第７回全中国空手道選手権大会

大会結果

選抜クラス

優勝

準優勝

幼年男子

中岸愛琉斗（内田塾）

山下龍絆（白蓮会館 堺）

３位

小学 1 年男子

木下煌之介（白蓮会館 堺）

山本和輝（桜神會館）

川村大和（和神會）

吉田空翔（烈士塾）

小学 2 年男子

丸茂拓登（七州会

東海）

野々垣駿真（祐心会）

三山愛瑠（武煌会館）

吉井連（誠流塾）

小学 3 年男子 27 ㎏未満

平林新舵（七州会

東海）

龍瀧瑠偉（極真会館 浜井派 石川県）

瀬尾旺文（桜塾）

櫻井大輝（烈士塾）
長菅斗哉（長迫道場）

小学 3 年男子 27 ㎏以上

村上剣心（極真会館 米山道場）

田村莉久翔（男塾）

大谷颯士（白蓮会館 堺）

小学 4 年男子 30 ㎏未満

浅沼英汰（実践会館）

松上武早志（烈士塾）

守田琥伯（極真会館 浜井派 石川県）

小学 4 年男子 30 ㎏以上

山口大福（戦士會）

小学 5 年男子 35 ㎏未満

山田心（圏彗會 佐賀県）

小学 5 年男子 35 ㎏以上
小学 6 年男子 40 ㎏未満

丸茂雄太（七州会

東海）

山田響月（七州会

広田）

嶋本結和（秋岡塾）

武田大輝（真武會）

大澤志翔（勇誠会 井上道場）

鈴木聖生（飛心会）

大田一ノ輔（久保田道場）

日原愛弥（武煌会館）

田村凜太朗（男塾）

有賀巧真（神谷塾）

宮岸鷹輝（聖武会館）

村上大仁（桜神會館）

谷本悠真（修慧会）

内藤行雲（大鹿道場）

久冨裕大（桜神會館）

小学 6 年男子 40 ㎏以上

平山凜（白蓮会館

羽曳野）

三木翔斗（至道会館）

牛田裕介（武神 佐藤道場）

松田彪雅（白蓮会館 奈良学園前）

中学 1 年男子 42 ㎏未満

藤原司（勇誠会 井上道場）

澤津秀亮（武煌会館）

青木悠柊（飛心会）

植松右京（飛心会）

中学 1 年男子 52 ㎏未満

日原愛裕（武煌会館）

中山星音（桜塾）

村上斗輝（金森道場）

好岡康成（真武會）

中学 1 年男子 52 ㎏以上

小島覇央（桜神會館）

安居怜生（飛心会）

向井洵（聖武会館）

髙橋惺哉（芦原会館 小月）

中学２～3 年男子 47 ㎏未満

鈴木佑多（桜塾）

玉置大聖（閃捷塾）

鈴木颯空（飛心会）

山下黎苑（白蓮会館 堺）

中学２～3 年男子 57 ㎏未満

竹山和貴（武神 佐藤道場）

後藤優斗（新極真会 徳島北東あわじ）

長野翔（烈士會）

眞鍋貫太朗（至道会館）

中学２～３年男子 57 ㎏以上

水谷翔（久保田道場）

小寺啓（餅田道場）

竹内悠敦（竹内道場）

高校男子 60 ㎏未満

紺堂修唯（芦原会館）

井手尾颯真（烈士會）

鳥居寛司（極真会館 浜井派木島）

前田拳（一道会）

高校男子 70 ㎏未満

平田大輔（平田道場）

廣田葵生（至道会館）

二宮光（流心館）

桐島瑞季（武煌会館）

高校男子 70 ㎏以上

三宅貴弥（武煌会館）

幼年女子

高橋瑠衣（流心館）

小学 1 年女子

上野美羽（養心会）

小学 2 年女子

松上美凪（烈士塾）

山田天（圏彗會 佐賀県）

小学 3 年女子

平山咲妃（白蓮会館 羽曳野）

有賀咲乃（神谷塾）

中村麻耶（勇気会）

内藤茉凜（中村道場）

小学 4 年女子 30 ㎏未満

神田桃香（聖心會）

小倉未夢（聖武会館）

小学 4 年女子 30 ㎏以上

原百花（祐心会）

門田望来（道真会館 松本道場）

小学 5 年女子 35 ㎏未満

水谷藍（久保田道場）

中森麻乃（光武会館）

野々垣柚菜（祐心会）

小学 5 年女子 35 ㎏以上

曽根勝沙也香（流心館）

日髙まい（伸武館）

松本峯空（拳武会館）

後藤星菜（新極真会 徳島北東あわじ）

小学 6 年女子 40 ㎏未満

中園ひより（拳聖塾）

平野楓（真武會）

正木希春（久保田道場）

古田ひなの（飛心会）

中学 1 年女子 43 ㎏未満

森麗有（飛凰会）

西山亜希（桜神會館）

中学 1 年女子 43 ㎏以上

小森心（飛凰会）

野々垣紗花（祐心会）

中学２～３年女子 43 ㎏未満

小寺もとこ（餅田道場）

中学２～３年女子 50 ㎏未満

内田優日（飛心会）

中学２～３年女子 50 ㎏以上

力久遥（圏彗會 佐賀県）

高校女子 55 ㎏未満

續木野々花（烈士會）

上級クラス

優勝

準優勝

一般男子

三宅貴弥（武煌会館）

平田大輔（平田道場）
中森麻耶（光武会館）

平山慶（白蓮会館

羽曳野）

山田萌夏（七州会

広田）

松岡渚紗（勇輝会館）

３位

一般女子

田中眞奈美（芦原会館 小月）

初級クラス

優勝

準優勝

幼年男女混合

山本瑛士（和神會）

吉森颯太（至道会館）

小学１年男女混合

川山大耀（恒心会館）

吉森天羽（至道会館）

小学２年男女混合

岩崎陽央（至道会館）

二宮愛十（至道会館）

國本蒼空（至道会館）

城戸飛勇（武煌会館）

小学３年男女混合

藤原秀尚（至道会館）

浦辺遼磨（凜水流空手拳法）

横關遼（凜水流空手拳法）

城戸栄潤（武煌会館）

小学４年男女混合

吉岡大将（誠心塾）

佐々木愛斗（真武會）

高田双葉（武煌会館）

田原慶汰（安原道場）

小学５年男女混合

上田彪人（餅田道場）

廣瀬瑛士（武煌会館）

小学６年男女混合

田原京介（安原道場）

田嶋尊（武煌会館）

中学男子

和久井勇真（拳武会館）

一般男子

久戸瀬友弥（実）

壮年

田辺浩一（和神會）

阿部大地（和神會）

３位

