


形 小学1年男子
優勝 丸山　　翼 日新舘綾川 滝宮小
２位 渡邉　瑠哉 日新館香川 多肥小学校
３位 郡　康介 日新館仏生山 仏生山小

形 小学1年女子
優勝 岡　恵美 日新館仏生山 仏生山小
２位 橋本　琴音 創真道 鬼無小学校
３位 竹内　季衣奈 協会さぬき 白山小学校

形 小学2年男子
優勝 藤本　康正 日新舘綾川 香西小
２位 矢野　抄英 日新舘綾川 陶小
３位 和田　康輝 和道会大川 さぬき南小

形 小学2年女子
優勝 山下　礼那 日新館本部 志度小
２位 杉本　愛莉 日新館仏生山 仏生山小
３位 熊野　妃美花 創真道 鬼無小学校

形 小学3年男子
優勝 工藤　誠牙 義照舘川島 国分寺北部小学校

２位 伊丹　岳 空手協会高松 古高松南小
３位 齊藤　仁 修交会牟礼 牟礼南
３位 讃野　朔 日新館本部 太田南小

形 小学3年女子
優勝 久保　結奈 日新館仏生山 平井小
２位 木津　有唯 空手協会高松 多肥小
３位 吉谷　和華 空手協会白鳥 氷上小

形 小学4年男子
優勝 山田　暖大 日新舘綾川 滝宮小
２位 河端　蒼 日新館本部 城坤小
３位 廣瀬　悠宇 日新舘綾川 陶小

形 小学4年女子
優勝 三木　結心 日新館仏生山 仏生山小
２位 川崎　穂乃花 義照舘川島 川島小学校
３位 大森　海里 和道会大川 白鳥小

形 小学5年男子
優勝 工藤　楓牙 義照舘川島 国分寺北部小学校

２位 大屋敷　翔大 日新舘綾川 昭和小
３位 池田　蒼矢 日新舘綾川 国分寺南部小

形 小学5年女子
優勝 前川　千晴 日新館仏生山 多肥小
２位 西岡　徠夢 日新館本部 志度小
３位 前田　明里 修交会牟礼 志度

形 小学6年男子
優勝 川崎　飛勇真 義照舘川島 川島小学校
２位 八木　青葉 和道会香川 引田小
３位 矢野　吉人 日新舘綾川 陶小



形 小学6年女子
優勝 塚原　瑞樹 修交会牟礼 牟礼
２位 植松　凛 日新館仏生山 仏生山小
３位 橋本　百恵 創真道 鬼無小学校

組手 小学1年男子
優勝 丸山　　翼 日新舘綾川 滝宮小
２位 渡邉　瑠哉 日新館香川 多肥小学校
３位 郡　康介 日新館仏生山 仏生山小

組手 小学1年女子
優勝 赤瀬　愛永 日新舘綾川 滝宮小
２位 岡　恵美 日新館仏生山 仏生山小
３位 橋本　琴音 創真道 鬼無小学校
３位 野嶋　愛凛 日新舘綾川 滝宮小

組手 小学2年男子
優勝 矢野　抄英 日新舘綾川 陶小
２位 藤本　康正 日新舘綾川 香西小
３位 太田　波琉 日新館本部 高松第一小
３位 柳川　純太郎 日新舘綾川 栗熊小

組手 小学2年女子
優勝 山下　礼那 日新館本部 志度小
２位 杉本　愛莉 日新館仏生山 仏生山小
３位 丸山　乃愛 日新舘綾川 滝宮小
３位 熊野　妃美花 創真道 鬼無小学校

組手 小学3年男子
優勝 伊丹　岳 空手協会高松 古高松南小
２位 内村　太星 協会さぬき 十河小学校
３位 天野　叶一 日新館仏生山 仏生山小
３位 丸尾　悠真 日新館仏生山 三渓小

組手 小学3年女子
優勝 久保　結奈 日新館仏生山 平井小
２位 岡　吉良乃 協会さぬき 氷上小学校
３位 釋　浩彩 空手協会高松 多肥小
３位 大西　日菜 空手協会白鳥 寒川小

