
長崎県中学校空手道新人大会

R1.12.1

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

男子団体形 ※各コートより上位２チーム決勝進出

学校名 地区 得点 順位 得点 順位

1 柚木中学校 佐世保

2 布津中学校 南島原

3 早岐中学校 佐世保

4 福田中学校 長崎

5 中里中学校 佐世保

6 清水中学校 佐世保

1 世知原中学校 佐世保

2 山里中学校 長崎

3 相浦中学校 佐世保

4 佐世保北中学校 佐世保

5 東長崎中学校 長崎

6 小佐々中学校 佐世保

学校名 得点 順位

1 生月中学校 平戸

2 西泊中学校 長崎

3 早岐中学校 佐世保

A

B

C

※決勝のみ

女子団体形

予選 決勝

決勝



長崎県中学校空手道競技新人大会

R1.12.1

東部スポーツ広場体育館

女子団体組手

男子団体組手

長崎

佐世保

平戸

長崎

佐世保

諫早

長崎

佐世保

長崎

佐世保

松浦

佐世保

佐世保

長崎

南島原

佐世保

佐世保

長崎

大村

西彼杵

佐世保

佐世保

佐世保

平戸

長崎

長崎

佐世保

長崎

長崎

佐世保

長崎

佐世保

長崎

長崎

長崎

諫早

佐世保

南島原

25

22

23

20

21

16

17

14

15

24

18

19

6

7

8

12

13

9

10

11

1

2

3

4

5

6 西泊中学校

生月中学校

9 早岐中学校

10 山里中学校

11

山澄中学校

郡中学校

27

26

4 中里中学校

1 小島中学校

2 三和中学校

3 長崎日大中学校

7 相浦中学校

8 長大附属中学校

5 加津佐中学校

相浦中学校

土井首中学校

長与中学校

福田中学校

小江原中学校

柚木中学校

日宇中学校

西浦上中学校

生月中学校

中里中学校

布津中学校

小佐々中学校

清水中学校

茂木中学校

世知原中学校

東長崎中学校

佐世保北中学校

早岐中学校

長崎日大中学校

山里中学校

小島中学校

福石中学校

岩屋中学校

大野中学校

志佐中学校



R1.12.1

点数 順位 点数 順位

1 久保　蓮花 世知原

2 酒井　楓 佐々

3 増山　夢翔 東長崎

4 吉田　悠希 西浦上

5 萩原　颯士 大野

6 氏原　将武 長与

7 柳本　龍太朗 早岐

8 鶴山　銀士 福田

9 稲田　翔 岩屋

10 川中　曹司 佐世保北

11 末吉　澄羽 小佐々

12 坂本　大成 長与

13 井上　結雅 福田

14 山口　琳太郎 世知原

15 諸岡　豆の樹 佐世保北

16 福﨑　瑛介 志佐

17 馬場　凰貴 中里

18 山邊　粋 清水

19 辻　　光希 山里

20 白川　遥飛 広田

21 松永　海音 平戸

22 大平　逸斗 布津

23 破戸　崚佑 生月

１年男子個人形 各コート４名決勝進出

決勝
順番 選手名 学校名 コート

予選

長崎県中学校空手道新人大会

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

E



点数 順位 点数 順位

1 谷　颯馬 小佐々

2 道向　翔大 山里

3 渡辺　煌大 大野

4 今村　永吉 佐々

5 塩田　涼真 布津

6 黒田　涼太 山澄

7 富永　悠斗 佐世保北

8 西　　晃成 福田

9 中川　雄志郎 世知原

10 東　虎徹 長与

11 後藤　明 東長崎

12 赤木　祐人 世知原

13 金井田　彪雅 佐々

14 大曲　琉翔 西浦上

15 大楠　律平 小江原

16 宮園　優大 相浦

17 東房　大斗 清水

18 山口　遥舵 早岐

19 須加﨑　亮 清水

20 下村　彪馬 福田

21 藤永　登真 佐世保北

22 松本　蒼司 郡

23 牧野　元 小江原

各コート４名決勝進出

順番 選手名 学校名

１年男子個人形

F

コート
予選 決勝



長崎県中学校空手道新人大会
R1.12.1

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

点数 順位 点数 順位

1 松島　遙音 布津

2 川端　真太郎　 福田

3 福島　僚汰 佐世保北

