
2022年5月8日 長崎県立武道館

男子　形の部
小学1・2年生（男女） 伊豆丸夏卯 長崎 佐藤　ひなの 佐世保北 清水　結斗 佐世保南 畑瀬壮志 佐世保中央

小学3年生 山中　　響 長崎 深堀　真成 佐世保中央 川﨑　翔真 佐世保中央 北川　輝人 佐世保中央

小学4年生 小山　壮治 大村 山本 琉駈 佐世保中央 大宮　一眞 長崎

小学5年生 金子　慶太朗 佐世保中央 山本　　凜 長崎支部 豊村　虎徹 明正館 村中　圭介 長崎

小学6年生 ドナー　暖人 佐世保北 森　蓮貴 佐世保中央 徳永　圭人 佐世保北 ドナー　優人 佐世保北

中学1年生 吉村　澄快 佐世保南 山本　　翠 長崎 山下　成 明正館 豊村　虎太朗 明正館

中学2年生 川﨑　瑛希 佐世保中央 南條　旭陽 長崎 冨岡　稜太 佐世保南 平野 倉乃祐 長崎

中学3年生 山本　　碧 長崎 前田　優心 佐世保南 山口　一嘉 明正館 吉田　光希 佐世保北

高校生・一般 中山　晃提 長崎 渡邉　光 明正館 藤﨑　雄拓 長崎県本部 成富　明彦 明正館

女子　形の部
小学3年生 藤原　和香 佐世保北 中野　怜依 長崎 竹内来花 佐世保中央 西村　知花 佐世保南

小学4年生 濱﨑　梨花 長崎 上久保里珠 長崎 稲田　彩海 佐世保中央 眞﨑　安寿 佐世保南

小学5年生 松本　陽花梨 佐世保南 中野　志保 長崎 松山　愛沙 長崎 西村　芭音 長崎

小学6年生 藤原　日瑶里 佐世保北 森　姪菜 佐世保中央 シッフマン アリス　アキ 佐世保南 中村　結菜 佐世保北

中学1年生 宮﨑　颯花 長崎 小山さくら 大村 村中　眞子 長崎 林田　佳子 佐世保南

中学2年生 濱﨑秋桜花 長崎 西村　彩 佐世保南 シッフマン ソフィア ジュリー 佐世保南 藤原　小桜 佐世保北

中学3年生 本田　　稟 長崎 上久保　凛音 長崎 橋川　萌々菜 佐世保南 川原　美憂 佐世保南

男子　組手の部
小学1・2年生（男女） 佐藤　ひなの 佐世保北 伊豆丸夏卯 長崎 畑瀬壮志 佐世保中央 清水　結斗 佐世保南

小学3年生 池田　誠志郎 佐世保北 山中　　響 長崎 松本　遼士 佐世保 松山　湧悟 長崎

小学4年生 山本 琉駈 佐世保中央 小山　壮治 大村 幸松　怜央 佐世保

小学5年生 山本　　凜 長崎支部 深堀　佑太 佐世保中央 金子　慶太朗 佐世保中央 山口　颯友 佐世保南

小学6年生 森　蓮貴 佐世保中央 ドナー　暖人 佐世保北 徳永　圭人 佐世保北 ドナー　優人 佐世保北

中学1年生 山本　　翠 長崎 吉田　優希 佐世保北 豊村　虎太朗 明正館 池田　琢磨 佐世保北

中学2年生 平野　倉乃祐 長崎 南條　旭陽 長崎 冨岡　稜太 佐世保南 與儀　恵太 明正館

中学3年生 山本　　碧 長崎 前田　優心 佐世保南 吉田　光希 佐世保北

一般 藤﨑　雄拓 長崎県本部 渡邉　光 明正館 山本　空弥 長崎 成富　明彦 明正館

女子　組手の部
小学3年生 藤原　和香 佐世保北 眞﨑　月寿 佐世保南 西村　知花 佐世保南 清水　柚希 佐世保南

小学4年生 濱﨑　梨花 長崎 稲田　彩海 佐世保中央 眞﨑　安寿 佐世保南 柴田　七海 大村

小学5年生 西村　芭音 長崎 松本　陽花梨 佐世保南 松山　愛沙 長崎 山喜多　海虹 佐世保

小学6年生 藤原　日瑶里 佐世保北 西村　結衣 佐世保南 シッフマン アリス　アキ 佐世保南 森　姪菜 佐世保中央

中学1年生 村中　眞子 長崎 宮﨑　颯花 長崎 林田　佳子 佐世保南 陣ノ内　紗奈 長崎

中学2年生 西村　彩 佐世保南 濱﨑秋桜花 長崎 今吉　梨惠子 佐世保南 村上　芽生 佐世保北

中学3年生 本田　　稟 長崎 川原　美憂 佐世保南 上久保凛音 長崎

第29回ＪＫＡ長崎県空手道選手権大会　大会結果
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