組手 小学4年男子
優勝 山田　暖大 日新舘綾川 滝宮小
２位 高井　伶凰 日新舘綾川 国分寺南部小
３位 佐藤　義斗 協会さぬき 平井小学校
３位 大野　桔一 日新舘綾川 滝宮小

組手 小学4年女子
優勝 大森　海里 和道会大川 白鳥小
２位 三木　結心 日新館仏生山 仏生山小
３位 永峰　希彩 和道会香川 引田小
３位 佐藤　みちる 日新館仏生山 円座小

組手 小学5年男子
優勝 大屋敷　翔大 日新舘綾川 昭和小
２位 小森　琥汰朗 日新館本部 国分寺北部小
３位 工藤　楓牙 義照舘川島 国分寺北部小学校

３位 山下　陽翔 日新館本部 志度小



組手 小学5年女子
優勝 前川　千晴 日新館仏生山 多肥小
２位 西岡　徠夢 日新館本部 志度小
３位 近藤　花帆 日新館仏生山 多肥小
３位 柳川　葉音 日新舘綾川 国分寺南部小

組手 小学6年男子
優勝 日下　開晴 日新館本部 志度小
２位 甲斐　大樹 日新館本部 川島小
３位 山岡　琉聖 和道会大川 志度小
３位 八木　青葉 和道会香川 引田小

組手 小学6年女子
優勝 福家　綾夏 日新館本部 栗林小
２位 植松　凛 日新館仏生山 仏生山小
３位 橋本　百恵 創真道 鬼無小学校
３位 岡坂　実桜 空手協会高松 多肥小



形競技 小学1年男子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 丸山　翼 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 15.12 6.42 21.54
2 渡邉　瑠哉 日新館香川 セーサン 14.98 6.30 21.28
3 郡　康介 日新館仏生山 ゲキサイダイニ 14.42 6.30 20.72



形競技 小学1年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 岡　恵美 日新館仏生山 サイファ 15.54 6.66 22.20
2 橋本　琴音 創真道 ヘイアンニダン 15.26 6.60 21.86
3 竹内　季衣奈 協会さぬき ヘイアンニダン 14.70 6.12 20.82
4 赤瀬　愛永 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.42 6.24 20.66
5 野嶋　愛凛 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.28 6.36 20.64
6 佐々木　綺芽 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.00 6.12 20.12



形競技 小学2年男子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 藤本　康正 日新館綾川 クルルンファ 16.10 6.90 23.00
2 矢野　抄英 日新館綾川 クルルンファ 15.26 6.48 21.74
3 和田　康輝 和道会大川 ピンヤンニダン 13.16 5.70 18.86
4 太田　波琉 日新館本部 ゲキサイダイイチ 12.74 5.28 18.02
5 釋氏　政之 日新館本部 ゲキサイダイイチ 12.60 5.40 18.00

柳川　純太郎 日新館綾川 ゲキサイダイイチ H



形競技 小学2年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 山下　礼那 日新館本部 サイファ 15.40 6.48 21.88
2 杉本　愛莉 日新館仏生山 サイファ 14.70 6.12 20.82
3 熊野　妃美花 創真道 ヘイアンゴダン 13.72 6.00 19.72
4 丸山　乃愛 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 13.58 5.76 19.34



形競技 小学3年男子の部

準決勝戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 工藤　誠牙 義照舘川島 ヘイアンゴダン 15.96 6.90 22.86
2 丸尾　悠真 日新館仏生山 ゲキサイダイニ 15.54 6.66 22.20
3 熊野　結陽 創真道 ヘイアンゴダン 14.84 6.48 21.32
4 太田　煌真 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.70 6.30 21.00

久保　歩夢 協会さぬき ヘイアンゴダン H

準決勝戦 G2
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 齊藤　仁 修交会牟礼 ヘイアンショダン 15.26 6.54 21.80
2 讃野　朔 日新館本部 ゲキサイダイイチ 15.26 6.42 21.68
2 伊丹　岳  空手協会高松 ヘイアンゴダン 15.26 6.42 21.68
4 稲毛　悠真 日新館仏生山 ゲキサイダイイチ 14.70 6.24 20.94
5 小田　永遠 協会さぬき ヘイアンゴダン 14.56 6.36 20.92
6 内村　太星 協会さぬき ヘイアンニダン 14.42 6.42 20.84

