
全中四国チャレンジカップ　幼年（初・中級）の部　 9名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学1年生男子（初中級）の部　11名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学2年生男子（初級）の部　8名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学２年生男子（中級）の部　 4名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学1.２年生女子（初級）の部　4名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国空手道選手権大会　幼年の部　2名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒）

D43
38 ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ

山口宇部 17.0 キロ 110

106 ㎝ 無 級宮里　一希

㎝ 10 級福田　快叶

前谷　愛佳

37
ﾐﾔｻﾄ ｲﾁｷ

愛媛中央坊ちゃん 15.5 キロ

19.9 キロ 115 ㎝ 10 級

D41
佐々木　楽

D31 3決36 ﾏｴﾀﾆ ｱｲｶ
広島西条中央

20.0 キロ 120 ㎝ 無 級

級峰見　佳桜
D42

35 ｻｻｷ ﾗｸ
広島宝町

広島横川 20.0 キロ 115 ㎝ 10

㎝ 10 級行譜　穂乃果
D30

34 ﾐﾈﾐ ｶﾉﾝ

33 ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾎﾉｶ
広島八本松 19.2 キロ 115

3決32 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳ
愛媛中央西条 21.60 キロ 118

㎝ 8 級 D37
浦谷　穣

D29
㎝ 7 級松本　葉羽

級勝田　湊士
D38

31 ｳﾗﾀﾆ ｼﾞｮｳ
広島三原東町 26.60 キロ 124.5

広島本郷 28.50 キロ 128 ㎝ 8

㎝ 8 級髙木　陽斗
D28

30 ｶﾂﾀﾞ ﾐﾅﾄ

29 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾄ
愛媛中央西条 24.30 キロ 125

28 ﾆｲﾑﾗ ﾚﾝﾀ
愛媛中央松山 23.60 キロ 122

新村　蓮太

126 ㎝ 無 級兒玉　空大
D20

㎝ 9 級

D35

飯田　篤志
D27 3決27 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀ

広島三原 23.00 キロ

D19
26 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ

広島五日市 37.00 キロ 129 ㎝ 10 級

キロ 127 ㎝ 10 級川本　大輝

㎝ 10 級峰見　龍生
D36

25 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
広島長楽寺 25.00

級河野　竜征
D18

24 ﾐﾈﾐ ﾘｭｳｾｲ
広島横川 22.00 キロ 124

D26
23 ｺｳﾉ ﾘｭｳｾｲ

愛媛中央西条 19.00 キロ 115 ㎝ 10

22 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾘ
山口宇部 26.50 キロ河村　悠璃

123 ㎝ 9 級谷前　遥琉
D17

125.5 ㎝ 10 級

21 ﾀﾆﾏｴ ﾊﾙ
広島松永 23.20 キロ

キロ 120 ㎝ 7 級柴田　凌誠

級
D24

山下　武留
D12 3決20 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｾｲ

広島神辺 22.5

岡山西笠岡 20.0 キロ 111 ㎝ 無

㎝ 無 級河野　誠
D4

19 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾙ

