
男子形
３年生 井𡈽　蒔人 選手 優　勝
５年生 徳光　　龍 選手 優　勝
１年生　山口山口　拓馬 選手 準優勝
６年生 菅原　彬聖 選手 第３位
４年生 山本　蒼太 選手 第５位

女子組手
１年生 桐生　愛和 選手 第３位
３年生 後藤　楓華 選手 第５位
３年生 嵯峨　芽依 選手 第５位

　　今大会では、北海道拳士が大活躍しました！　　　
　　　　特に形で優勝した2名の選手は、　　　　　　
　強くインパクトのある極め、メリハリのある表現力　

　　などで他を圧倒していました。



回戦 得点

２回戦 ７－０ 仲西　紗穂 島根

３回戦 ４－８ 山﨑　梓心 大阪

２回戦 ０－６ 横坂こころ 神奈川

３回戦 ８－０ 可児　夢瑠 岡山

４回戦 ６－０ 満重　玲奈 千葉

５回戦 ３－１ 森下あやめ 大阪

準決勝 １－４ 布村奈結羽 山口

小林　　絢 明空義塾 ２回戦 ０－６ 牟田　悠姫 佐賀

北本　小晴 明空義塾 ２回戦 １－７ 杉本　有優 山梨

２回戦 ７－２ 唐下　七海 岡山

３回戦 ２－０ 色川　華音 茨城

４回戦
１－１

(4)－(1)
野村　涼那 東京

５回戦 １－７ 梅村　琴都 愛知

１回戦 ６－０ 上川　希海 千葉

２回戦 ６－０ 大湊　響 青森

３回戦 ６－０ 植田　愛梨 山口

４回戦 ６－０ 大江　歩心 和歌山

５回戦
４－４

(0)－(5)
野村　怜菜 京都

２回戦 ４－０ 野々村光華 京都

３回戦 １－７ 加瀬　玲 長野

１回戦 ６－０ 徳永　朋花 福井

２回戦 ６－０ 橋本　真緒 和歌山

３回戦 ０－６ 獅子田秋美 千葉

２回戦 ２－１ 田上　颯乃 広島

３回戦 ０－１ 釜　つばさ 熊本

２回戦 ８－２ 武田　蒼生 大阪

３回戦 ０－２ 三宅真祐子 埼玉

仁平　美来 勧仁塾 ２回戦 ４－８ 新名　紅葉 宮崎

１回戦 ５－０ 金涌　茉衣 鳥取

２回戦 ０－６ 高久　蘭 栃木

組
手

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

久保田咲貴

濤学館
桐生　愛和

３位

明空義塾齋藤　夢華

１年生

寺田道場
後藤　楓華

５位

北星館島村　唯那

寺田道場佐野　愛実

寺田道場

拳誠塾鈴木　　萌

楠川　瑞季

女
子

（
総
合
１
６
位

）

選手 対戦相手

北星館

拳誠塾
嵯峨　芽依

５位

回戦 得点

水野　広穂 真統館 ２回戦 敗退 久寿米木美空 東京

川口　柚子 志聖館 １回戦 １－４ 福井　遙菜 大阪

１回戦 ５－０ 増田　埜愛 静岡

２回戦 ５－０ 仲間　心乃 沖縄

３回戦 ４－１ 松本　恋花 宮城

４回戦 ５－０ 高野　万優 新潟

露木　梨音 誠章館 １回戦 ２－３ 須賀　日和 京都

２回戦 ３－２ 佐藤　誉 山形

３回戦 ５－０ 鈴木　優衣 神奈川

１回戦 ４－１ 黒岩　苺花 栃木

２回戦 ５－０ 大代　愛夏 富山

３回戦 ４－１ 上田　梨緒 滋賀

４回戦 ５－０ 杉森　心春 岐阜

１回戦 ５－０ 酒井　萌那 福井

２回戦 ０－５ 小川　千尋 大阪

１回戦 ５－０ 北脇　果林 滋賀

２回戦 ５－０ 平田こはな 鹿児島

３回戦 １－４ 奥野　妃南 神奈川

２回戦 ３－２ 橘　杏珠 神奈川

３回戦 ５－０ 酒井　虹穂 石川

１回戦 ４－１ 小代田優希 山口

２回戦 １－４ 橘　夏南 和歌山

２回戦 ４－１ 前田こころ 埼玉

３回戦 ２－３ 櫻井　美羽 岐阜

１回戦 ４－１ 平山愛莉紗 福岡