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 工藤　誠牙 義照舘川島 バッサイダイ 15.68 6.78 22.46
2 伊丹　岳  空手協会高松 ジオン 15.68 6.78 22.46
3 讃野　朔 日新館本部 サイファ 14.70 6.36 21.06
3 齊藤　仁 修交会牟礼 ヘイアンゴダン 14.70 6.36 21.06
5 熊野　結陽 創真道 バッサイダイ 14.56 6.42 20.98

丸尾　悠真 日新館仏生山 サイファ H

順位決定戦 G1 (同点:1回目)
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 工藤　誠牙 義照舘川島 バッサイダイ 16.10 7.02 23.12
2 伊丹　岳  空手協会高松 ジオン 15.68 6.84 22.52



形競技 小学3年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 久保　結奈 日新館仏生山 セーパイ 15.54 6.48 22.02
2 木津　有唯  空手協会高松 ジオン 14.70 6.42 21.12
3 吉谷　和華 空手協会白鳥 ヘイアンニダン 14.56 6.36 20.92
4 釋　浩彩  空手協会高松 ヘイアン二ダン 13.86 6.12 19.98
5 大西　日菜 空手協会白鳥 ヘイアンニダン 14.00 5.94 19.94

岡　吉良乃 協会さぬき カンクウダイ H



形競技 小学4年男子の部

準決勝戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 山田　暖大 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 15.40 6.72 22.12
2 河端　蒼 日新館本部 ゲキサイダイニ 14.28 6.30 20.58
3 大野　桔一 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 13.72 5.94 19.66
4 繁井　辰貴 修交会牟礼 ヘイアンショダン 12.18 5.16 17.34

川村　怜桜 和道会香川 ピンアンショダン H

準決勝戦 G2
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 高井　怜凰 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.98 6.42 21.40
2 河田　柊介 日新館本部 ゲキサイダイイチ 14.56 6.24 20.80
3 廣瀬　悠宇 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.42 6.18 20.60
4 佐藤　義斗 協会さぬき ヘイアンニダン 11.06 4.74 15.80

志賀　勇仁 日新館綾川 ゲキサイダイイチ KK
北山　慶一 創真道 ヘイアンゴダン KK

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 山田　暖大 日新館綾川 セーパイ 15.26 6.54 21.80
2 河端　蒼 日新館本部 セーパイ 14.42 6.30 20.72
3 廣瀬　悠宇 日新館綾川 セーパイ 14.42 6.00 20.42
4 高井　怜凰 日新館綾川 セーパイ 14.14 6.06 20.20
5 河田　柊介 日新館本部 セーパイ 14.14 5.76 19.90
6 大野　桔一 日新館綾川 サイファ 13.86 5.94 19.80



形競技 小学4年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 三木　結心 日新館仏生山 クルルンファ 16.38 6.96 23.34
2 川崎　穂乃花 義照舘川島 バッサイダイ 15.96 6.66 22.62
3 大森　海里 和道会大川 クーシャンクー 15.68 6.72 22.40
4 永峰　希彩 和道会香川 ピンアンショダン 14.98 6.24 21.22
5 佐藤　みちる 日新館仏生山 セーパイ 14.84 6.30 21.14
6 渡邉　瑠愛 日新館香川 セーサン 13.86 6.00 19.86

田中　文結 空手協会白鳥 ヘイアンニダン KK



形競技 小学5年男子の部

準決勝戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 齊藤　貫太 修交会牟礼 ヘイアンゴダン 15.96 6.72 22.68
2 池田　蒼矢 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 15.12 6.54 21.66
3 宮本　悠 創真道 ヘイアンゴダン 14.84 6.54 21.38
4 石原　侑樹 日新館仏生山 ゲキサイダイイチ 14.84 6.48 21.32
5 山下　陽翔 日新館本部 ゲキサイダイイチ 14.70 6.36 21.06
5 山岡　煌聖 和道会大川 ピンヤンニダン 14.70 6.36 21.06
7 尾﨑　由基 日新館仏生山 ゲキサイダイイチ 14.28 6.12 20.40
8 仲西　琉貴斗 日新館本部 ゲキサイダイイチ 13.72 6.00 19.72

