
第34回佐賀県少年少女空手道選手権大会
【 2022年5月15日(日)  鳥栖市民体育館 】

3年男子個人形競技
※【グループ演武の場合】 (★マーク)⇒上位進出者 (再演武マーク)⇒再演武にて順位確定      ※【対戦演武の場合】 (□マーク)⇒勝ち (×マーク)⇒負け

ROUND1 POOL1
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

赤3 03 尋木 雅弘 たずのき まさひろ 三神会 平安 五段(基本形三) 15.54 6.84 22.38 1 ★
赤2 02 高橋 快李 たかはし かいり 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.28 5.94 20.22 2 ★
赤1 01 枦木 隣太朗 はしのき りんたろう 東脊振空手クラブ 平安 ニ段(基本形三) 13.86 5.82 19.68 3 ★
赤7 07 小野 龍成 おの りゅうせい 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 13.86 5.76 19.62 4 ★
赤4 04 田久保 慶太 たくぼ けいた 古賀道場 ピンアン ニ段 13.72 5.82 19.54 5
赤6 06 池末 悠雅 いけまつ ゆうが 古賀道場 ピンアン ニ段 13.30 5.58 18.88 6
赤5 05 松尾 翔栄 まつお しょうえい 有田町空手道連盟 平安 ニ段(基本形三) 12.60 5.40 18.00 7

ROUND1 POOL2
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

赤1 08 中野 帆尊 なかの ほたか 旭空手道クラブ ピンアン 三段 15.12 6.54 21.66 1 ★
赤6 13 田中 瑞樹 たなか みずき 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.70 6.36 21.06 2 ★
赤5 12 堀内 隆平 ほりうち りゅうへい 鳥栖空手道クラブ ピンアン 三段 14.84 6.18 21.02 3 ★
赤3 10 久保田 紹友 くぼた しょうすけ 古賀道場 ピンアン ニ段 14.42 6.30 20.72 4 ★
赤2 09 池田 彪愛 いけだ るきあ 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.14 6.00 20.14 5
赤4 11 田中 理仁 たなか りひと 古賀道場 ピンアン ニ段 13.86 5.82 19.68 6

ROUND1 POOL3
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

青4 17 下村 錬聖 しもむら れんせい 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 16.66 7.02 23.68 1 ★
青7 20 野口 稜夏 のぐち りょうが 古賀道場 ピンアン 初段 15.26 6.48 21.74 2 ★
青6 19 米村 渉 よねむら わたる 鳥栖空手道クラブ ピンアン 三段 13.72 5.70 19.42 3 ★
青1 14 森永 煌晴 もりなが こうせい 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形二) 13.72 5.64 19.36 4 ★
青3 16 中村 恭輔 なかむら きょうすけ 中原少年空手クラブ ピンアン ニ段 12.74 5.40 18.14 5
青5 18 吉田 康之介 よしだ こうのすけ 古賀道場 ピンアン ニ段 11.76 4.92 16.68 6
青2 15 岡田 律 おかだ りつ (KK) 旭空手道クラブ

ROUND1 POOL4
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

青6 26 小野 秀真 おの しゅうま 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 15.68 6.78 22.46 1 ★
青5 25 川原 颯馬 かわはら そうま 古賀道場 ピンアン ニ段 14.70 6.42 21.12 2 ★
青3 23 阿部 響人 あべ ひびと 小城市空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.84 6.24 21.08 3 ★
青2 22 西岡 竜希 にしおか りゅうき 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.28 6.06 20.34 4 ★
青1 21 山崎 勇揮 やまさき ゆうき 三神会 平安 ニ段(基本形三) 13.44 6.00 19.44 5
青4 24 小隈 蓮斗 おぐま れんと 鳥栖空手道クラブ ピンアン 三段 13.44 5.70 19.14 6