級三宅　新太
D16

18 ｺｳﾉ ﾏｺﾄ
広島ゆめスタジオ 20.3 キロ 115

D11
17 ﾐﾔｹ ｱﾗﾀ

岡山南水島 19.0 キロ 111 ㎝ 無

キロ 110 ㎝ 10 級豊田　蓮馬

佐藤　悠馬

16 ﾄﾖﾀ ﾚﾝﾏ
広島ゆめスタジオ 18.0

D2515 ｻﾄｳ ﾊﾙﾏ
岡山西笠岡 33.0 キロ 128 ㎝ 無 級

㎝ 無 級山本　一翔
D10

級兒玉　岳大
D3

14 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄ
広島長楽寺 25.0 キロ 125

広島三原 26.0 キロ 125 ㎝ 無

㎝ 10 級豊田　雄飛
D15

13 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

級白石　永遠
D2

12 ﾄﾖﾀ ﾕｳﾋ
広島ゆめスタジオ 18.4 キロ 110

愛媛中央衣山 21.0 キロ 115 ㎝ 9

㎝ 10 級城原　真幸
D9

11 ｼﾗｲｼ ﾄﾜ

10 ｼﾛﾊﾗ ﾏｻｷ
広島宝町 23.4 キロ 120

キロ 108.5 ㎝ 無 級河村　姫莉

級
D22

有田　悠陽
D8 3決9 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾒﾘ

山口宇部 18.0

広島中筋 17.0 キロ 107 ㎝ 無

無 級西川　友彩 D1
8 ｱﾘﾀ ﾕｳﾋ

佐藤　叶馬
D14

7 ﾆｼｶﾜ ﾕｱ
広島呉焼山 18.4 キロ 112.1 ㎝

19.0 キロ 108 ㎝ 無 級

級金増　凌功
D7

6 ｻﾄｳ ﾄｳﾏ
岡山西笠岡

D23
5 ｶﾈﾏｽ ﾘｸ

広島長楽寺 20.0 キロ 117 ㎝ 無

4 ｸﾛｷ ﾋﾅﾄ
広島呉焼山 18.4 キロ 106.7

104.5 ㎝ 無 級河村　夢莉
D6

㎝ 無 級黒木　陽翔

無 級溜　奏芽
D13

3 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾒﾘ
山口宇部 18.0 キロ

ﾀﾏﾘ ｶﾅﾒ
広島五日市 15.5 キロ 100 ㎝

㎝ 9 級森本　清和理
D5

2

1 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾅﾘ
広島ゆめスタジオ 17.0 キロ 102

着用防具

ヘッドギア （支部用意）

胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意）男子のみ

チェストガード（各自用意）任意 女子のみ

下腹部ガード（各自用意）任意 女子のみ

拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） チェストガード（各自用意）任意

下腹部ガード（各自用意）任意

着用防具

ヘッドギア （支部用意）

胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意）

胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）



全中四国空手道選手権大会　小学1年生男子の部　3名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒)

全中四国空手道選手権大会　小学２年生男子の部　６名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒)

全中四国空手道選手権大会　小学1.2年生女子の部　2名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒)

全中四国チャレンジカップ　小学3年生男子（初級）の部　８名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学３年生男子（中級）の部　６名 Cコート
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学4年生男子（初中級）の部　８名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