準決勝戦 G2
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 大屋敷　翔大 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 16.10 6.96 23.06
2 工藤　楓牙 義照舘川島 ヘイアンゴダン 15.68 6.78 22.46
3 小森　琥汰朗 日新館本部 ゲキサイダイニ 15.26 6.48 21.74
4 北川　誇 日新館本部 ゲキサイダイイチ 15.12 6.42 21.54
5 松岡　大成 日新館仏生山 ゲキサイダイイチ 14.98 6.42 21.40
6 遠藤　直弥 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.28 6.06 20.34
7 山本　丈翔 日新館仏生山 ゲキサイダイイチ 14.14 6.12 20.26

池田　颯馬 協会さぬき ヘイアンゴダン H

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 工藤　楓牙 義照舘川島 バッサイダイ 16.66 7.02 23.68
2 大屋敷　翔大 日新館綾川 セーパイ 16.10 6.96 23.06
3 池田　蒼矢 日新館綾川 セーパイ 15.96 6.66 22.62
4 宮本　悠 創真道 バッサイダイ 15.54 6.66 22.20
5 齊藤　貫太 修交会牟礼 バッサイダイ 15.40 6.66 22.06
6 小森　琥汰朗 日新館本部 セーパイ 15.12 6.48 21.60



形競技 小学5年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 前川　千晴 日新館仏生山 ニ―パイポ 16.24 6.90 23.14
2 西岡　徠夢 日新館本部 セーパイ 16.24 6.90 23.14
3 前田　明里 修交会牟礼 ニーパイポ 16.38 6.54 22.92
4 柳川　葉音 日新館綾川 クルルンファ 15.54 6.66 22.20
5 近藤　花帆 日新館仏生山 セーパイ 14.84 6.30 21.14
6 竹本　結 空手協会白鳥 ジオン 14.70 6.24 20.94
7 柳川　麗 日新館綾川 セーパイ 14.00 5.82 19.82

橋本　宗伸架 日新館本部 ゲキサイダイニ H

順位決定戦 G1 (同点:1回目)
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 前川　千晴 日新館仏生山 ニ―パイポ 16.38 7.08 23.46
2 西岡　徠夢 日新館本部 セーパイ 16.10 6.96 23.06



形競技 小学6年男子の部

準決勝戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 川崎　飛勇真 義照舘川島 ヘイアンゴダン 15.82 6.90 22.72
2 矢野　吉人 日新館綾川 ゲキサイダイニ 15.54 6.72 22.26
3 八木　青葉 和道会香川 クーシャンクー 15.40 6.60 22.00
4 中藤　信幸  空手協会高松 ヘイアンゴダン 14.70 6.54 21.24
5 甲斐　大樹 日新館本部 ゲキサイダイニ 14.56 6.24 20.80
6 岡　修史 日新館仏生山 ゲキサイダイニ 13.02 5.52 18.54

小森　幹太 日新館本部 ゲキサイダイニ KK

準決勝戦 G2
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 馬場　海誠 義照舘川島 ヘイアンゴダン 15.54 6.66 22.20
2 篠原　蛍 日新館香川 セーパイ 15.68 6.48 22.16
3 山田　雄心 日新館綾川 ゲキサイダイイチ 14.84 6.48 21.32
4 日下　開晴 日新館本部 ゲキサイダイニ 14.84 6.36 21.20
5 繁井　琥太郎 修交会牟礼 ヘイアンゴダン 13.44 6.06 19.50
6 佐藤　悠真 日新館仏生山 ゲキサイダイニ 13.16 5.58 18.74
7 山岡　琉聖 和道会大川 ピンヤンゴダン 12.46 5.52 17.98

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 川崎　飛勇真 義照舘川島 ニーパイポー 16.52 7.14 23.66
2 八木　青葉 和道会香川 チントウ 15.82 6.84 22.66
3 矢野　吉人 日新館綾川 セイサン 15.82 6.78 22.60
4 山田　雄心 日新館綾川 セーパイ 15.12 6.54 21.66
5 馬場　海誠 義照舘川島 バッサイダイ 14.98 6.60 21.58
6 篠原　蛍 日新館香川 クルルンファ 14.70 6.48 21.18



