
令和４年10月29日～令和4年10月30日　　佐世保市体育文化館

優勝 準優勝
いちむら　たすく しんじょう　ひかり すなおか　しおう そのだ　じょうじ おの　そうま こじま　せい かわかみ　りお あらき　がく

市村　丞 新城　光琉 砂岡　志旺 園田　晟士 小野　湊真 小島　世 川上　璃央 荒木　岳
福岡県 沖縄県 熊本県 福岡県 佐賀県 宮崎県 福岡県 鹿児島県

とうじょう　たいすけ たなか　あおい くまべ　けい いしかわ　あらた さとう　もとひさ あべ　りょうた もり　れんし やひろ　たいせい

東條　泰介 田中　碧 隈部　慶 石川　新汰 佐藤　朔悠 阿部　亮汰 森　蓮志 八尋　大晴
福岡県 福岡県 熊本県 沖縄県 大分県 鹿児島県 福岡県 福岡県

うあびく　かずき はたの　かずし なかざと　けいしろう さとう　りゅうき はら　ゆうと うしじま　ゆいと みずい　まさと こが　あおば

屋比久　和奇 波多野　和司 中里　慶士郎 佐藤　龍希 原　悠斗 牛嶋　唯人 水井 　雅人 古賀　碧波
沖縄県 沖縄県 長崎県 大分県 福岡県 宮崎県 宮崎県 福岡県

あがりえ　こうせい しんじょう　ゆうけん しまぶくろ　あゆき ぎしとみ　るき たなか　りゅうせい しまもと　りゅうあ むらかみ　そうたろう やまなか　りゅうた

東江　晃生 新城　佑賢 島袋　歩希 宜志富　琉希 田中　琉晴 嶋本　琉歩 村上　楓大朗 山中　隆太
沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県 熊本県 佐賀県 福岡県 沖縄県

ひが　りゅうのすけ ながやま　ひなた ひなご　とうや きんじょう　かいり ほしこ　ちひろ よしだ　しょうせい さかぐち　そうや やなぎさわ　まさき

比嘉　琉之介 永山　陽向 日名子　柊也 金城　海里 星子　知潤 吉田　将成 坂口　創弥 柳澤 真輝
沖縄県 沖縄県 大分県 沖縄県 熊本県 福岡県 福岡県 宮崎県

しまぶくろ　りゅうしん さとう　いち なかざと　じゅんのすけ いのうえ　りょう ごとう　りくと わたなべ　じん うめざき　そうすけ いしみね　たいりく

島袋　琉心 佐藤　壱 中里　淳之介 井上　龍 後藤　陸斗 渡部 尋 梅崎　蒼輔 伊志嶺　太陸
沖縄県 福岡県 長崎県 佐賀県 大分県 宮崎県 福岡県 沖縄県

まきや　きい きたの　かすみ ひらの　にのは のざき　ふうか まつばら　りさ なかぞの　ゆい いしはら　ゆず ひなご　はるか

真喜屋　稀衣 北野　椛純 平野　仁菜 野崎　楓華 松原　梨紗 中園　結衣 石原　結樹 日名子　陽花
沖縄県 福岡県 長崎県 長崎県 鹿児島県 福岡県 福岡県 大分県

おおば　ここみ しまぶくろ　あんり かめがわ　ゆいか みやもと　そら たまむら　のあ いまづ　みづき さかい　ななせ えぐち　まな

大場　心結 島袋　杏里 亀川　唯華 宮本　そら 玉村　希愛 今津　美月 坂井　七彩 江口　茉那
福岡県 沖縄県 福岡県 福岡県 沖縄県 宮崎県 佐賀県 長崎県

かねしま　かなた なんり　みづき ひらの　あんじゅ おおつか　いのり よしむら　ひな のぞえ　みそら おおすき　こはる あみた　さやか

兼島　佳那多 南里　心月 平野　杏珠 大塚　生啓 吉村　紗愛 野添　美空 大漉　こはる 網田　沙弥伽
沖縄県 福岡県 長崎県 大分県 長崎県 熊本県 鹿児島県 福岡県

しまぶくろ　かなさ みうら　そら みねい　そな いのうえ　まなみ まつばら　こなつ むらかみ　ちさき そのだ　もえか いで　つぼみ

島袋　かなさ 三浦　そら 嶺井　想七 井上　愛望 松原　小夏 村上　智咲 園田　萌華 井手　蕾
沖縄県 沖縄県 沖縄県 宮崎県 鹿児島県 福岡県 福岡県 福岡県

おのうえ　かのん ゆえち　ゆこ きたの　りか はしもと　さわ ずけやま　ちず いわなが　ひまり さかた　ゆま ごとう　まほ

尾上　華乃音 上地　結心 北野　莉椛 橋本　咲和 瑞慶山　千寿 岩永　陽茉里 坂田　夕茉 後藤　真歩
長崎県 沖縄県 福岡県 大分県 沖縄県 長崎県 熊本県 佐賀県

さとう　りこ うえだ　かの ながお　ゆず ふくだ　わこ まえやま　せいら かわだ　くくる さかい　あいら さとう　みなみ

佐藤　凛子 上田　楓乃 長尾　柚 福田　和心 前山　聖空 川田　くくる 酒井　愛華 佐藤　未菜美
大分県 沖縄県 福岡県 鹿児島県 鹿児島県 沖縄県 大分県 熊本県