135 ㎝ 6 級吉村　一希

C26
児玉　悠星

C18 3決71 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ
広島三原東町 35.0 キロ

70 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｾｲ
広島可部 34.0 キロ 136

130 ㎝ 6 級福田　冴叶
C23

㎝ 7 級

C17
69 ﾌｸﾀﾞ ﾘｸﾄ

山口宇部 39.0 キロ

キロ 134 ㎝ 10 級堀川　将

関原　幸大
C27

68 ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳ
広島宝町 30.0

40.0 キロ 146 ㎝ 7 級

級羽仁　來誠
C16

67 ｾｷﾊﾗ ﾕｷﾀﾞｲ
広島ゆめスタジオ

広島本郷 35.0 キロ 136 ㎝ 6

5 級南　貴心
C22

66 ﾊﾆ ﾗｲｾｲ

ﾐﾅﾐ ｷｼﾝ
広島三原 34.5 キロ 138 ㎝

㎝ 8 級上田　晴太
C15

65

64 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾀ
山口宇部 27.5 キロ 131

3決63 ｷﾑﾗ ﾀﾂｵ
広島宝町 37.0 キロ 140 ㎝ 6

122 ㎝ 7 級 C13
稲垣　壮真

C10
級木村　龍朗

7 級田口　湧壬
C6

62 ｲﾅｶﾞｷ ｿｳﾏ
山口下関 21.0 キロ

61 ﾀｸﾞﾁ ｲｻﾐ
広島三原

㎝ 7 級濱田　斗希
C14

22.5 キロ 120 ㎝

C5
60 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｷ

広島尾道 25.0 キロ 135

キロ 119 ㎝ 10 級田上　叶夢

㎝ 8 級朴　泰利
C9

59 ﾀｶﾞﾐ ｶﾅﾑ
広島五日市 24.0

58 ﾎﾞｸ ﾀｲﾘ
広島宝町 32.0 キロ 132.3

3決57 ﾀﾂｶﾜ ﾐﾅﾄ
広島呉焼山 32.00 キロ 139 ㎝ 10

㎝ 無 級
C11

山下　充留
C4

級辰川　湊

級常石　暖人
C8

56 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾙ
岡山西笠岡 30.00 キロ 127

C3
55 ﾂﾈｲｼ ﾊﾙﾄ

広島五日市 22.00 キロ 123 ㎝ 9

キロ 128 ㎝ 無 級永井　蒼空

㎝ 無 級広末　新汰
C12

54 ﾅｶﾞｲ ｿﾗ
広島三原 27.00

級奥元　怜汰
C2

53 ﾋﾛｽｴ ｱﾗﾀ
広島可部 26.50 キロ 130

C7
52 ｵｸﾓﾄ ﾚｲﾀ

広島松永 29.00 キロ 130 ㎝ 9

51 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ
広島宝町 37.00 キロ竹田　光一

125 ㎝ 9 級下地　璃空
C1

133 ㎝ 10 級

50 ｼﾓｼﾞ ﾘｸ
広島三原 34.70 キロ

D47
49 ｳｴﾑﾗ ｼｵﾝ

岡山南水島 23.0 キロ 116.5

119 ㎝ 9 級井木　莉音

㎝ 9 級植村　心音

藤田　迅

48 ｲｷﾞ ﾘｵ
広島高陽 23.0 キロ

3決47 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ
広島三原東町 28.00 キロ 129

134 ㎝ 9 級 D45
伊藤　彪真

D40
㎝ 6 級

7 級新谷　春陽
D34

46 ｲﾄｳ ﾋｮｳﾏ
山口宇部 36.00 キロ

45 ｼﾝﾀﾆ ﾋﾅﾀ
山口小野田

124 ㎝ 8 級由田　凌大
D46

22.00 キロ 115 ㎝

土居　隼ノ介
D33

44 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
広島呉焼山 22.00 キロ

24.00 キロ 126 ㎝ 8 級

8 級弘中　理一
D39

43 ﾄﾞｲ ｼｭﾝﾉｽｹ
山口小野田

8 級篠原　蓮玖

42 ﾋﾛﾅｶ ﾘｲﾁ
山口小野田 23.80 キロ 118 ㎝

D44
41 ｼﾉﾊﾗ ﾚﾝｸ

愛媛中央西条 26.5 キロ 124 ㎝

キロ 112 ㎝ 9 級溜　桜介

篠原　蓮玖

40 ﾀﾏﾘ ｵｵｽｹ
広島五日市 18.0

26.5 キロ 124 ㎝ 8 級

8 級狩俣　龍之介
D32

41 ｼﾉﾊﾗ ﾚﾝｸ
愛媛中央西条

級溜　桜介

39 ｶﾘﾏﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
広島三原 20.0 キロ 118 ㎝

広島五日市 18.0 キロ 112 ㎝ 9

㎝ 8 級狩俣　龍之介
D21

40 ﾀﾏﾘ ｵｵｽｹ

39 ｶﾘﾏﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
広島三原 20.0 キロ 118

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

チェストガード（各自用意）任意 下腹部ガード（各自用意）任意

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）



全中四国チャレンジカップ　小学3.4年生女子（初中級）の部　７名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国空手道選手権大会　小学３年生男子の部　８名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国空手道選手権大会　小学4年生男子の部　12名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒)

全中四国空手道選手権大会　小学3.4年生女子の部　3名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国チャレンジカップ　小学５年生男子（初級）の部　４名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

