
ﾁﾊﾞ　ﾏｻﾄ ニシオカ　カイリ ヒノ　サクマ

千葉　聖斗 西岡　快莉 日野　朔雅
ｲﾏｷﾀ　ﾌｳｾｲ クラナカ　ソラ ヨシモト　ユウリ

今北　風晴 倉中星空 吉本　悠力
オクムラ　イッシン ヒノ　マサイチ ﾁﾊﾞ　ﾊﾙﾄ

奥村一真 日野　雅一 千葉　遥斗
フジタ　ケン オノ　シュラ シンモト　リョウヘイ

藤田　堅 小野　朱良 新元涼平
ﾑﾗｷ　ﾕｳﾀ クロカワ　ユウセイ クロカワ　コウセイ

村木　柚太 黒川　祐聖 黒川　功聖
ヨシイ　ソウタ ミヤケ　コウシ ヒキジ　ハルキ

吉井　創多 三宅　鴻志 引地　悠基
オカモト　テンマ モリトウ　ショウイチ イズミ　ガク

岡本　天真 森藤彰一 和泉　岳
オクジ　チハル ヤマウチ　カレン カナヤ　ユウカ

奥地千桜 山内袈蓮 金谷　柚宇香
ヨシハラ　ユユ

吉原　弓結
ツキモリ　アヤミ ｸﾆﾓﾄ　ｻｸﾗ イケダ　ミツキ

月守　彩心 国本　朔良 池田　美月
ニシオカ　ナナカ ホシノ　ソヨカ ハタナカ　サチ

西岡　七夏 星野　爽風 畑中　倖
ホリグチ　ニコ マツモト　チアキ

堀口　虹光 松本　千明
シバ　コウジロウ オクムラ　ショウマ ｷﾀﾔﾏ　ｾﾞﾝ

芝　宏二郎 奥村将真 北山　善
アカサキ　カイジ タカタ　セイノスケ ニシオカ　コハク

赤崎開次 髙田　成之介 西岡　虎珀
ソウダ　シシマル カキウチ　シュウシン カワノ　シュウタロウ

惣田　獅子丸 垣内　秀心 河野　柊太郎
シミズ　リキ タカタ　ユウイチロウ

清水　力 髙田　悠一郎
ヒラマツ　ハナ ミヤサト　キキ イイジマ　ハナ

平松　花菜 宮里　希喜 飯島　花菜
タナカ　カエ イノウエ　ミキ ｸﾆﾓﾄ　ｺﾕｷ

田中　花笑 井上　美紀 国本　小雪
ﾁﾊﾞ　ﾕｳｼﾞﾛｳ ウエダ　ヒロヨシ ワタリ　ソラツグ

千葉　裕次郎 上田　泰義 渡里空世
ヒロカワ　カリン

廣川　果鈴
ヤブイ　ユウヤ ニシザキ　タクロウ オチアイ　シンイチ

藪井　祐也 西﨑　拓郎 落合　真一
カワタ　ヤステル イシイ　ショウジ

川田　康照 石井　昌二

クボ　ヒデカズ ヤマニシ　レン コンドウ　カツヤ ナカイ　ショウタ

久保　英和 山西　練 近藤　勝矢 中井翔太
特別試合 オダ　ユキナ シマダ　サトミ モトムラ　アイカ タサキ　ユマ

全日本女子スマイルJAPAN 小田　幸奈 島田　慧巳 本村　愛花 田崎　佑麻

ｲﾏｷﾀ　ﾕｳｼﾝ オクムラ　ルイマ ヤマグチ　ソウタ

今北　勇心 奥村瑠位真 山口　蒼太
ハシムラ　ルイ フジタ　ジン ニシカワ　リク

端村　類 藤田　迅 西川　凌空
ﾏﾂｲ　ｲｯｼﾝ ナイトウ　アマネ ニシザキ　コウガ

松井　一心 内藤　天音 西﨑　巧雅
キタモト　ソウマ スズキ　コタロウ ワタナベ　タイセイ

北本颯真 鈴木　琥太郎 渡辺　泰成
ｴｸﾆ　ﾕｳﾏ ｲｼｶﾜ　ﾋﾛ コマツ　タイガ

江國　優眞 石川　陽路 小松　大雅
ｶﾈｺ　ﾕﾄｱ マナベ　ヨウイチ ハシムラ　レイ

金子　優心海 真鍋　洋一 端村　嶺
イトウ　ユウト キタオカ　ユウナ ナガサキ　リョウマ

伊藤　悠人 北岡　佑梛 長﨑　龍馬
シライシ　ライト ミヤサト　トシキ コマツ　シンペイ

白石　頼斗 宮里　寿希 小松　慎平
イノウエ　シュンスケ ニシムラ　ハルト タケウチ　シオン

井上　俊介 西村遼虎 武内　史臣
フクモリ　ハヤト イイジマ　ヒロト ニシクボ　ユウセイ

福森　隼人 飯島　大翔 西窪　佑成
ナイトウ　ヒビキ ヤマネ　リュウガ タナカ　ヨシト

内藤　響 山根　琉雅 田中　凱士
ｻｲﾄｳ　ｼｮｳﾀ ユミオカ　ヤマト カネトモ　ノア

齋藤　晶太 弓岡　大和 金友　希碧
ミヤサト　キソノ スエヒロ　キクノ

宮里　希奏乃 末廣　嬉久乃
ｲﾇﾌﾞｼ　ﾎﾉｶ オチ　ユア サイジョウ　アユミ

犬伏　穂佳 越智　由彩 西条　歩味
ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｽﾞｷ ムラサキ　ココミ オチアイ　アオ

