第８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

佐藤太陽（武煌会館）

北嶋塁（武煌会館）

瀬戸口春也（立志会）

川村隼士（和神會）

小学 1 年男子

平優翔（武煌会館）

森本洸樹（統心會）

仮屋翔織（桜神會館）

田中湊（閃捷塾）

小学 2 年男子

山本和輝（統心會）

大嶋恵輔（至道会館）

手塚匠（成心會 福岡）

綾部勇成（中村道場）

小学 3 年男子 27 ㎏未満

河野真心（勇輝会館）

西山大翔（無心拳）

矢野凛斗（如水会館）

松本拓己（烈士塾）

小学 3 年男子 27 ㎏以上

三山愛瑠（武煌会館）

喜多翔平（流心館）

桑野瑠（修慧会）

松坂壮良（義道会館）

小学 4 年男子 30 ㎏未満

安原龍馬（武煌会館）

秦凰峨（拳王道）

中村弦楽（極真会館 竹吉道場）

藤田壮真（極真会館 浜井派 石川道場）

小学 4 年男子 30 ㎏以上

大嶋隆太郎（至道会館）

三木琉誠（如水会館）

長菅斗哉（長迫道場）

石川獅（真武會）

小学 5 年男子 35 ㎏未満

田中文太（聖心會）

松上武早志（烈士塾）

小学 5 年男子 35 ㎏以上

田中蒼真（桜塾）

山下隼弥（烈士會）

山口大福（戦士會）

西田煌生（烈士塾）

小学 6 年男子 40 ㎏未満

山田心（統心會）

田中梗吾（閃捷塾）

西村竜翔（ノーティーカラテアカデミー）

内田陽瀬（飛心会）

小学 6 年男子 40 ㎏以上

日原愛弥（武煌会館）

丸井蒼空（聖武会館）

﨑村亮太（餅田道場）

森昴琉（圏彗會）

中学 1 年男子 42 ㎏未満

安東海音（飛心会）

三井所大地（統心會）

坂本拓海（白蓮会館 石橋）

田嶋尊（武煌会館）

中学 1 年男子 52 ㎏未満

岩田瑠斗（祐心会）

朝倉裕次郎（飛心会）

中学 1 年男子 52 ㎏以上

三木翔斗（至道会館）

平瀬仁（烈士塾）

神重翔央（拳道会館）

平田康輔（平田道場）

中学２～3 年男子 47 ㎏未満

澤津秀亮（武煌会館）

土田翔生（武奨館 吉村道場）

村上力仁（桜神會館）

三井所太陽（統心會）

中学２～3 年男子 57 ㎏未満

赤澤優芽（白蓮会館 石橋）

藤江礼（烈士會）

大石陽士（統心會）

川瀬統也（吉塚道場）

中学２～３年男子 57 ㎏以上

竹内悠敦（竹内道場）

竹山和貴（武神 佐藤道場）

髙橋夏都（闘真会館）

西岡哲汰（至道会館）

高校男子 60 ㎏未満

福井雄基（真門塾）

久野瑛稀（閃捷塾）

賀久耀大（闘龍會）

竹山想真（武神 佐藤道場）

高校男子 70 ㎏未満

水谷翔（久保田道場）

高校男子 70 ㎏以上

松﨑貫太（真武會）

幼年女子

有正秋芭（横山道場）

小学 1 年女子

佐藤有亜（長迫道場）

小学 2 年女子

瀬戸口紗愛（立志会）

小学 3 年女子

山田天（統心會）

棗田みやび（平田道場）

小学 4 年女子 30 ㎏未満

柴生諒（飛心会）

内藤茉凛（中村道場）

九鬼心音（学心会）

土居柚葉（光武会館）

小学 4 年女子 30 ㎏以上

金子海里（真武會）

平山咲妃（白蓮会館 羽曳野）

小学 5 年女子 35 ㎏未満

門田望来（道真会館 松本道場）

土屋愛果（至道会館）

小学 5 年女子 35 ㎏以上

藤井蒼羽（武心塾カラテ）

百田万穂（拳武会館）

小学 6 年女子 40 ㎏未満

水谷藍（久保田道場）

中森麻乃（光武会館）

八木渚（極真会館 浜井派 石川県）

木下千歌（真闘塾 高千穂道場）

小学 6 年女子 40 ㎏以上

曽根勝沙也香（流心館）

後藤星菜（新極真会 徳島北東あわじ）

中学 1 年女子 43 ㎏未満

平野楓（真武會）

久野莉豆（閃捷塾）

中学２～３年女子 43 ㎏未満

山口ちまき（戦士會）

山瀬茉緒（極真会館 浜井派 石川県）

中学２～３年女子 50 ㎏未満

内田優日（飛心会）

来島彩華（芦原会館 小月）

中学２～３年女子 50 ㎏以上

小森心（飛凰会）

高校女子 48 ㎏未満

福井瑞希（真門塾）

高校女子 55 ㎏未満

葛原美紗希（真武會）

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）

一般女子

小出奈津子（芦原会館）

平山慶（白蓮会館

３位

手塚晃樹（成心會

福岡）

野村魁希（桜塾）

羽曳野）

３位

初級クラス

優勝

幼年男女混合

田嶋梓（武煌会館）

準優勝

小学１年男女混合

大畠成惺（武煌会館）

柳井雄心（武煌会館）

小学２年男女混合

安本咲人（至道会館）

三木翔聖（至道会館）

益田空（至道会館）

熊田翔（武煌会館）

小学３年男女混合

桐島瑠野（武煌会館）

城戸飛勇（武煌会館）

佐藤翼（武煌会館）

阿部大翔（和神會）

小学４年男女混合

城戸栄潤（武煌会館）

田辺夏実（和神會）

五頭希央（武煌会館）

三宅輝直（真武會）

小学５年男女混合

尾﨑喜一（真武會）

松井大空（真武會）

小学６年男女混合

國本陽希（至道会館）

中学男子

田原京介（安原道場）

一般男子

石川優（流心館）

田辺浩一（和神會）

３位