3決
由田　遥士

B7

105 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ
広島呉焼山 31.0 キロ 138

145 ㎝ 10 級影山　結星
B2

㎝ 7 級

高橋　匠
B8

104 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｾｲ
広島川口 41.0 キロ

34.0 キロ 134 ㎝ 10 級

7 級峰見　将真
B1

103 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ
広島可部

8 級植村　心美

102 ﾐﾈﾐ ｼｮｳﾏ
広島横川 30.0 キロ 140 ㎝

C48
101 ｳｴﾑﾗ ｺｺﾐ

岡山南水島 26.0 キロ 126 ㎝

キロ 123 ㎝ 5 級畑中　潤

植村　心美

100 ﾊﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ
広島長楽寺 28.0

26.0 キロ 126 ㎝ 8 級

6 級正兼　奈南
C43

101 ｳｴﾑﾗ ｺｺﾐ
岡山南水島

級畑中　潤

99 ﾏｻｶﾈ ﾅﾅ
広島ゆめスタジオ 25.0 キロ 125 ㎝

広島長楽寺 28.0 キロ 123 ㎝ 5

㎝ 6 級正兼　奈南
C34

100 ﾊﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ

99 ﾏｻｶﾈ ﾅﾅ
広島ゆめスタジオ 25.0 キロ 125

キロ 137 ㎝ 3 級日野　朔雅

級
C51

豊田　壮史
C42 3決98 ﾋﾉ ｻｸﾏ

広島宝町 34.0

C33
97 ﾄﾖﾀ ｿｳｼ

広島ゆめスタジオ 29.0 キロ 135 ㎝ 6

96 ﾅｲﾄｳ ｱﾏﾈ
岡山南倉敷本部 38.0 キロ内藤　天音

140 ㎝ 6 級植田　風海
C47

140 ㎝ 4 級

末石　寛太
C32

95 ｳｴﾀﾞ ｽｽﾞﾑ
広島三原 31.0 キロ

94 ｽｴｲｼ ｶﾝﾀ
広島長楽寺 28.4 キロ 134 ㎝ 7 級

㎝ 5 級平田　陸
C41

C52
93 ﾋﾗﾀ ﾘｸ

広島中筋 31.0 キロ 136

92 ﾆｼｵｶ ｱﾕﾑ
広島呉焼山 31.0 キロ二四岡　歩

130 ㎝ 6 級三宅　大晴
C40

135 ㎝ 4 級

6 級髙山　澪耶
C31

91 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ
岡山南水島 29.0 キロ

90 ﾀｶﾔﾏ ﾚｲﾔ
広島三原

118 ㎝ 4 級橋口　彰人
C46

32.0 キロ 132 ㎝

6 級三好　悠斗
C30

89 ﾊｼｸﾞﾁ ｱｷﾄ
広島五日市 22.5 キロ

88 ﾐﾖｼ ﾕｳﾄ
山口宇部

137 ㎝ 3 級箱田　唯人
C39

31.0 キロ 137 ㎝

128.5 ㎝ 6 級篠原　稟玖

87 ﾊｺﾀﾞ ﾕｲﾄ
岡山西笠岡 30.0 キロ

C49
前谷　陸歩

C38 3決86 ｼﾉﾊﾗ ﾘﾝｸ
愛媛中央西条 30.0 キロ

85 ﾏｴﾀﾆ ﾘｸﾄ
広島西条中央 23.5 キロ 125

139 ㎝ 10 級百田　将
C45

㎝ 5 級

5 級西川　凌空
C37

84 ﾋｬｸﾀﾞ ｼｮｳ
広島五日市 36.0 キロ

宮里　統希
C50

83 ﾆｼｶﾜ ﾘｸ
広島呉焼山 29.3 キロ 137.9 ㎝

82 ﾐﾔｻﾄ ﾓﾄｷ
愛媛中央坊ちゃん 33.0 キロ 132 ㎝ 7 級

級植田　耀海
C36

C44
81 ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾙ

広島三原 23.8 キロ 122 ㎝ 8

キロ 126 ㎝ 4 級西田　槍士

㎝ 7 級南　謙心
C35

80 ﾆｼﾀﾞ ｿｵ
山口小野田 25.0