優勝 準優勝
もり　きしや なかはら しょうせい やまもと　だいごう はまな　みお はらだ　ゆうしん きみや　こうき かわかみ　りお ごとう　あおと

森　葵志也 中原 笑晴 山本　大剛 濵名　晃大 原田　佑心 木宮 光貴 川上　璃央 後藤 碧人
福岡県 宮崎県 熊本県 熊本県 長崎県 宮崎県 福岡県 宮崎県

もり　れんし とみおか　るいと さかた　こうよう かわばた はるき こやなぎ　こうせい ふるかわ　りゅうしん みなみ かい やひろ　たいせい

森　蓮志 富岡　光翔 坂田　光遥 川畑 天輝 小栁　光生 古川　隆心 南 快 八尋　大晴
福岡県 熊本県 福岡県 宮崎県 佐賀県 長崎県 宮崎県 福岡県

とうぼう　あらた えのもと　けいと たかまつ える やましな　はる はやし　かいり たずのき　まさひろ かわじ　こうわ こが　あおば

東房　新 榎本　圭登 高松 英留 山科　羽琉 林　海璃 尋木　雅弘 川路 幸和 古賀　碧波
福岡県 福岡県 宮崎県 長崎県 長崎県 佐賀県 宮崎県 福岡県

よしだ　るい さとしま　いのり いとう　しゅんたろう とみかわ　あさき ゆうもと　けんしん おおぐし　かいむさふぃり わだ　はると ひらた　ゆうすけ

吉田　琉唯 里島　祈吏 伊東　舜太朗 冨川　明咲 勇元　謙信 大串　海ムサフィリ 和田 春人 平田　裕典
福岡県 長崎県 大分県 長崎県 鹿児島県 鹿児島県 宮崎県 沖縄県

まつむら　こうりゅう たなか　はるま とうぼう　ひなた ながい　そうすけ みかわ りゅう おざき　かなた やまむら　れんと たちき　けいご

松村　幸龍 田中　暖真 東房　陽向 長井　颯佑 見川  龍 尾崎　叶多 山村　蓮翔 立木　奎伍
福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 宮崎県 長崎県 長崎県 長崎県

さとう　いち ほかだ　しょうたろう みなみ じん わたなべ　まさと まつもと　たいが はやし　ゆうが つちや ひろと ふくだ　れんと

佐藤　壱 外田　昇太郎 南　仁 渡邉　聖人 松本　大雅 林　優雅 土屋　洸人 福田　蓮翔
福岡県 熊本県 宮崎県 福岡県 福岡県 長崎県 宮崎県 長崎県

とうぼう　あおい なかぞの　ゆい ひの　せいら たはら　さら てらしま　きこ おの　あおば いまおか　ほのか なしろ　めいさ

東房　葵 中園　結衣 日野　星来 田原　幸来 寺島　希虹 小野　葵葉 今岡　穂花 名城　妃桜
福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 佐賀県 熊本県 鹿児島県 沖縄県

きたざと　るの はしもと　あやか かめがわ　ゆいか ふるの　あいか まつがの こう いちき ゆら たなか　つむぎ なかぞの　ゆいね

北里　瑠希 橋本　彩加 亀川　唯華 古野　愛佳 松ケ野　幸 市來 優楽 田中　紬稀 中園　紬寧
熊本県 大分県 福岡県 大分県 宮崎県 宮崎県 福岡県 福岡県

きのした　すず しもむら　ひなた あらき　りあ むらた　るるか かなと　ゆうあ はまな　かのん かわむら　れの しろた　ありみ

木下　鈴 下村　ひなた 荒木 理愛 村田　瑠琉華 金戸　結愛 濵名　栞希 川村　玲乃 城田　阿璃実
福岡県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 大分県 熊本県 長崎県 長崎県

いで　つぼみ わたなべ あゆみ ふたつぎ　さくら いまむら かりな みちぞえ　ゆめ なかえ　みき えじま　さき すぎた まあや

井手　蕾 渡邊  愛夢実 二木　さくら 今村 佳里奈 道添　由萌 中江　美姫 江島　咲稀 杉田 真彩
福岡県 宮崎県 福岡県 宮崎県 長崎県 鹿児島県 佐賀県 宮崎県

おかどめ　れみ つなさき　まお きんじょう　りん とくみつ　はんな つきなり　ゆいか おざき　もか かどはたあん たしろ　かんな

岡留　玲心 綱崎　眞 金城　凛 徳光 　絆心 月成　唯華 尾崎　喬椛 門畑　杏 田代　栞那
鹿児島県 長崎県 鹿児島県 大分県 福岡県 福岡県 福岡県 熊本県
さとう　みなみ こが　かんな まるよし　めい さとう　りこ まきの みずき いでた　あやさ たぐち　ことみ おくむら　まお

佐藤　未菜美 古賀　莞那 丸吉　芽生 佐藤　凛子 牧野 瑞葵 出田　彩紗 田口　琴望 奥村　真央
熊本県 福岡県 大分県 大分県 宮崎県 長崎県 熊本県 佐賀県

優勝 準優勝 第３位 第４位

小学 男子 沖縄県 大分県 宮崎県 長崎県B 長崎県A 佐賀県 鹿児島県

小学 女子 熊本県 沖縄県 長崎県A 大分県 長崎県B 宮崎県 鹿児島県 佐賀県

4年生

男子6年生

女子1年生

第８回全九州少年少女空手道選手権大会

個人形競技

団体形競技

個人組手競技

第３位 第５位区分

男子3年生

男子2年生

男子1年生

男子5年生

男子

女子2年生

女子3年生

女子4年生

区分 第３位 第５位

区分

女子5年生

女子6年生

男子1年生

3年生 男子

男子2年生

男子5年生

第５位

男子4年生

男子6年生

女子1年生

女子2年生

女子3年生

女子4年生

6年生 女子

女子5年生



優勝 準優勝 ３位

福岡県 沖縄県 宮崎県

福岡県 沖縄県 長崎県

福岡県 沖縄県 長崎県

男子総合

女子総合

団体総合

九州地区協議会議長賞


