
　　組手・入賞者リスト №２
よみがな こやしきるい とおやかずき

1年 小屋敷塁 遠矢一貴 なし なし
所属道場 加治木道場 中山道場

よみがな きはらこいたろう おがたこうしん たにのくちけいしん のなかたいき

２年 木原鯉太朗 緒方皇心 谷之口慶真 野中大城
所属道場 長崎支部 熊本支部 松元道場 千葉ＫＷＦ極真会館

よみがな にしとくも いわさきいっせい まきしおん かみずるつばさ

３年 西篤望 岩﨑一晟 牧心温 上水流翼
所属道場 鹿児島 慈眼寺道場 慈眼寺道場 鹿児島中央道場

よみがな なかのひりゅう もろくまるき なかしまれんしん おさだたくみ

４年 中野一瑠 諸隈琉輝 中島錬臣 長田拓己
所属道場 鹿児島 頴娃道場 川内道場 宮崎支部

よみがな たなかくうが まつざきまさひと くろだりゅうき

５年 田中琉雅 松﨑真仁 黒田龍輝 なし
所属道場 熊本支部 熊本支部 宮崎支部

よみがな はらざきしんら たなかひゅうが

６年 原崎森羅 田中彪雅 なし なし
所属道場 鹿児島竜真館 熊本支部

よみがな おのさとえまさくらこ もちいしゅうか

３・４年 小野里エマ桜子 餅井朱花 なし なし
所属道場 熊本支部 川内道場

よみがな かどまつあやね やましたひな

５・６年 門松文音 山下陽菜 なし なし
所属道場 伊敷 伊集院道場

よみがな ふくもとやまと くろきしゆう くぶきしょう たにそら

軽量級 福本大和 黒木心優 久冨木　祥 谷　宙頼
所属道場 愛媛高見空手 宮崎支部 姶良道場 熊本支部

よみがな いのうえしゅんや いのしたあつひと

中量級 井上舜矢 井下篤仁 なし なし
所属道場 熊本秋岡塾 宮崎支部

よみがな にしのはらだいき うえのはらたから やましただいき

重量級 西ノ原大希 上之原空良 山下大輝 なし
所属道場 慈眼寺道場 宮崎格闘塾 有明道場

よみがな うちやまはやと さきやまともき つるかいと

軽量級 内山颯人 﨑山朋輝 水流海斗 なし
所属道場 宮崎支部 宮之城道場 鹿屋東部道場

よみがな なかむらゆうと こまきたくや はまわきゆうと ながのかける

重量級 中村優斗 小牧拓也 濵脇夢叶 長野　翔
所属道場 玉里団地道場 宮崎支部 伊敷道場 福岡烈士會

やましたあゆみ まつたけつぐみ

山下あゆみ 松竹つぐみ なし なし
吉野道場 宮崎支部

かくいけせら やましたももよ たけわきちか

角井けせら 山下桃代 竹脇千花 なし
宮之城道場 愛媛高見空手 吉野道場

よみがな ふくもとしょうけん おくむらきょうた あらきたいち

軽量級 福本尚健 奥村匡太 荒木太一 なし
所属道場 愛媛高見空手 鹿屋東部道場 熊本支部

よみがな やまうちしりゅう にしのはらかい

中量級 山内史龍 西ノ原魁 なし なし
所属道場 熊本支部 川内道場

よみがな かくいちから たなかゆうり やつしろたいち

重量級 角井力 田中優利 八代太一 なし
所属道場 宮之城道場 千葉ＫＷＦ極真会館 宮崎誠龍門

えのきだにりお もりまなみ いかりなつき

榎谷吏織 森愛美 錨菜月 なし
鹿屋東部道場 長崎支部 伊敷道場

あらいたつみ やましたひろあき おなかけいいちろう

新井辰美 山下浩明 尾仲圭一郎 なし
鹿児島中央道場 国分道場 川内道場

そのだまさる かどやひろき こがたともはる

薗田　勝 門屋大樹 小形朝治 なし
国分道場 長崎極西会館 水俣道場

いのうえりきまる みやじまかずき いわしたけんしろう ぶらいあん・でぃぞん

軽量級 井上吏輝丸 宮島一騎 岩下拳史郎 BryanDizon
宮之城道場 鹿屋東部道場 鹿児島内田道場 極真流フィリピン

よみがな そのだたいよう まえだりょう こばこうたろう さかぐちゆうき

無差別 園田太陽 前田凌 木場航太郎 坂口優樹
所属道場 熊本支部 国分道場 串木野道場 熊本支部
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