ROUND2 POOL1
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

赤1 03 尋木 雅弘 たずのき まさひろ 三神会 平安 五段(基本形三) 15.82 6.90 22.72 1 ★
赤3 08 中野 帆尊 なかの ほたか 旭空手道クラブ ピンアン 三段 14.98 6.42 21.40 2 ★
赤6 13 田中 瑞樹 たなか みずき 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.84 6.36 21.20 3 ★
赤4 12 堀内 隆平 ほりうち りゅうへい 鳥栖空手道クラブ ピンアン 三段 14.42 6.18 20.60 4 ★
赤5 10 久保田 紹友 くぼた しょうすけ 古賀道場 ピンアン ニ段 13.86 6.12 19.98 5
赤7 07 小野 龍成 おの りゅうせい 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 13.86 5.94 19.80 6
赤8 01 枦木 隣太朗 はしのき りんたろう 東脊振空手クラブ 平安 ニ段(基本形三) 13.86 5.94 19.80 7
赤2 02 高橋 快李 たかはし かいり 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 13.86 5.94 19.80 8

ROUND2 POOL2
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

青8 17 下村 錬聖 しもむら れんせい 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 16.10 6.90 23.00 1 ★
青1 26 小野 秀真 おの しゅうま 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 15.82 6.84 22.66 2 ★
青4 23 阿部 響人 あべ ひびと 小城市空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 15.12 6.42 21.54 3 ★
青7 22 西岡 竜希 にしおか りゅうき 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 14.84 6.24 21.08 4 ★
青5 19 米村 渉 よねむら わたる 鳥栖空手道クラブ ピンアン 三段 14.70 6.30 21.00 5
青2 20 野口 稜夏 のぐち りょうが 古賀道場 ピンアン 初段 14.14 5.94 20.08 6
青6 25 川原 颯馬 かわはら そうま 古賀道場 ピンアン ニ段 13.58 5.82 19.40 7
青3 14 森永 煌晴 もりなが こうせい 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 13.58 5.76 19.34 8
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第34回佐賀県少年少女空手道選手権大会
【 2022年5月15日(日)  鳥栖市民体育館 】

3年男子個人形競技
※【グループ演武の場合】 (★マーク)⇒上位進出者 (再演武マーク)⇒再演武にて順位確定      ※【対戦演武の場合】 (□マーク)⇒勝ち (×マーク)⇒負け

ROUND3 POOL1
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

赤3 03 尋木 雅弘 たずのき まさひろ 三神会 ジオン 16.10 6.84 22.94 1 ★
赤1 13 田中 瑞樹 たなか みずき 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 14.98 6.30 21.28 2 ★
赤4 08 中野 帆尊 なかの ほたか 旭空手道クラブ ピンアン 初段 14.14 6.06 20.20 3 ★
赤2 12 堀内 隆平 ほりうち りゅうへい 鳥栖空手道クラブ ピンアン 初段 13.44 5.70 19.14 4

ROUND3 POOL2
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 順位

青1 17 下村 錬聖 しもむら れんせい 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 15.68 6.78 22.46 1 ★
青3 26 小野 秀真 おの しゅうま 江北空手道クラブ ジオン 15.40 6.60 22.00 2 ★
青2 23 阿部 響人 あべ ひびと 小城市空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 14.70 6.30 21.00 3 ★
青4 22 西岡 竜希 にしおか りゅうき 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 14.14 6.00 20.14 4

BRONZE MEDAL MATCH1 
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 勝敗

赤1 13 田中 瑞樹 たなか みずき 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 14.56 6.18 20.74 ×
青2 23 阿部 響人 あべ ひびと 小城市空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 14.56 6.24 20.80 □

BRONZE MEDAL MATCH2 
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 勝敗

赤1 08 中野 帆尊 なかの ほたか 旭空手道クラブ ピンアン 初段 14.70 6.30 21.00 ×
青2 26 小野 秀真 おの しゅうま 江北空手道クラブ ジオン 15.12 6.42 21.54 □

GOLD MEDAL MATCH
選     手     名 団 体 名 形                名 TEC ATH 得点 勝敗

赤1 03 尋木 雅弘 たずのき まさひろ 三神会 ジオン 15.96 6.72 22.68 □
青2 17 下村 錬聖 しもむら れんせい 江北空手道クラブ 平安 ニ段(基本形三) 14.70 6.30 21.00 ×
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