
平成３０年６月１日（金）

顧問・審判会議　1２時３0分

開会式　　　　　1３時０0分

競技開始　　　　１３時３0分

・男女個人形　１回戦～決勝

平成３０年６月２日（土）

顧問・審判会議　　８時30分

競技開始　　　　　9時00分

・男女団体組手　１回戦～ベスト４

・男女個人組手　１回戦～ベスト8

平成３０年６月３日（日）

顧問・審判会議　　８時30分

競技開始　　　　　9時00分

・男女団体組手　決勝リーグ

・男女個人組手　準々決勝～決勝
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平成３０年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技
平成３０年６月１～３日  御船町スポーツセンター体育館

男子個人組手

奥田　隼 (八代)

34 高橋　飛鳥 (学園大付) 68 竹田歩夢 (文徳)

33 小山　涼馬 (東海大星翔) 67

石山　敬太 (芦北)

32 田﨑　龍星 (天草) 66 仲田　龍世 (第二)

31 帯屋　亮介 (九州学院) 65

倉岡　玲弥 (熊本)

30 桒原　勇真 (人吉) 64 山田　悠太 (マリスト)

29 武田　凌 (有明) 63

藤原　義太 (八代工業)

28 梅山博優 (文徳) 62 赤星　悠 (秀岳館)

27 萩尾　悠生 (熊本) 61

良木　悠人 (東稜)

26 北村　尚哉 (八代) 60 川俣　圭人 (球磨工業)

25 蔵座　裕一郎 (球磨工業) 59

浦谷　凜道 (学園大付)

24 松﨑優斗 (文徳) 58 岩本　颯真 (人吉)

23 松尾　和音 (熊本工業) 57

厳　湛 (済々黌)

22 浦谷　幸平 (マリスト) 56 竹原　稜真 (東海大星翔)

21 朝永　龍之介 (東稜) 55

上谷　圭輝 (芦北)

20 市原　拓翔 (熊本西) 54 中尾　昇馬 (玉名工業)

19 中尾　晋兵 (開新) 53

中川　聖士 (マリスト)

18 足立　龍哉 (芦北) 52 淪　亮太 (九州学院)

17 島子　颯晟 (芦北) 51

中島　司 (学園大付)

16 上田　仁 (玉名工業) 50 田上　航 (大津)

15 篠塚　虎士朗 (熊本工業) 49

藤木　ケネット (有明)

14 平原　虎乃佑 (マリスト) 48 宋　慶禹 (熊本西)

13 平岡　虎太郎 (小川工業) 47

松尾　滉 (八代)

12 田中　隆昌 (有明) 46 丸石　絢斗 (開新)

11 清住　遥海 (東海大星翔) 45

千馬　由聖 (九州学院)

10 弓削　彪介 (芦北) 44 吉田　隆星 (秀岳館)

9 坂本　龍平 (鹿本) 43

坂﨑　惟 (小川工業)

8 高橋　飛侑馬 (学園大付) 42 境　秀斗 (熊本)

7 水元　天 (済々黌) 41

一村　晃輝 (芦北)

6 大林　竜也 (開新) 40 吉冨　大規　 (玉名工業)

5 今村幹太 (文徳) 39

池田　章悟 (人吉)

4 浦田　隆之介 (東稜) 38 中園　勇大 (球磨工業)

3 前田　啓輔 (秀岳館) 37

中松亮太 (文徳)

2 荒木　勇至 (九州学院) 36 佐藤　静弥 (熊本工業)

1 田村　響 (芦北) 35



平成３０年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技
平成３０年６月１～３日  御船町スポーツセンター体育館

女子個人組手

27 池部　真帆 (九州学院)

段村　冷美 (球磨工業)

26 深川　杏奈 (熊本) 53 福本　亜未 (開新)

25 米原　遥加 (学園大付) 52

宮坂　怜那 (九州学院)

24 日高　心智 (東稜) 51 川上　香菊 (熊本商業)

23 赤城　雪那 (開新) 50

本田　清香 (東稜)

22 林　あかり (熊本商業) 49 入江　春菜 (熊本)

21 中村　ななか (秀岳館) 48

荒木　琴海 (有明)

20 大山　マリア (有明) 47 谷口　七聖 (マリスト)

19 西　なつみ (済々黌) 46

中村　文香 (学園大付)