原田　優月 村崎心美 落合　亜乙
ナイトウ　レンカ クボ　リミ

内藤　恋楓 久保　凛美
イケダ　コウジロウ オチアイ　カザン カトウ　リュウセイ

池田　幸次朗 落合　華山 加藤　琉世
フクバ　ナオタケ シンタニ　タケシ

福庭　尚武 新谷　武司
フジワラ　ヨシノリ

藤原　義則
オカムラ　ナオキ コバヤシ　イッペイ ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ

岡村　直樹 小林　一平 山本　大貴

優勝 準優勝 第３位 第４位

準優勝 第３位

小学６年生男子重量級の部

優勝

大阪なみはや 布施

大阪なみはや 布施

大阪なみはや 天満中崎

広島 東町

小学１年生男子の部

小学２年生男子の部

小学３年生男子の部

小学４年生男子の部

小学５年生男子の部

小学６年生男子軽量級の部

岡山東

広島 宝町

大阪なみはや 布施

広島 宝町

岡山西 大井

広島 中筋

広島 ゆめスタ

愛媛 伊台岡山東

広島 宝町

香川　 丸亀

大阪なみはや 布施

広島 可部広島 神辺

広島 中筋

岡山南 水島

高知 本部香美

川口

小学３年生女子の部

小学４年生女子の部

小学５年生女子の部

小学６年生女子の部

中学１年生男子軽量級の部 広島 五日市 大阪なみはや 天満中崎

小学２年生女子の部 大阪なみはや 天満中崎 大阪なみはや 天満中崎 広島

岡山西 大内

中学１年生男子重量級の部 大阪南 堺 愛媛 新居浜 高知 本部香美

防府

中学３年生男子重量級の部 広島 上安 愛媛 新居浜

中学２．３年生男子軽量級の部 広島 中山 広島 三原 山口

広島 西条中央

中山

中学生女子重量級の部 広島 横川 広島 中山 広島 横川

中学生女子軽量級の部 岡山西 大内 愛媛 松山 広島

壮年３５歳～４９歳の部 岡山西 美の浜 愛媛 伊台 山口 山口

一般女子の部 広島 五日市

中筋 広島 横川 広島 神辺

香川　 仏生山

優勝

幼年男女混合・初級の部 大阪なみはや 布施 大阪なみはや 天満中崎

愛媛 松山 山口 岩国

高校生男子の部 愛媛 新居浜 山口 小野田

岡山南 水島

幼年男女混合・中級の部 徳島 佐古本部 広島 東町 広島 呉焼山

伊台

小学２年生男子初・中級の部 広島 呉焼山 愛媛 松山 岡山南 倉敷

小学１年生男子初・中級の部 岡山南 水島 岡山南 倉敷 愛媛

上安

小学４年生男子初級の部 高知 桟橋 高知 本部香美 本部直轄 島根松江

小学３年生男子初級の部 岡山南 早島 広島 宝町 広島

西条中央

小学３年生男子中級の部 愛媛 西条 香川　 高松 徳島 佐古本部

小学４年生男子中級の部 愛媛

小学６年生男子中級の部 広島 五日市 愛媛 松山 広島

五日市

小学６年生男子初級の部 岡山南 倉敷 広島 ゆめスタ 広島 五日市

衣山 愛媛 松山 高知 桟橋

小学５年生男子中級の部 広島 中筋 広島 中山 愛媛 衣山

小学５年生男子初級の部 広島 ゆめスタ 広島 五日市 広島

小学３年生女子初・中級の部 徳島 佐古本部 広島 中山 徳島 佐古本部

小学１，２年生女子初・中級の部 愛媛 松山 広島 五日市

島根松江

小学５年生女子初級の部 岡山南 倉敷 広島 本郷

小学４年生女子初・中級の部 広島 五日市 広島 五日市 本部直轄

上安

壮年４０歳～４９歳、初・中級の部 本部直轄 島根松江 広島 宝町

中学生男子軽量、初・中級の部 本部直轄 島根松江 本部直轄 島根松江 広島

一般男子、初級の部 本部直轄 島根松江 広島 尾道 愛媛 衣山

壮年５０歳以上、初級の部 本部直轄 島根松江

第３回全中四国チャレンジカップ

一般男子の部 広島 三原 山口 小野田 山口 光

壮年５０歳以上の部 香川 本部 香川　 仏生山

第４回全中四国空手道選手権大会

北千住 広島 中山

大阪なみはや 天満中崎

平成30年7月15日
中区スポーツセンター

準優勝 第３位

広島 三原 本部直轄 神田 東京城東

高知 本部香美 広島 ゆめスタ 広島 上安

広島