79 ﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾝ
広島三原 26.5 キロ 134

3決78 ｷﾀｶﾞﾜ ﾆｺ
広島呉焼山 29.30 キロ 133 ㎝ 5

㎝ 無 級
C28

高武　野乃
C25

級北川　にこ

級小松　琉愛
C21

77 ｺｳﾀｹ ﾉﾉ
広島鈴が峰 27.00 キロ 133

C29
76 ｺﾏﾂ ﾙｱ

広島呉焼山 27.00 キロ 130 ㎝ 無

75 ﾂｶｶﾞﾜ ｱｲﾅ
広島中山 30.90 キロ塚川　逢奈

130 ㎝ 9 級佐々木　晴
C20

130 ㎝ 10 級

10 級澤村　友佳子
C24

74 ｻｻｷ ﾊﾚ
広島宝町 40.00 キロ

藤川　陽向
C19

73 ｻﾜﾑﾗ ﾕｶｺ
徳島佐古 25.00 キロ 128 ㎝

72 ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾅﾀ
広島尾道 27.00 キロ 127 ㎝ 6 級

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） チェストガード（各自用意）任意

下腹部ガード（各自用意）任意

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

チェストガード（各自用意）任意 下腹部ガード（各自用意）任意

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）



全中四国チャレンジカップ　小学５年生男子（中級）の部　４名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国チャレンジカップ　小学６年生男子（中級）の部　 2名 Dコート
（90秒+60秒+体重（軽い方））

全中四国空手道選手権大会　小学５年生男子 -40㎏の部　６名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

#REF!

全中四国空手道選手権大会　小学６年生男子 -40㎏の部　６名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国空手道選手権大会　小学６年生男子+40㎏の部　５名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国空手道選手権大会　小学5.6年生女子の部　７名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国チャレンジカップ　中学生男子　 -55㎏の部　2名
（90秒+60秒+体重（軽い方））

6 級西本　伊吹
137 ﾆｼﾓﾄ ｲﾌﾞｷ

広島宝町

㎝ 5 級谷本　佑樹
B38

44.0 キロ 152 ㎝

136 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ
広島神辺 37.0 キロ 153

133 ㎝ 4 級西本　あかり

宮里　希奏乃
B31 3決135 ﾆｼﾓﾄ ｱｶﾘ

広島宝町 29.00 キロ

キロ 139 ㎝ 3 級 B36

㎝ 6 級二宮　陽彩
B26

134 ﾐﾔｻﾄ ｷｿﾉ
愛媛中央坊ちゃん 29.00

級犬伏　穂佳
B37

133 ﾆﾉﾐﾔ ﾋｲﾛ
広島三原東町 43.00 キロ 145

B25
132 ｲﾇﾌﾞｼ ﾎﾉｶ

徳島佐古 61.00 キロ 154 ㎝ 4

131 ﾊﾆ ｱｲﾗ
広島本郷 48.00 キロ羽仁 愛來

135 ㎝ 2 級金谷　柚宇香
B30

146 ㎝ 6 級

2 級山田　琉愛
B24

130 ｶﾅﾔ ﾕｳｶ
広島川口 35.00 キロ

級日野　雅一

129 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｲ
岡山南倉敷本部 32.00 キロ 140 ㎝