形競技 小学6年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 塚原　瑞樹 修交会牟礼 ニーパイポ 14.98 6.42 21.40
2 植松　凛 日新館仏生山 セーパイ 14.56 6.18 20.74
3 橋本　百恵 創真道 バッサイダイ 14.28 6.12 20.40
4 福家　綾夏 日新館本部 セーパイ 14.28 6.00 20.28
5 岡坂　実桜  空手協会高松 ジオン 13.86 6.00 19.86

熊野　妃茉莉 創真道 バッサイダイ KK



順位決定戦

番号 選 手 名 支 部 名

荻田 樫 （和道会西讃）

2 大屋敷菜々子 （日新 館綾川）

3 近藤美桜稀 （空手協会＝豊）

4 桜井百花 （日新館綾川）

5 荒 川夢羅 （空手協会白鳥）

・形中1年女子

支部 名

（日新館綾川）

順位決定戦

選 手 名

大林暖弥

番号・形中2年男子

（和道会西讃）莱朔久保田2 

順位決定戦

選 手 名

向井稔

支 部名番号・形中2年女子
（日新館綾 J11) 理

（谷派佐藤道場）』｜令実田::::!= 
Eコ2 

介 （日新館仏生山）⑦

翼 （日新館綾 Jll）①

康

山

君日

丸

2 I 9〆 「
し 3
tlv 

聞組手小1年男子

哉 （日新館香 ）Ii) 1 瑠遁渡① 

季 衣 奈 （協会さぬき）内竹4 

永 （日新館綾 Jll)CD

凍 （日新開 Jll）③

愛

耳コ民

主ζ

瀬

t鳥

赤

野

5 

6 
： ~ν a v 正

・組手小1年女子

道） 1 真音 （貴lj琴本橋③ 
出奇

恵

佐々木

岡② 

純太郎 （日新館綾川）

正 （日新時｜｜）①

之 （日新館本部）E女

康

JI/ 

氏

本

R
H
Hド

却
問
印

F華

藤

・組手小2年男子

4 
｜ υ E 

I I lゾ＇ 5 門輝 （和道会大 Jll)2 「 ； l L一

英 （日新館綾川） 3 6 

琉 （日新館本部） 1 j皮

康

抄

田

田

里予

太

平日

8矢

① 

- 13-



・組手小2年女子

① 山 下礼那 （日新館本部） 1 

③ 丸山乃愛 （日新館綾 JI[)2 

・組手小3年男子

G伊 丹
ろv

岳 （空手協会高松） 1 --, 

小田永遠 …

fo I 

稲毛悠真 （日新館仏仙） 3 プ υ－ ＇ 

① 天野叶ー （日新館仏生山） 4-.,I 。
讃野 期 （日新館本部） 5 ---,,! 

。

熊野妃美花 （脅IJ 真道） ＠

杉本愛荊 （日新館仏生山）③

6長一 6 丸尾悠真 rn新館仏生山） ＠

"I門： o』砕寸0 長一ー 7 久保歩夢 （協会さぬき）

0 0 8 太田煙真 （同新館綾川）

砕－ 9 熊野結陽 （倉lj 真道）

3L」1 b"10工藤誠牙 （義照舘川｜島）

1 1内村太星 （協会さぬき）①

・組手小3年女子

θ久保結奈 （日新館仏生山） 1 

＠樺 浩彩 （空手協会高松） 2 

I /'¥. 
寸V 2ν t I 「 3大西日菜 （空手協会白鳥） 〈り

_JD ケ4 岡 吉良乃 （協会さぬき） ②

国組手小4年男子

廃瀬悠宇 （日新舘 一司 νf1 

ゐ、／
田温大 （円新館綾川）， :r-- 6 山

河 端
bv よー 7 JI I村怜 桜 （和道会香川）蒼 （日新館本部） 2 

高井伶嵐 （日新館綾川）3 ..dl -[i
j 宮ν rt 8 大野桔9 

佐藤 義斗 （協会さぬき） 4 一一、 。 9 河田柊介 （日新館本部）。
志賀勇仁 （日新館綾 JI[)5 k-長J L」 .！＇－ 10北山慶 （自lj 真 道）