２回戦 ５－０ 丸子　眞央 青森

３回戦 ３－２ 山口　美羽 茨城

４回戦 ０－５ 川人つぐみ 静岡

女
子

（
総
合
１
６
位

）

選手 対戦相手

誠章館
渡辺　　花
ベスト１６

寺田道場久保田真貴

山口　寧々
ベスト１６

濤学館

１年生

２年生

誠章館

勧仁塾

修道館

小岩　紗綺

山本　叶夢

ユヤーズ笠井　彩葉

森谷心々菜 濤学館

コナミ

形 伊藤　結月

３年生

４年生

５年生

６年生
川瀬のぞみ
ベスト１６

回戦 得点

２回戦 ４－１ 岩下　元大 熊本

３回戦 ３－２ 品川　悠貴 東京

４回戦 ３－２ 熊谷幹太朗 大阪

５回戦 ３－２ 中川　柚月 京都

準決勝 ３－２ 黒岩　柚樹 栃木

決勝 ０－５ 新山裕陽弥 大阪

坂川　桐生 北桜館 １回戦 ２－３ 加納　陽啓 新潟

２回戦 ３－２ 野村　涼馬 京都

３回戦 １－４ 中村　秀 鳥取

１回戦 ５－０ 宮西　騎聖 石川

２回戦 ４－１ 佐々木陽睦 群馬

３回戦 ２－３ 大森　龍河 香川

１回戦 ４－１ 佐原優太朗 和歌山

２回戦 ５－０ 中山　叶人 岡山

３回戦 ３－２ 上野　寛人 神奈川

４回戦 ５－０ 松川　怜雅 熊本

５回戦 ５－０ 若林　寛斗 京都

準決勝 ５－０ 柴田　璃生 埼玉

決勝 ５－０ 野々村　京 岐阜

１回戦 ５－０ 百武　裕星 佐賀

２回戦 ５－０ 樟　尚弥 石川

３回戦 ３－２ 磯村　勇輔 山口

４回戦 １－４ 佐藤　碧笈 愛知

２回戦 ５－０ 鎌田　征真 群馬

３回戦 ４－１ 織田　晋也 広島

４回戦 ３－２ 若原　颯舞 岐阜

１回戦 ５－０ 吹上　空怜 福岡

２回戦 ４－１ 田中　柊 千葉

３回戦 ４－１ 川井　向芽 鳥取

４回戦 ５－０ 松本　悠空 茨城

５回戦 ２－３ 篠塚　天良 長野

２回戦 ５－０ 吉田　翔馬 秋田

３回戦 ５－０ 水野　慶 兵庫

４回戦 ５－０ 渡部　輪 島根

５回戦 ３－２ 小沢　光希 山梨

準決勝 ５－０ 諸田　颯人 東京

決勝 ４－１ 秋吉　優斗 東京

１回戦 ５－０ 五百川藍希 新潟

２回戦 ５－０ 菊地　真央 宮城

３回戦 ３－２ 谷口　海瑠 大阪

４回戦 １－４ 秋吉　優斗 東京

１回戦 ５－０ 宮元　勇伍 宮崎

２回戦 ２－３ 北澤　夏周 長野

１回戦 ５－０ 畑中　遙音 岩手

２回戦 ５－０ 篠田　青空 福岡

３回戦 ４－１ 大杉　優樹 栃木

４回戦 ４－１ 藤澤　侑生 広島

５回戦 ４－１ 石合　尊貴 神奈川

準決勝 ０－５ 須永　理紀 群馬

男
子

（
総
合
４
位

）

選手 対戦相手

太気会
山口　拓馬

準優勝

５年生

６年生

１年生

２年生

世界連盟千歳大東　由弥

樫本　彪愛 魁星館

ユヤーズ
佐藤　京樹
ベスト１６

菅原　彬聖
３位

ユヤーズ

形

田中　拓武 世界連盟千歳

４年生

３年生

濤学館
山本　蒼太

５位

志聖館
三留　幹太
ベスト１６

濤学館
徳光　　龍

優勝

誠章館
山内　　樹
ベスト１６

濤学館
井𡈽　蒔人

優勝



会 期　　平成２６年８月２２日～２４日

会 場　　グリーンアリーナ神戸

回戦 得点

２回戦 １－２ 宮崎

１回戦 ２－０ 石川

２回戦 ２－１ 和歌山

３回戦 ０－２ 宮崎

吉永　龍生 恵庭市立恵明中 １回戦 ０－６ 吉田　翔太 三郷市立栄中 埼玉

佐々木響太 釧路市立美原中 １回戦 ０－４ 今泉　輝 佐賀市立城東中 佐賀

２回戦 ０－５ 神奈川