広島宝町 48.00 キロ 156 ㎝ 2

級
B34

寺下　力斗
B29 3決128 ﾋﾉ ﾏｻｲﾁ

岡山南水島 63.00 キロ 157 ㎝ 9

㎝ 4 級城元　泰賀
B23

127 ﾃﾗｼﾀ ﾘｷﾄ

級荒金　庚士朗

B35126 ｼﾛﾓﾄ ﾀｲｶﾞ
広島五日市 42.00 キロ 148

広島呉焼山 49.00 キロ 142 ㎝ 3

㎝ 2 級川本　謙
B28

125 ｱﾗｶﾈ ｺｳｼﾛｳ

124 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝ
愛媛中央伊台 58.00 キロ 153

3決123 ｶﾈｺ ﾕﾄｱ
愛媛中央西条 35.0 キロ 142 ㎝ 2

136 ㎝ 4 級 B21
桑原　覇翔

B18
級金子　優心海

5 級平田　翔也
B14

122 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊｸﾄ
広島神辺 36.0 キロ

121 ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ
広島中筋

㎝ 5 級吉村　桐磨
B22

32.0 キロ 140 ㎝

B13
120 ﾖｼﾑﾗ ﾄｳﾏ 山口小野田 34.0 キロ 140

キロ 140 ㎝ 8 級濱西　康惺

㎝ 2 級髙木　統成
B17

119 ﾊﾏﾆｼ ｺｳｾｲ
広島ゆめスタジオ 34.0

118 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾅﾘ
愛媛中央伊台 38.0 キロ 148

3決117 ﾅｶﾔ ﾐﾅﾄ
徳島蔵本 30.0 キロ 133 ㎝

㎝ 9 級 B19
井木　蓮人

B16
4 級中矢　湊

級沖野　純大
B12

116 ｲｷﾞ ﾚﾝﾄ
広島高陽 28.0 キロ 130

広島五日市 34.0 キロ 141 ㎝ 5

5 級村崎　力斗
B20

115 ｵｷﾉ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ

114 ﾑﾗｻｷ ﾘｷﾄ
広島五日市

126 ㎝ 4 級中尾　凌己
B11

30.9 キロ 139 ㎝

4 級倉中　星空
B15

113 ﾅｶｵ ﾘｮｳｷ
広島横川 26.0 キロ

6 級藤川　健人

112 ｸﾗﾅｶ ｿﾗ
岡山東本部 33.0 キロ 135 ㎝

111 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾄ
広島尾道

㎝ 5 級北川　日葵
B5

43.0 キロ 142 ㎝

110 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ
広島呉焼山 32.0 キロ 143

3決109 ｶﾜｻｷ ｹｲﾄ
広島三原東町 28.3 キロ 134.7

㎝ 5 級 B9
伊藤　喜宣

B4
㎝ 5 級川崎　圭翔

B10
108 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉﾌﾞ

広島五日市 31.0 キロ 138

キロ 139 ㎝ 6 級柴田　謙志

級重丸　有理
B3

107 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ
広島神辺 32.0

106 ｼｹﾞﾏﾙ ﾕｳﾘ
広島鈴が峰 30.5 キロ 140 ㎝ 7

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 胴プロテクター（支部用意）

ファールカップ（各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （支部用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

チェストガード（各自用意） 下腹部ガード（各自用意）

着用防具

胴プロテクター（支部用意） ヘッドギア（各自用意）

マウスガード（各自用意）歯科医作成のもの ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）



全中四国チャレンジカップ　一般初級の部　 2名
（180秒+120秒+120秒+体重（10㎏以上）+120秒）

全中四国空手道選手権大会　中学１年生男子 -50㎏の部　５名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国空手道選手権大会　中学１年生男子+50㎏の部　6名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒）

全中四国空手道選手権大会　中学2.3年生男子-55㎏の部　8名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒）

全中四国空手道選手権大会　中学2.3年生男子+55㎏の部　3名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

