
種　　目 優　勝 第二位 第3位 種　　目 優　勝 第二位 第3位 第3位

吉村　地央 古賀　想明 青柳　尚良 橋住　竜大 吉村　地央 青柳　尚良 大石　琉郁音

みやこ 宗像中央 徳吉 宗像中央 みやこ 徳吉 久留米

上村　啓虎 後藤　心輝 吉村　賢人 後藤　心輝 三角　斗馬 上村　啓虎 吉村　賢人

筑紫 みやこ みやこ みやこ 行橋中央 筑紫 みやこ

野田　陽都 市山　蒼大 牧　千寿 手島　駿輔 澤田　将光 倉富　勇也 中川　禅大

筑紫 福岡 篠栗 多々良 みやこ 多々良 多々良

井口　天晴 山本　凪斗 阪井　信哉 山本　凪斗 伊東　善 井口　天晴 古里　龍也

福岡 行橋東 福岡 行橋東 直方北 福岡 行橋中央

金崎　竜也 東島　晴人 川上　大輝 鷲崎翔琉 市山　寛大 後藤　勇心 清水　貫汰

八幡西 春日南 行橋東 直方北 福岡 みやこ 戸畑

古賀　大聖 松井　俊之佑 鈴木　涼太郎 伊東　晴道 古賀　大聖 三角　亮馬 大庭　秀彪

福岡 筑紫 みやこ 直方北 福岡 行橋中央 宗像中央

田中　暉琉 田中　翔琉 吉田　聖舟 森　城 田中　暉琉 藤井　昭二 佐々木　唯斗

柳川 柳川 筑紫 多々良 柳川 直方西 宗像中央

土井　大河 鬼頭　泰清 秦　隆輔 吉元　海人 井手　伊織 水永　凌太 加藤　慎輔

筑紫 筑紫 筑紫 豊築 久留米中央 豊築 久留米中央

外種子田　凌 姫野　椎凪 田邊　優希 林　将太郎 田﨑　魁 仲谷　空 木村　健昇

みやこ 筑紫 博多高校 博多高校 博多高校 博多高校 博多高校

石松　遼太 重吉　諒二 宮垣　力也 重吉　晃多 重吉　諒二 苅野  恭史 上村　哲生

筑紫 豊築 豊前 豊築 豊築 豊築 徳吉

種　　目 優　勝 第二位 第3位 種　　目 優　勝 第二位 第3位 第3位

弓削　美優 竹末　梨乃 丸林　聖華 竹末　梨乃 坂田　結良 弓削　美優 丸林　聖華

志免 久留米 福岡 久留米 宗像中央 志免 福岡

金子　菜美 中島　和花 永吉　千紘 金子　菜美 井坂　彩葉 宮崎　美妃琉 中島　和花

井尻 小郡 篠栗 井尻 多々良 久留米 小郡

佐野　汐莉 福島　聖菜 永江　彩夏 田川　奈菜生 上家　ひなた 佐野　汐莉 山本　美有

筑紫 春日南 春日南 久留米 行橋東 筑紫 久留米

時吉　梨緒 佐々木　萌 矢野叶子 岩佐　美稲 坂本　真音 渡邉　鈴椛 古賀　千郷

福岡 小郡 曰佐 太宰府 直方北 久留米中央 直方西

田中　風花 泉　双葉 牧　千晶 中原　彩絢 嘉納　ひなた 細山田　和花 田中　風花

ブリヂストン 宗像中央 篠栗 宗像中央 宗像中央 多々良 ブリヂストン

丸林　麗華 中嶋　愛唯 横山　来莉 中嶋　愛唯 井手　憂羽 甲斐　杏香里 廣橋　茉耶

福岡 直方西 春日南 直方西 久留米中央 志免 多々良

丸林　彩華 荒巻　利花呼 牧　千尋 荒巻　利花呼 牧　千尋 田村　景 丸林　彩華

福岡 篠栗 篠栗 篠栗 篠栗 筑紫 福岡

尾中和紗 井上　凜恩 富田　琴絵 井上　凜恩 原　抄子 吉田果蓮 川上　京織

直方北 福岡 行橋東 福岡 春日 直方北 みやこ

中田　明日華 荒巻　紀良里 永元　亜実 片岡　夢彩 原　尚子 原田　麻友香 藤原　梓

みやこ 篠栗 豊前 博多高校 博多高校 博多高校 博多高校

小西　康子 灘﨑　未来 上村　歌奈 灘﨑　未来 近藤　彩可 大中　淑 古川　玲奈

上津役 直方北 徳吉 直方北 小倉南 筑紫 春日南

(公社)日本空手協会  第59回全国空手道選手権大会 予選　

(公社)日本空手協会  第59回小学生・中学生全国空手道選手権大会 予選　

第36回 福 岡 県 空 手 道 選 手 権 大 会

日時：平成28年4月24日（日）　　　会場：岡垣サンリーアイ ウエーブアリーナ

中学二年男子組手の部

小学4年男子形の部

小学1,2年男子組手の部 小学1,2年男子形の部

小学4年男子組手の部

小学3年男子組手の部

小学3年女子組手の部

中学一年女子形の部 中学一年女子組手の部

小学6年女子形の部 小学6年女子組手の部

小学3年女子形の部

小学4年女子組手の部

一般女子形の部 一般女子組手の部

高校男子組手の部

中学三年男子形の部 中学三年男子組手の部

小学3年男子形の部

小学5年女子形の部 小学5年女子組手の部

小学4年女子形の部

小学1,2年女子組手の部

小学5年男子形の部

高校男子形の部

小学6年男子組手の部

中学一年男子組手の部中学一年男子形の部

小学6年男子形の部

小学5年男子組手の部

小学1,2年女子形の部

一般男子組手の部

中学二年男子形の部

中学二年女子形の部 中学二年女子組手の部

高校女子形の部 高校女子組手の部

中学三年女子形の部 中学三年女子組手の部

一般男子形の部


