
おのそうま しもひられんたろう たずのきけん しもむらいっしん

小野湊真 下平 連太郎 尋木健 下村一真

てらしまきこ とうごうりらん ますながせら ひさの みあ

寺島希虹 東郷李蘭 増永星来 久野 珠杏

こやなぎ こうせい うちかわ りゅうき おおつぼりょうせい たかはしかずま

小栁 光生 内川 琉暉 大坪諒生 高橋和真

やまだ ゆあ こでら かえ さかい ななせ こじま ちか

山田 結彩 小寺 華恵 坂井 七彩 小島 千佳

なかの ほたか たずのき まさひろ からはらそうま のぐちりょうが

中野 帆尊 尋木 雅弘 川原颯馬 野口稜夏

うらべつばき よしだゆづき やまぐちゆめ こがちいの

浦部椿 吉田優月 山口結愛 古賀ちいの

おの　たくと さかぐち　しゅんた すえつぐかいり さとう　とものり

小野　巧人 坂口　駿太 末次快吏 佐藤　智紀

えしま　さき こでらきえ やまだ　ゆの いたくら　りか

江島　咲稀 小寺貴恵 山田　結乃 板倉　莉香

てらしま　きよまさ むたかつき いまいづみともひと やまぐちよしひろ

寺島　聖真 牟田克基 今泉知仁 山口　善大

おおいしこころ とうごうあきら ふくはまり ひさの　めい

大石瑚心 東郷白桜 福原真梨 久野　萌衣

おの　そうた すえつぐたいち やましたひろ ひさつねりょうや

小野　蒼太 末次汰地 山下泰 久恒遼也

おくむら　まお よしいえさつき なんり　みやび のぐち　ゆあ

奥村　真央 吉家皐 南里　雅 野口　侑愛

古賀道場

４年生

男子 古賀道場 江北空手道クラブ 旭空手道クラブ

三神会

拳城館

旭空手道クラブ

女子 旭空手道クラブ 古賀道場旭空手道クラブ

江北空手道クラブ

女子 旭空手道クラブ 基山空手道クラブ 北茂安空手道クラブ 拳城館

江北空手道クラブ古賀道場

３年生

古賀道場古賀道場

旭空手道クラブ

古賀道場

女子 基山空手道クラブ古賀道場 古賀道場 古賀道場

６年生

男子 古賀道場 古賀道場

男子 旭空手道クラブ 三神会

女子 古賀道場

古賀道場

５年生

男子 旭空手道クラブ基山空手道クラブ

男子 古賀道場 古賀道場古賀道場

女子 古賀道場 古賀道場 江北空手道クラブ 古賀道場

第３位
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１年生

男子

女子

優勝 第２位学年 第３位

基山空手道クラブ

三神会江北空手道クラブ

基山空手道クラブ 三神会

江北空手道クラブ江北空手道クラブ

江北空手道クラブ

２年生



おの そうま しもひら れんたろう もろいし れいた はしもと たける

小野 湊真 下平 連太郎 諸石 玲太 橋本 尊

さかもと にな たなか ゆずき あまの さな ひさの みあ

坂元 新奈 田中 結月 天野 佐南 久野 珠杏

うちかわ りゅうき こやなぎ こうせい ふじた たいよう いしばし なおり

内川 琉暉 小栁 光生 藤田 太陽 石橋 菜織

さかい ななせ こじま ちか こでら かえ やまだ ゆあ

坂井 七彩 小島 千佳 小寺 華恵 山田 結彩

おの　しゅうま しもむら　れんせい たずのき まさひろ なかの ほたか

小野　秀真 下村　錬聖 尋木 雅弘 中野 帆尊

やまぐち ゆめ やました りこ すのうち ゆう ふじもと ももな

山口 結愛 山下 りこ 簾内 結羽 藤本 桃菜

さかぐち　しゅんた いのうえ　はやて おの　たくと さとう　とものり

坂口　駿太 井上　颯 小野　巧人 佐藤　智紀

さかもと　えな いたくら　りか やまだ　ゆの えしま　さき

坂元　愛奈 板倉　莉香 山田　結乃 江島　咲稀

おおつぼ　ひろと あまの　けいしょう てらしま　きよまさ やまぐちよしひろ

大坪　優仁　 天野　圭翔 寺島　聖真 山口　善大

ごとうまほ さかもと　さな はしもとさき ひさの　めい

後藤　真歩 坂元　咲奈 橋本　紗季 久野　萌衣

ばば　おうすけ 　ふじもと　りゅうしん どい　たいき おの　そうた

馬場　央維 藤本　龍心 土井　太喜 小野　蒼太

なんり　みやび おくむら　まお のぐち　ゆあ つじ　えみり

南里　雅 奥村　真央 野口　侑愛 　辻　映未李
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学年 優勝 第２位 第３位 第３位

江北空手道クラブ

女子 小城空手道クラブ 江北空手道クラブ 麓空手道クラブ 拳城館

１年生

男子 江北空手道クラブ 江北空手道クラブ 江北空手道クラブ

麓空手道クラブ

女子 江北空手道クラブ 古賀道場 古賀道場 古賀道場

２年生

男子 旭空手道クラブ 古賀道場 ワールド松濤館

旭空手道クラブ

女子 江北空手道クラブ 太良空手道クラブ 麓空手道クラブ 拳城館

３年生

男子 江北空手道クラブ 江北空手道クラブ 三神会

旭空手道クラブ

女子 小城空手道クラブ 基山空手道クラブ 古賀道場 古賀道場

４年生

男子 江北空手道クラブ 江北空手道クラブ 古賀道場

江北空手道クラブ

女子 麓空手道クラブ 小城空手道クラブ 江北空手道クラブ 拳城館

５年生

男子 江北空手道クラブ 麓空手道クラブ 基山空手道クラブ

古賀道場

女子 三神会 旭空手道クラブ 古賀道場 鹿島空手道クラブ

６年生

男子 麓空手道クラブ 拳城館 小城空手道クラブ
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優勝 第２位 第３位 第３位

女子 古賀道場 基山 拳城館B 江北空手道クラブA

男子 旭空手道クラブA 江北空手道クラブA 古賀道場A 古賀道場B