全中四国空手道選手権大会　中学生女子の部　５名
（90秒+90秒+体重３キロ以上有効+90秒

A12

B39

西岡　七夏
60.00 キロ 162 ㎝ 1 級

A31
中尾　優奈

A28 3決166 ﾆｼｵｶ ﾅﾅｶ
高知中央本部香美

35.00 キロ 150 ㎝ 4 級

4 級村崎　心美
A21

165 ﾅｶｵ ﾕﾅ
広島横川

内藤　恋楓

A32164 ﾑﾗｻｷ ｺｺﾐ
広島五日市 42.00 キロ 154 ㎝

54.00 キロ 151 ㎝ 3 級

1 級
畑中　倖

A27
163 ﾅｲﾄｳ ﾚﾝｶ

岡山南倉敷本部

1 級
藤田　航

162 ﾊﾀﾅｶ ｻﾁ
広島長楽寺 48.00 キロ 151 ㎝

A20
161 ﾌｼﾞﾀ ｺｳ

広島三原東町 64.0 キロ 165 ㎝

キロ 165 ㎝ 1 級
藤田　泰斗

藤田　航

160 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾄ
愛媛中央西条 66.0

64.0 キロ 165 ㎝ 1 級

2 級
杉本　啓道

A11
161 ﾌｼﾞﾀ ｺｳ

広島三原東町

級
藤田　泰斗

159 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ
愛媛中央西条 65.0 キロ 171 ㎝

愛媛中央西条 66.0 キロ 165 ㎝ 1

㎝ 2 級杉本　啓道
A1

160 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾄ

159 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ
愛媛中央西条 65.0 キロ 171

163 ㎝ 2 級 3決
西崎　竜志

級清水　俊臣
A10

A18

158 ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳｼ
愛媛中央伊台 44.00 キロ

A15
157 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｵﾐ

広島三原 46.20 キロ 152.1 ㎝ 5

キロ 158 ㎝ 5 級柴田　康聖

㎝ 3 級内藤　響
A9

156 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ
広島三原 51.00

級西窪　佑成
A19

155 ﾅｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
岡山南倉敷本部 53.00 キロ 168

A8
154 ﾆｼｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ

愛媛中央衣山 49.00 キロ 153 ㎝ 1

153 ﾌｸﾓﾘ ﾊﾔﾄ
広島中筋 47.00 キロ福森　隼人

162 ㎝ 1 級谷　琉生
A14

161 ㎝ 1 級

1 級吉岡　巧望
A7

152 ﾀﾆ ﾙｲ
香川仏生山 44.00 キロ

級 3決
藤田　堅

151 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ
広島三原東町 50.00 キロ 155 ㎝

A13150 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ
広島三原東町 52.0 キロ 161 ㎝ 1

160 ㎝ 2 級小野　朱良 A16

2 級新元　涼平

A6149 ｵﾉ ｼｭﾗ
広島神辺 53.0 キロ

ｼﾝﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ
広島可部 50.0 キロ 160 ㎝

4 級安藤　亮治
A17

148

舛井　伸

A5147 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｼﾞ
広島本郷 54.0 キロ 162 ㎝

146 ﾏｽｲ ｼﾝ
広島廿日市 73.0 キロ 159 ㎝ 6 級

152 ㎝ 1 級白石　頼斗

150 ㎝ 2 級宮里　寿希

145 ｼﾗｲｼ ﾗｲﾄ
愛媛中央衣山 52.0 キロ

級溜　颯太
B33 3決144 ﾐﾔｻﾄ ﾄｼｷ

愛媛中央坊ちゃん 46.0 キロ

B27
143 ﾀﾏﾘ ｿｳﾀ

広島五日市 45.0 キロ 143 ㎝ 2

キロ 135 ㎝ 4 級西田　烈皇

㎝ 3 級塩飽　天晴
B40

142 ﾆｼﾀﾞ ﾚｵ
山口小野田 27.0

級河津　圭祐
B32

141 ｼﾜｸ ﾃﾝｾｲ
岡山西笠岡 45.0 キロ 150

級佐藤　勇介

140 ｶﾜｽﾞ ｹｲｽｹ
山口小野田 40.0 キロ 143 ㎝ 2

岡山西笠岡美の浜 85.0 キロ 178 ㎝ 無

9 級行譜　光
B6

139 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

138 ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾋｶﾙ
広島八本松 68.5 キロ 172 ㎝ 着用防具

ファールカップ（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）歯科医作成

着用防具

ヘッドギア （各自用意） 拳サポーター（各自用意）

スネサポーター（各自用意） 膝サポーター（各自用意）

マウスガード（各自用意）歯科医作成

チェストガード（各自用意） 下腹部ガード（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）歯科医作成

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）歯科医作成

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

拳サポーター（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）歯科医作成



全中四国空手道選手権大会　壮年（49歳以下）の部　3名
（120秒+90秒+体重３キロ以上有効+９０秒）

全中四国空手道選手権大会　壮年（50歳以上）の部　3名
（120秒+90秒+体重３キロ以上有効+９０秒）

全中四国空手道選手権大会　高校１年生男子の部　　３名
（120秒+120秒+体重５キロ以上有効+120秒）

全中四国空手道選手権大会　高校2.3年生男子の部　　３名
（120秒+120秒+体重５キロ以上有効+120秒）

全中四国空手道選手権大会　一般女子上級の部　　２名
（180秒+120秒+120秒+体重５キロ以上有効+120秒）

全中四国空手道選手権大会　一般上級の部　　５名
（180秒+120秒+120秒+体重10キロ以上有効+12０秒）

キロ 165 ㎝ 1 級
清水　力

別府　達朗
A30

3決184 ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 広島長楽寺 70.00

キロ 170 ㎝ 初 段
A38

級
山田　耀

A26
183 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾛｳ 山口下関 60.00

A39
182 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 広島宝町 70.00 キロ 177 ㎝ 無

