
形の部 杵築文化体育館
個人 １位 ２位 ３位 ３位

池邉 友惺 上野 龍希 福井 梨乃
秀徳会 秀徳会 俊空塾

大田 昂生 本室 忠雅 福良 翔馬
秀徳会 秀徳会 曵汐道場

日名子陽花 末吉 珠奈 福田 為耀
秀徳会 秀徳会 正見道場

平井 敦人 佐藤 朔悠 松邑 孝太朗  大田 侑生
判田 秀徳会 豊府 秀徳会

筒井 美光 橋本 彩加 柳井 花菫
秀徳会 橋本道場 大在樹道館

佐藤 龍希 古梶 景大 佐藤 翼
秀徳会 中津修武館 豊府

大塚 生啓 河野 真那 佐藤 天珂
中津拳心会 錬武会 原北道場
筒井 琥大 中畑 友樹 魚屋 蓮翔

秀徳会 正見道場 原北道場
酒井 里衣菜 麻生 日菜乃 梅田 咲優

原北道場 秀徳会 俊空塾
日名子 柊也 梅本 晃大 古梶 快晟

秀徳会 判田 中津修武館
橋本 咲和 猪俣 莉子 平井 沙奈

秀武館 大在樹道館 判田
後藤 陸斗 中畑 晴樹 土師 彰真

秀徳会 正見道場 原北道場
佐藤 凛子 酒井 愛華 田中 凜佳

秀徳会 原北道場 中津拳心会
組手の部

個人 １位 ２位 ３位 ３位
佐藤 旭 古野 有紗 安部 郁人 水永 蓮真

豊府 橋本道場 秀徳会 錬武会

川野 颯太 山崎 銀士 福良 翔馬 安坂 豪

俊空塾 拳誠会 曵汐道場 橋本道場

寺田 こと葉 濱砂 李佳 福田為耀 谷口 美月

橋本道場 錬武会 正見道場 鶴崎仁武館

河津 岳人 松尾 伊織 佐藤 恵太 平井 敦人

中津修武館 橋本道場 豊府 判田

橋本 彩加 大島 苺華 相良 莉乃 古野 愛佳

橋本道場 橋本道場 橋本道場 橋本道場

佐藤 龍希 古梶 景大 峰藤 遥 金澤 項太

秀徳会 中津修武館 中津修武館 橋本道場

川﨑 璃美 金戸 結愛 角  一花 佐藤 美月

桃園 大在樹道館 判田 中津修武館

伊東 舜太朗 寺田 結登 魚屋 蓮翔 中畑 友樹

橋本道場 橋本道場 原北道場 正見道場

穴井 羽奏 田中 凜 山崎 凛夏 藍畑 悠

橋本道場 俊空塾 拳誠会 致道館

杉山 流月 奥名 飛翔 堀 景祐 大島 空優

橋本道場 大在樹道館 橋本道場 橋本道場

徳光 絆心 松尾 琴葉 平井 沙奈 橋本 咲和

橋本道場 橋本道場 判田 秀武館

魚屋 耀翔 本多 健将 中畑 晴樹 一岡 豪太

原北道場 原北道場 正見道場 原北道場

佐藤 凛子 金戸 紅空 丸吉 芽生 江玉 このみ

秀徳会 大在樹道館 橋本道場 原北道場

1位 2位 3位 4位

秀徳会 橋本道場 原北道場 中津修武館

混合  

混合
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総合順位

道場名
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