年男子上級 久保　涼 広島 後藤　七翔 徳島北東あわじ 間正　健太 広島 猪山　龍生 徳島北東あわじ

小学5・6年女子上級 井元　咲綾 山口中央 表原　彩女 徳島西南 繁永　怜美 至道会館 高橋　実玖 徳島西南

中学男子初級 濵辺　魁 岡山東 岡﨑　奎樹 広島 斎藤　新生 徳島西南 中平　翔大 高知

中学1年男子上級 手嶋　英士 福岡 田中　楓磨 戦士會 中島　健心 大阪北 竹本　悠晏 空拳道忍会館

中学2年男子上級 安井　大喜 岡山東 大橋　伊織 兵庫中央

中学3年男子上級 源内　琢未 岡山東 藤原　崚祐 広島

中学1年女子 野田　彩加 山口中央 田中　利奈 岡山東

中学2・3年女子 下久保　理彩 広島 河野　佳子 岡山東

高校男子 中田　裕陽 大阪神戸湾岸 三嶌　純太 香川中央

女子フルコンタクト 福岡　里緒 広島

女子セーフティ初級 山本　優香 高知

女子セーフティ上級 三嶌　利江 香川中央 中宮　悠 広島

壮年35～44歳初級 米井　聡 兵庫中央 本田　忠雅 兵庫中央

壮年45歳以上初級 山下　義昭 広島 佐野峯　武彦 岡山市北

壮年上級 澤田　潤 兵庫中央 田中　一臣 岡山東

一般男子中級 中居　陽司 広島

一般男子上級 大橋　主税 兵庫中央 古本　翔基 広島 有本　直矢 広島 古本　顕寛 広島

　

第３位

　

　

　 　

第8回全中国空手道交流大会

2016年5月29日　ジップアリーナ（岡山県総合グラウンド体育館）

優勝 準優勝

　 　

　

　

　

　　

　

　 　