キロ 167 ㎝ 2 級
中川　寿一

A25
181 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭｲﾁ 広島長楽寺 66.00

166 ㎝ 初 段
野路　幸希

A29

158 ㎝ 初 段
塚川　優香

180 ﾉｼﾞ ｺｳｷ 岡山南倉敷本部 57.00 キロ

初 段
田中　真尋

A37
179 ﾂｶｶﾞﾜ ﾕｶ 広島中山 59.0 キロ

初 段
石川　廉大

178 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 香川丸亀 53.0 キロ 150 ㎝

A36
177 ｲｼｶﾜ ﾚﾝﾀ 愛媛中央西条 63.0 キロ 168 ㎝

キロ 167 ㎝ 初 段
藤田　無我

石川　廉大

176 ﾌｼﾞﾀ ﾑｶﾞ 愛媛中央西条 64.0

63.0 キロ 168 ㎝ 初 段

1 級
宍戸　佑匡

A24
177 ｲｼｶﾜ ﾚﾝﾀ 愛媛中央西条

段
藤田　無我

175 ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾏ 岡山南倉敷本部 72.0 キロ 170 ㎝

愛媛中央西条 64.0 キロ 167 ㎝ 初

㎝ 1 級
宍戸　佑匡

A4
176 ﾌｼﾞﾀ ﾑｶﾞ

175 ｼｼﾄﾞ ﾕｳﾏ 岡山南倉敷本部 72.0 キロ 170

A35
174 ｻｴｷ ﾏｻﾄ 山口下関 67.5 キロ 163 ㎝ 1

175 ㎝ 無 級
松本　壮太郎

級
佐伯　聖翔

㎝ 1 級
佐伯　聖翔

173 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 広島中山 69.0 キロ

A23
174 ｻｴｷ ﾏｻﾄ 山口下関 67.5 キロ 163

キロ 165 ㎝ 1 級
仁科　夢希

松本　壮太郎

172 ﾆｼﾅ ﾕﾒｷ 広島川口 60.0

69.0 キロ 175 ㎝ 無 級

1 級
仁科　夢希

A3
173 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 広島中山

参 段
川田　康照

172 ﾆｼﾅ ﾕﾒｷ 広島川口 60.0 キロ 165 ㎝

171 ｶﾜﾀ ﾔｽﾃﾙ 香川県本部

㎝ 無 級
最上　慶一

A34
89.0 キロ 170 ㎝

170 ﾓｶﾞﾐ ｹｲｲﾁ 山口長門 89.0 キロ 168

キロ 177 ㎝ 初 段
西崎　拓郎

4 級
梶田　明宏

A33
169 ﾆｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛中央伊台 74.0

段
西崎　拓郎

168 ｶｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛媛中央坊ちゃん 70.0 キロ 172 ㎝

愛媛中央伊台 74.0 キロ 177 ㎝ 初

㎝ 無 級
笠井　崇陽

A22
169 ﾆｼｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

4 級
梶田　明宏

167 ｶｻｲ ﾀｶｱｷ 香川小豆島 90.0 キロ 182

168 ｶｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛媛中央坊ちゃん

182 ㎝ 無 級
笠井　崇陽

A2
70.0 キロ 172 ㎝

167 ｶｻｲ ﾀｶｱｷ 香川小豆島 90.0 キロ

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

オープンフィンガー（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）公認品

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

オープンフィンガー（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）公認品

着用防具

マウスガード（各自用意） チェストガード（各自用意）

下腹部ガード（各自用意）

着用防具

ファールカップ（各自用意）

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

オープンフィンガー（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）公認品

着用防具

ヘッドギア （各自用意） ファールカップ（各自用意）

オープンフィンガー（各自用意） スネサポーター（各自用意）

膝サポーター（各自用意） マウスガード（各自用意）公認品


