
第２２回広島県小学生空手道選手権大会結果
令和5年5月3日（水）

廿日市市総合スポーツセンターサンチェリー

第　１　位 第　２　位 第　３　位

男子形個人１年　

ｶﾄｳ ｾｲｺﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ

加藤　晟心 藤本　圭吾 田邊　尊琉

拳志舘大野 拳志舘昭和広 安芸府中

男子形個人２年　

ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ

矢野　奨悟 須田　智喜 米田　拓未

誠心館牛田新 誠心館坂本部 陽明会拳成館

男子形個人３年　

ﾐﾔﾊﾗ ｸｳﾀ ﾌｼﾞﾅｶ ﾕｳﾄ ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼ

宮原　空太 藤中　悠斗 岡村　拳士

拳志舘八本松 誠心館海田 和道会広島東

男子形個人４年　

ｽﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｼ ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

須田　晴喜 中元　優志 河本　一輝

誠心館坂本部 陽明会拳成館 五日市

男子形個人５年　

ｼﾏﾀﾆ ﾄﾓﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ ｺﾀﾆ ｼﾝﾄ

島谷 朋弥 山口　能裕 小谷　晨人

奥屋会 整長館 拳志舘熊野

男子形個人６年　

ｶﾜｾ ｿｳﾀ ﾐﾔﾀｹ ｲﾁｷ ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ

川瀬　蒼太 宮武　壱宜 岸本 優輝

誠心館坂本部 和道会広島東 奥屋会

女子形個人１年　

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾐｶ ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｶ

松本　向葵 藤本　笑禾 村上　結香

誠心館坂本部 拳志舘八本松 拳志舘昭和広

女子形個人２年　

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾘ ｼﾏﾀﾆ ﾐｻﾄ ｸﾛｷ ﾘｺ

山口　由佳理 島谷 美里 黒木　莉心

整長館 奥屋会 広島松濤塾

女子形個人３年　

ｷﾉｼﾀ ｺｺﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ ｵｶﾀﾞ ﾘｶ

木下　こころ 渡邉　夏穂 岡田　梨花

拳志舘熊野 拳志舘熊野 拳志舘昭和広

女子形個人４年　

ﾐﾔﾀｹ ﾁｻ ﾕｱｻ ﾐﾚｲ ｼﾝﾀｸ ﾕｲ

宮武　千桜 湯浅　美玲 新宅　唯

和道会広島東 志空館大野 誠心館吉浦

女子形個人５年　

ﾌｼﾞﾅｶ ﾕｲﾅ ｻｻｷ ﾏﾘ ﾖﾈﾀﾞ ﾘｺ

藤中　結衣菜 佐々木　茉梨 米田　莉子

誠心館海田 拳志舘熊野 陽明会拳成館

女子形個人６年　

ﾓﾄﾔﾏ ｺｺｱ ｶﾉｳ ﾘｱ ﾓﾘﾜｷ ｻﾜ

本山　心愛 加納　莉愛 森脇　沙羽

拳志舘熊野 和道会広島東 五日市
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廿日市市総合スポーツセンターサンチェリー

第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　３　位

男子組手個人１年　

ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾒ ﾐﾖｼ ｺｳｽｹ ｲﾁｶﾜ ｴｲﾀ ﾐｷ ﾉｿﾞﾑ

小川　夏芽 三好　功将 市川　瑛大 三木　望夢

拳志舘下黒瀬 拳志舘龍王 誠心館牛田新 拳志舘海田

男子組手個人２年　

ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ ｻｻｷ ｶｲ ｶﾗｶﾜ  ﾙｲ

矢野　奨悟 須田　智喜 佐々木　櫂 唐川　塁至

誠心館牛田新 誠心館坂本部 安芸府中 誠道館福山

男子組手個人３年　

ｳ ﾖｼﾀｶ ﾆｯﾀ ﾋﾛﾄ ｵｶﾑﾗ ｹﾝｼ ﾄｸﾐﾂ ﾕｳﾄ

于　嘉俊 新田　大翔 岡村　拳士 徳光　悠人

清風拳総本部 誠心館牛田新 和道会広島東 瀬野空手道

男子組手個人４年　

ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳｶﾞ ｻｷﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｵﾉ ﾖｳﾀﾛｳ ﾅｶﾞﾕｷ ﾏｵ

藤本　侑駕 﨑田　浩太朗 小野　耀太郎 長行　眞桜

拳志舘八本松 松涛連盟本郷 誠道館福山西 和道会広島東

男子組手個人５年　

ﾅｶﾞﾕｷ ｶﾞｲ ﾀｶｷﾞ ﾗﾝ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾔ ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ

長行　我生 髙木　嵐生 小林　将弥 石田　優馬

和道会広島東 拳誠会駅家 誠道館福山 和道流庄原

男子組手個人６年　

ｲﾁｶﾜ ﾀｲｾｲ ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾁ ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ｳ ﾖｼﾋﾃﾞ

市川　大晴 福島　泰治 升田　一吹 于　嘉豪

安芸府中 安芸府中 吉田空手道 清風拳総本部

女子組手個人１年　

ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾐｶ ｲｼｲ ﾅﾂｶ ﾂｶﾓﾄ ﾜｶ ﾐﾖｼ ｻﾅ 

藤本　笑禾 石井　捺花 塚本　和佳 三好　沙奈

拳志舘八本松 誠心館吉浦 清風拳旭 誠心館坂本部

女子組手個人２年　

ｻｲｷ ｱﾔﾊ ｸﾛｷ ﾘｺ ｱｶｷﾞ ﾕﾏ ﾄﾐﾅｶﾞ ｲﾄ

佐伯　愛華 黒木　莉心 赤木　結茉 冨永　糸

和道会広島東 広島松濤塾 拳誠会中須 瀬野空手道

女子組手個人３年　

ｽｹﾑﾈ ｻﾁ ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｽﾞｸ ｷﾉｼﾀ ｺｺﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ

祐宗　さち 川畑　志月 木下　こころ 渡邉　夏穂

和道流庄原 拳誠会中須 拳志舘熊野 拳志舘熊野

女子組手個人４年　

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾎ ｺﾆｼ ｶｶﾞﾘ ﾔﾌﾞｷ ﾐｿﾗ ﾋﾒﾀﾞ   ﾘｮｳｺ

小林　実歩 小西　燎 矢吹　美空 姫田　涼子

誠道館福山 創心館世羅 和道流庄原 誠道館福山

女子組手個人５年　

ﾆｯﾀ ｱﾕ ﾅｶﾓﾘ ﾕｳｷ ﾀﾀﾗﾀﾞﾆ ﾗﾝ ﾐﾔﾓﾄ ｺﾄﾊ

新田　愛友 中森　優希 鈩谷　蘭 宮本　琴葉

誠心館牛田新 水吞 和道流庄原 拳志舘八本松

女子組手個人６年　

ｻｲｷ ﾏｷｱ ｵｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｵﾅ ﾓﾘﾜｷ ｻﾜ

佐伯　茉咲愛 岡村　渚 川畑　志桜奈 森脇　沙羽

和道会広島東 和道会広島東 拳誠会中須 五日市