・組手小4年女子

① 
。 もv

4 佐藤みちる （日新館仏生山）③永峰 希彩 （和道会香川）1 

渡遺瑠愛 （日新館香 JI[) 2 
。 1- 可〆

5 Jll崎穂乃花 （義照舘川島）。
＝木結心 （日新館仏生山） 3 

6ν 
6 大森海里 （閥会州I［） の

② bν ワ〉

14 --



・組手小5年男子

北川 誇 （日…） 1 ~ 。「一一 8 山岡煙聖 （和 道会大 川）

尾崎由基 （日新館仏生山） 2 ヨゾ 千円子 9 小森琉汰朗 （臼新館本部）θ
G大屋敷期大 （日新館綾 Jll)3 

i-2.νf I ~· ケ 10 松岡大成 （日新館仏生山）
今

。
石原惰樹 （日新館仏生山） 4 

11 遠藤直弥 （臼新館綾川）

池田蒼矢 （日新館綾川） 5 。
口U」1!7ν 12山本丈期 （日新館仏帥）

仲西琉貴斗 （日新館本保） 6ー十ドJ1
① 工藤楓牙 （義照舘川島） 7 ｜ゾ 13山下陽矧 （臼新館本部） ＠

圃組手小5年女子

θ西岡棟夢 （日…） 1寸 つv 4 竹本 車吉 （空手協会向鳥）

円〆 5前川千晴 （円新館 山①

① 近藤花帆 （
も〆

6 橋本宗伸架 （日新館本部）

柳 JI¥ 麗 （日新館綾川） 3 _JJ9_ ~IJ ち 7 柳川葉音 （日 新附Jll)cv

・組手小6年男子
らv 0 吾d

③ 山岡琉聖 （目的Jiil1 111 「 一 － 8 馬場海蹴 （義~理常川島）
。。

佐藤悠真 （円新館仏佐山） 2 ' v「 9 岡 修史 （日新館仏生山）

小森幹太 （同新館本部） 3 3v' L 10八 木青葉 （和道会香 Jll）①

iワ iぢ
篠原 蛍 （日新館香川I)4 「 L ,.. JI に＼

11甲斐大樹 （円新館本部） I...::) 

