
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 】

5年女子個人形競技
※【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5 05 後藤 真歩 ごとう まほ 麓空手道クラブ ピンアン 五段 15.96 6.90 22.86 1 ★
赤1 01 久野 結月 ひさの ゆずき 江北空手道クラブ 平安 五段(基本形三) 15.40 6.60 22.00 2 ★
赤8 08 久野 萌衣 ひさの めい 拳城館 平安 五段(基本形二) 15.40 6.60 22.00 3 ★
赤6 06 松永 理乃 まつなが りの 三根空手道クラブ ピンアン 初段 14.14 5.94 20.08 4 ★
赤3 03 大坪 樹来 おおつぼ きら ワールド松濤館 平安 ニ段(基本形三) 14.00 6.06 20.06 5
赤2 02 福原 真梨 ふくはら まり 北茂安空手道クラブ ピンアン 四段 13.86 5.76 19.62 6
赤7 07 古賀 結菜 こが ゆうな 中原少年空手クラブ ピンアン 三段 13.58 5.64 19.22 7
赤4 04 溝上 ひよ莉 みぞかみ ひより 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 13.30 5.64 18.94 8

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

青8 16 坂元 咲奈 さかもと さな 小城市空手道クラブ 平安 五段(基本形三) 15.82 6.78 22.60 1 ★
青1 09 橋本 紗季 はしもと さき 江北空手道クラブ 平安 五段(基本形三) 15.68 6.72 22.40 2 ★
青4 12 白水 和心 しろみず わみ 三神会 平安 五段(基本形三) 14.98 6.48 21.46 3 ★
青6 14 宮原 はな みやはら はな 北茂安空手道クラブ ピンアン 五段 14.70 6.30 21.00 4 ★
青3 11 下田 想愛 しもだ そあ 東脊振空手クラブ 平安 五段(基本形三) 14.28 6.18 20.46 5
青2 10 山下 ひまり やました ひまり 太良空手道クラブ ゲキサイ 第一 13.86 5.82 19.68 6
青5 13 黒岩 恵芽愛 くろいわ えめら 江北空手道クラブ 平安 初段(基本形三) 13.44 5.82 19.26 7
青7 15 野口 楓実夏 のぐち ふみか 三根空手道クラブ ピンアン ニ段 13.44 5.70 19.14 8

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

赤2 05 後藤 真歩 ごとう まほ 麓空手道クラブ チントウ 15.82 6.90 22.72 1 ★
赤3 01 久野 結月 ひさの ゆずき 江北空手道クラブ ジオン 15.26 6.48 21.74 2 ★
赤4 08 久野 萌衣 ひさの めい 拳城館 バッサイダイ 14.98 6.42 21.40 3 ★
赤1 06 松永 理乃 まつなが りの 三根空手道クラブ ピンアン 五段 13.86 5.82 19.68 4

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

青1 16 坂元 咲奈 さかもと さな 小城市空手道クラブ カンクウダイ 15.54 6.54 22.08 1 ★
青3 09 橋本 紗季 はしもと さき 江北空手道クラブ ジオン 15.12 6.48 21.60 2 ★
青4 14 宮原 はな みやはら はな 北茂安空手道クラブ チントウ 14.70 6.30 21.00 3 ★
青2 12 白水 和心 しろみず わみ 三神会 ジオン 14.42 6.18 20.60 4

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

赤1 01 久野 結月 ひさの ゆずき 江北空手道クラブ ジオン 15.26 6.54 21.80 □
青2 14 宮原 はな みやはら はな 北茂安空手道クラブ チントウ 14.56 6.18 20.74 ×

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

赤1 08 久野 萌衣 ひさの めい 拳城館 バッサイダイ 15.40 6.48 21.88 □
青2 09 橋本 紗季 はしもと さき 江北空手道クラブ ジオン 14.98 6.48 21.46 ×

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

赤1 05 後藤 真歩 ごとう まほ 麓空手道クラブ チントウ 15.96 6.84 22.80 □
青2 16 坂元 咲奈 さかもと さな 小城市空手道クラブ カンクウダイ 15.54 6.72 22.26 ×

一般社団法人 佐賀県空手道連盟
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