１回戦 ０－５ 埼玉

佐々木颯人 千歳市立勇舞中 １回戦 ２－１ 嘉数　守斗 沖縄尚学高校付属中 沖縄

１回戦 ５－０ 井﨑　斗環 宮崎西高校付属中 宮崎

２回戦 ５－０ 守屋　大地 倉敷市立連島中 岡山

３回戦 ５－０ 石川　瑛介 武豊町立武豊中 愛知

４回戦 ２－３ 高尾　恒輝 京都市立花山中 京都

２回戦 ３－０ 長崎

３回戦 ０－２ 兵庫

１回戦 ２－０ 福島

２回戦 ０－２ 沖縄

１回戦 ６－０ 定森花乃音 倉敷市立新田中 岡山

２回戦 ０－６ 島川こなつ 岐阜市立岐阜西中 岐阜

１回戦 ４－１ 藤野　憂 下関市立彦島中 山口

２回戦 １１－５ 久保　亜月 観音寺市立大野原中 香川

３回戦 ０－６ 藤田　るり 福知山市立成和中 京都

２回戦 ３－２ 藤川　詩帆 宇部市立黒川中 山口

３回戦 ０－５ 齊藤　天音 福井工大付属福井中 福井

１回戦 ４－１ 河野　結愛 倉敷市立新田中 岡山

２回戦 ０－５ 畑山久留実 城南学園中 大阪

団体形

鈴木　敦弓

個人形

浦添市立港川中学校

団体組手

札幌市立屯田北中南保　空花

札幌市立屯田北中学校

豊頃町立豊頃中学校

長崎市立西浦上中学校

夙川学院中学校

福島市立福島第一中学校

第２２回全国中学生空手道選手権大会

対戦相手

出場なし

男
子

女
子

選手

札幌市立八軒中久保田美貴

個人組手

札幌市立山鼻中

札幌市立星置中

土井　由佳

新宮市立緑丘中学校

新富町立富田中学校

東神楽町立東神楽中学校
団体組手

厚木市立南毛利中学校

行田市立長野中学校

千歳市立勇舞中
田中　雅也
ベスト１６

個人組手

団体形

個人形

北斗市立上磯中学校

札幌市立福井野中学校

旭川市立永山南中学校

都農町立都農中学校

小松市立安宅中学校

会期　　平成２６年８月１日～４日
会場　　千葉県印西市松山下公園総合体育館

種目 回戦 得点

団体組手 １回戦 １－４ 埼玉

中川　優太 恵庭南高校 １回戦
０－０

(2)－(3)
志手　　拓 柳ヶ浦 大分

１回戦
８－０
（C1)

小野　　楓 高松中央 香川

２回戦 ５－７ 佐古凜太郎 米子北 鳥取

２回戦 ３－２ 川畑　卓也 加治木工業 鹿児島

３回戦 １－４ 戎　寛太 箕島 和歌山

１回戦 棄権勝 峯山　朋生 徳之島 鹿児島

２回戦 ５－０ 山田　祥暉 県立高田 新潟

３回戦 ３－２ 掃詰　開士 御殿場西 静岡

４回戦 １－４ 町田　康裕 伊奈学園 埼玉

団体組手 １回戦 ０－３ 埼玉

２回戦 ３－０ 石丸　初実 天理教校 奈良

３回戦 ２－０ 佐藤早和子 水城 茨城

４回戦 ４－１ 増野　里穂 如水館 広島

５回戦
０－０

(0)－(5)
宮原　美穂 帝京 東京

米川　美咲 恵庭南高校 １回戦 ０－７ 寺岡　優奈 拓大紅陵 千葉

２回戦 ５－０ 阿部　美希 県立城南 徳島

３回戦 ３－２ 尾野　真歩 日大鶴ヶ丘 東京

４回戦 ４－１ 渡辺ほのか 燕中等 新潟

５回戦 ０－５ 梅景　　唯 華頂女子 京都

田口　精華 石狩南高校 １回戦 ０－５ 馬場ひかる 新潟第一 新潟

第４１回全国高等学校空手道選手権大会

個人形

住友　優里
５位入賞

恵庭南高校

埼玉栄高校

立津　　秀 恵庭南高校

個人組手

土谷　優五 札幌北高校

佐々木瞭友
ベスト１６

恵庭南高等学校

恵庭南高校

個人形

恵庭南高等学校 花咲徳栄高校

男
子

女
子

対戦相手選手

個人組手

住友　優里
５位入賞

恵庭南高校