18 木下　瑠愛 (玉名女子) 45 青山　美結 (済々黌)

17 船元　星那 (マリスト) 44

工藤　はに (熊本西)

16 佐藤　怜里泰 (開新) 43 押方　彩花 (東海大星翔)

15 日當　郁佳 (熊本工業) 42

水野　理夏子 (済々黌)

14 岩崎　七星 (九州学院) 41 樺　亜由美 (秀岳館)

13 尾畠　萌々 (学園大付) 40

伊藤　真琴 (熊本商業)

12 松永　友紀 (東稜) 39 牧之瀬　薫帆 (学園大付)

11 岩下　レイナ (翔陽) 38

平井　佑季 (九州学院)

10 米村　真緒 (熊本西) 37 中原　嘉乃 (マリスト)

9 浦田　愛乃 (開新) 36

鬼塚　愛理 (芦北)

8 西山　結愛 (九州学院) 35 中村　安里 (東海大星翔)

7 土山　すみれ (マリスト) 34

寺田　朱里 (有明)

6 伊佐治　陽南 (済々黌) 33 霍本　萌 (九州学院)

5 藤下　ひかる (球磨工業) 32

泉　希咲 (秀岳館)

4 中村　朋乃佳 (秀岳館) 31 園田　遥香 (開新)

3 米原　美貴 (東海大星翔) 30

有馬　加菜 (マリスト)

2 野田　美香子 (有明) 29 石部　恵愛 (東稜)

1 寺川　萌香 (九州学院) 28



平成３０年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技
平成３０年６月１～３日  御船町スポーツセンター体育館

男子個人形

女子個人形

第１指定 第２指定 自由形 第２指定 第１指定

1 吉田　啓希 (九州学院) 16 齋田　智大 (開新)

2 中村　真樹 (文徳) 17 岩本　颯真 (人吉)

3 原田　泰成 (開新) 18 吉武　秀平 (熊本工業)

4 桒原　勇真 (人吉) 19 竹原　稜真 (東海大星翔)

5 朝永　龍之介 (東稜) 20 内田　紫稀 (九州学院)

6 平岡　虎太郎 (小川工業) 21 蔵座　裕一郎 (球磨工業)

7 森山　晃至 (八代工業) 22 志水　李恩 (学園大付属)

8 川俣　圭人 (球磨工業) 23 前田　啓輔 (秀岳館)

9 平川　大地 (城北) 24 金子　千秋 (九州学院)

10 仲野　貢連 (開新) 25 境　秀斗 (熊本)

11 久恒　雅登 (熊本工業) 26 田上　航 (大津)

12 赤星　悠 (秀岳館) 27 今村　幹太 (文徳)

13 吉田　龍生 (天草) 28 藤原　義太 (八代工業)

14 浦田　隆之介 (東稜) 29 仲田　龍世 (第二)

15 高木　遥都 (学園大付属) 30 良木　悠人 (東稜)

第１指定 第２指定 自由形 第２指定 第１指定

1 田尻　愛 (ルーテル) 18 岩崎　七星 (九州学院)

2 米村　真緒 (熊本西) 19 日當　郁佳 (熊本工業)

3 﨑坂　実紀子 (学園大付属) 20 早川　亜実　　 (東海大星翔)

4 村岡　幸 (八代白百合) 21 伊佐治　陽南 (済々黌)

5 小島　実矩 (八代工業) 22 松本　彩夢 (八代工業)

6 中村　有希 (千原台) 23 近藤　由梨 (マリスト)

7 中山　伶奈 (東稜) 24 神田　美咲 (天草)

8 柿下　日南 (九州学院) 25 松永　友紀 (東稜)

9 樺　亜由美 (秀岳館) 26 藤下　ひかる (球磨工業)

10 東坂　春風 (マリスト) 27 野田　美香子 (有明)

11 押方　彩花 (東海大星翔) 28 中村　朋乃佳 (秀岳館)

12 深川　杏奈 (熊本) 29 橋本　和果 (八代白百合)

13 宮坂　怜那 (九州学院) 30 入江　春菜 (熊本)

吉迫　千尋 (熊本農業)

14 荒木　琴海 (有明) 31

33

神永　瑞希 (学園大付属)

15 段村　冷美 (球磨工業) 32

寺川　萌香 (九州学院)

17 仲野　佳廉 (開新)

16 坂本　智美 (玉名工業)


