
年少・年中 谷口雄海 熊本支部 山田健竜 中山 大友碧乃 熊本支部 村上心々寧 宮崎村上道場

年長 山田健虎 中山 大窪楓雅 鹿屋東部 宮本アスノ 熊本支部 福石沙彩 吉野

１年 藤田和成 松元 下園祐歩 円流会館

２年 岩田泰芽 慈眼寺 緒方一翔 熊本支部 千原陸虎 姶良 髙味夏希 慈眼寺

３年 泉　智大 宮崎支部

４年 堂脇謙心 垂水 緒方皇心 熊本支部 東　瑛太朗 川内 井野拳聖 宮崎支部

５年 田中蓮大 龍拳会 市来真吾 宮之城 黒田　蓮 宮崎支部

６年 平地令旺 串木野 岩下建心 串木野 田島圭旺 宮之城 中村哲捷 垂水

１年 福留　楓 伊佐

２年 塚本士道 熊本支部 福石琉花 吉野 木場太陽 串木野 大友渚叶 熊本支部

３年 台場鳳翔 枕崎 楠元晟真 松元

４年 楠田　条 熊本支部 新　瑛人 松元 中間清人 中山 伊黒　膳 龍拳会

５年 田口裕誠 龍拳会 川村大翔 吉野

６年 井野竜聖 宮崎支部 河野夢生 大分支部 谷口子龍 熊本支部 山本真大
極真会館
山下道場

１年 相良洸斗 川内 西別府和翔 松元 阿万大義 宮崎支部 浅野虎佑 坊海竜

２年 畑中湊大 長崎支部 堀内優我
極真会館
山下道場

井料耀太 坊海竜

３年 坂梨琉優 長崎支部 上釜龍志 枕崎 有満大晴 伊佐 水永大和 宮崎支部

４年 宮内利哲 宮之城 前原絆斗 坊海竜 谷口瑞生 伊集院 赤木景祐 伊集院

５年 西　篤望 坊海竜 藤﨑泰雅 伊集院 上水流　翼 鹿児島中央 落合悠井 大姶良

６年 鍋島大智 宮崎支部 隈元颯太 円流会館 中島錬臣 川内 坂本　健 伊集院

１年 別府建慎 慈眼寺 安山凉之輔 伊佐 中村大志 慈眼寺 緒方貫人 鹿児島中央

２年 堀野上　和 坂之上 樋口新晟 宮崎支部 曽和丈流 重富 東　凌央 宮崎支部

３年 野畑勇人 慈眼寺 河原壮太 中山 奥平拓見 宮之城

４年 西ノ園歩紀 姶良 横村将生 鹿屋東部

５年 坂口大翔 水俣 川畑勇之真 伊敷

１年・2年 谷口莉々愛 熊本支部

３年・4年 松岡奈都姫 龍拳会 開　恋菜 熊本支部 岩切　茉梨愛 垂水

５年・6年 西ノ原煌梨 川内 楠田めりあ 熊本支部

１年 邉志切珀音 松元

２年 楠田りりあ 熊本支部 本山鈴夏 国分

３年 谷川遥葵 坊海竜 進藤　煌 吉野

４年 井料愛梨 坊海竜 笑喜愛以理 騎射場

５年 堀野上　鈴 坂之上 餅井朱花 川内 田中瑠菜 枕崎

６年 堂脇　桜 垂水 松尾心杏 熊本支部 遠山千波 坊海竜

小学女子
ソフト
クラス

幼児の部
男女混合

小学男子
チャンピオン

クラス
軽量級

小学男子
チャンピオン

クラス
重量級

小学男子
ソフト
クラス

小学男子
チャレンジ

クラス

小学女子
チャンピオン

クラス

極真空手　第25回ドラゴンカップ西日本空手道選手権大会
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種　　目  優勝 準優勝 三位 三位



軽量級 平原日和 国分

重量級 久木山瑛菜 串木野

中学女子ソフト
クラス

無差別 小山鳳雅 熊本支部

軽量級 堀之内晴連 吉野 楠元陽真 松元 中島大地 川内

中量級 土井登也 長崎支部 山田幸征 宮崎支部 出水俊平 宮崎支部

重量級 西ノ原藍斗 川内 井下敦仁 宮崎支部 村上漣心 熊本村上道場

軽量級 中島鉄太 川内 高倉健人 加世田 竹下風希 宮之城

重量級 河野　颯 鹿屋東部 三反田慧人 中山 宮脇魁聖 伊佐

軽量級 荒木太一 熊本支部 吉田和桜 宮崎支部 東條駿翔 宮之城

重量級 﨑山朋輝 宮之城 中園颯太 鹿屋東部

高校・一般
女子の部

上級 榎谷吏織 鹿屋東部

一般女子 ３５歳以上 迫　光代 山川

初級 岩﨑　崇 鹿屋中央

上級 新井辰美 鹿児島中央 前田康晴 上町

一般男子
５０歳以上

上級 本部　淳 熊本支部 岡部浩一 牧園 松原三十四 鹿屋中央

軽量級 堀井朱優 熊本支部

重量級 荒田弘樹 鹿児島中央

一般男子
上級

無差別 中川樹希 白蓮会館 林　利玖 国分

一般男子
初級

中学女子

中学男子

中学男子ソフト
クラス

高校男子
上級

一般男子
３５歳以上
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