の 日下開晴 （日新館本部） 5 

]{"" u 0 」 12矢野吉人 （日新館綾川）
山田雄心 （日新館綬 i11l6 6 ~ L 

川崎飛勇真 （義 H~ 舘川島） 7 I 0 13中藤信幸 （空手協会高総）

・組手小6年女子

① t./ II ① 
橋本百恵 棚真道） 1 J ヨ 『 2/ [ 3 問販実桜 一会制

。 福家綾夏 （日新館本部） 2 仏 3 4 植松 漂 （日新館仏生山） ①

一一 15ー ー



形 中学1年男子
優勝 吉田　太一 錬成館 丸亀南中
２位 宮武　正虎 錬成館 丸亀南中
３位 本夛　海翔 和道会香川 大川中

形 中学1年女子
優勝 荒川　夢羅 空手協会白鳥 白鳥中学
２位 桜井　百花 日新館綾川 綾川中
３位 荻田　櫻 和道会西讃 三豊中

形 中学2年男子
優勝 久保田　朔莱 和道会西讃 高瀬中
２位 大林　暖弥 日新館綾川 綾南中
３位

形 中学2年女子
優勝 向井　稔理 日新館綾川 綾南中
２位
３位

組手 中学1年男子
優勝 高橋　大地 和道会大野原 大野原中
２位 白丸　豪 日新館香川中央 一宮中学校
３位 高橋　湊大 和道会大野原 大野原中

組手 中学1年女子
優勝 大屋敷　菜々子 日新館綾川 綾川中
２位 桜井　百花 日新館綾川 綾川中
３位 山田　海南美 日新館本部 牟礼中

組手 中学2年男子
優勝 大森　龍河 和道会大川 白鳥中
２位 甲斐　日向 日新館本部 山田中
３位 佐藤　匠 日新館本部 附属坂出中

組手 中学2年女子
優勝 崎山　紬 日新館本部 桜町中
２位 河端　優衣 日新館本部 丸亀市立西中
３位 藤澤　大空 日新館仏生山 龍雲中



形競技 中学1年男子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 吉田　太一 錬成館 ニーパイポ 15.82 6.84 22.66
2 宮武　正虎 錬成館 ニーパイポ 15.68 6.66 22.34
3 本夛　海翔 和道会香川 ワンシュウ 15.54 6.72 22.26
4 白石　賢士郎 空手協会高松 ジオン 15.40 6.36 21.76
5 藤村　斗也 和道会豊浜 チントウ 14.84 6.42 21.26
6 遠山　康輔 和道会豊浜 ワンシュウ 14.42 6.06 20.48
7 伊丹　亘 空手協会高松 エンピ 14.00 5.88 19.88
8 藤本　大剛 谷派佐藤道場 ニーパイポ 13.86 5.94 19.80



形競技 中学1年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 荒川　夢羅 空手協会白鳥 エンピ 15.40 6.60 22.00
2 桜井　百花 日新館綾川 セーパイ 14.28 6.12 20.40
3 荻田　櫻 和道会西讃 チントウ 13.86 5.94 19.80
4 近藤　美桜稀 協会三豊 ジオン 13.58 5.88 19.46

大屋敷　菜々子 日新館綾川 セーパイ H



形競技 中学2年男子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 久保田　朔莱 和道会西讃 チントウ 15.40 6.54 21.94
2 大林　暖弥 日新館綾川 セーパイ 13.44 5.82 19.26



形競技 中学2年女子の部

順位決定戦 G1
順位 氏名 所属 形名 TEC ATH Total

1 向井　稔理 日新館綾川 セーパイ 13.30 5.64 18.94
吉田　実怜 谷派佐藤道場 ニーパイポ KK



・組手中1年男子

本晋海 淘 （和道会香川） 1 ーE「「~：司vi' 
111 
Iー 7 大虞健人 （刷会大野原）

白 石 賢士郎 （空手協会高松） 2 0 -f}t 8 安藤啓志 （谷派

宮 武 正 虎 （錬成館） 3 ヨゾ I 。 9 白丸 豪 （日新館香川｜）＠

遠山康輔 （和道会強制 4 ~トJJ ~ 
θ高橋大地 （和道会大野原） 5 v 

』｜寸03「v10藤村斗也 （和道会食涙）

弓 11高橋湊大 （和道会大野原） （」ラ苧) 

藤本大剛 （谷派佐藤道場） 6市司君 jハ 12伊丹 田 （空手協会高松）

順呂位決定l戦i風： 

・組手中1年女子

① 山 田 海 南 美 （日新館内 1
ら

4 桜井百花 （日新帥川）θ
① 大屋敷菜々子 （日新附 Jill2 

)- ヨν 。
5 荻 田 樫 （和道会丙讃）

~ 

② 荒 川 夢羅 （併協会白鳥） 3 
3/ 

。 6 近藤美桜稀 （空手協会三農）
。

順位決定戦

4山蔽田ー「。1-1 v' 

・組手中2年男子

近麓玲也冊一 1 ~；ν
。
「 － 6 高橋大海 （和道会大野原）

久 保 田湖莱 （和道会西讃） 2 D i」 7 甲斐臼 向 （日新館本部） ①

大林暖弥 （ 日間 川 3ず｝「
。

高田凌空 （谷派佐雌道場） 4 -----er 「－ 8 安 藤朱 里 （和道会西讃）

。 大森龍河 問会大 J l l) 5 ~ν
斗〆

」＝－ 9 佐藤 匠 （日新館本部） ①

位王順立直繭決Mi定1「戦:v 
工ゾ

・組手中2年女子

向井稔 理 叫舵II) 1 ユ 。
G) 

。 l.J-ν 仁3 崎山 紬 （日新一）

② 河端（ 憂 衣 （日新館科目） 2 ν 。 4 藤 j華大空 （日新銀仏生山） ②

一一 16一一