4 前田　楓汰 山里

5 辻　陸翔 早岐

6 前川　裕太郎 柚木

7 木村　凌一郎 中里

8 吉塚奏太 茂木

9 藤　　康太 福田

10 松本　翔 柚木

11 出田　光志 東長崎

12 宮田　颯斗 郡

13 佐野　莉人 山里

14 山口　凌駕 福田

15 田原　遼 山里

16 渡口　創太 志佐

17 田代　久弥 相浦

18 鑄場崎　柊弥 山澄

19 村田　世寿 西浦上

20 前田　武丸 小島

21 荒木　裕大 有家

22 田中　衛太 愛宕

各コート４名決勝進出

予選

B

決勝
順番 選手名 学校名 コート

２年男子個人形



長崎県中学校空手道新人大会

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

点数 順位 点数 順位

1 石橋　奎人 柚木

2 齋藤　晃洋 福石

3 小田　航 山里

4 吉田　恵倫 布津

5 石川　碧汐 福田

6 森川　日々樹 東長崎

7 髙平　昇り龍 小佐々

8 宮本　人唯 山里

9 福田　康介 長与

10 山口　知大 真城

11 楠葉　結 戸町

12 中村　光佑 南有馬

13 内田　雄也 山里

14 鶴柴　拓也 鳴北

15 福田　一生 相浦

16 田中　嗣竜 中里

17 烏山　太成 福田

18 須加﨑　樹 相浦

19 溝田　健人 北有馬

20 中村虎太朗 茂木

21 山口　瑛太郎 崎辺

22 浦田　隼虎 福田

２年男子個人形 各コート４名決勝進出

Ｃ

予選 決勝
順番 選手名 学校名 コート



長崎県中学校空手道新人大会

R1.12.1
東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

点数 順位 点数 順位

1 生川　由佳 口之津

2 佐藤　友香 長大附属

3 内藤　ゆら 大野

4 吉村　千朝 山里

5 吉田　真凛 佐々

6 稲田　美海 東明

7 西岡　稟央　 崎辺

8 田村　美月 土井首

9 川本　野乃菓 中里

10 中里　日香 小江原

11 野口　愛桜 戸町

12 山口　由梨乃 大野

13 江口　実桜 戸町

14 中山　結理 広田

15 岩下　葵 山里

16 中村　妃 北諫早

17 深堀　茜 長与

18 植木　津貴 加津佐

19 津川　美沙希 三重

D

1年女子個人形
８名決勝進出

順番 選手名 学校名 コート
予選 決勝



長崎県中学校空手道新人大会

R1.12.1

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

点数 順位 点数 順位

1 平河　　楓 小島

2 松山　桃花 生月

3 田中　彩夢 東長崎

4 森山　ひなた 福石

5 山口　舞子 早岐

6 白武　美奈 西泊

7 西田　瑞希 南有馬

8 池田　光優 森山

9 松園　美咲 山里

10 市瀬　優澪 相浦

11 宮﨑　　花 宮

12 鴨川　怜奈 平戸

13 堀川　秋佳 相浦

14 嶋　　桃那 清水

15 井口　初菜 大野

16 池田　鈴恋 森山

17 村川　琴美 生月

18 張原　舞乃 世知原

19 野口　歩愛 加津佐

20 大島　咲乃 崎辺

21 藤田　あかり 福田

22 山本　まゆ 小佐々

23 石原　心美 生月

24 宮川　莉子 西泊

25 平　緋美花 口之津

26 森永　日菜子 純心

27 隈部　眞衣 早岐

28 中村　美晴 中里

A

２年女子個人形 ８名決勝進出

順番 選手名 学校名 コート
予選 決勝



長崎県中学生空手道新人大会

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

1年男子個人組手

C3 D3
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E1 F1
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E9 F9

C5 D5

F2
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F12
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D17

E8 F8

C2 D2
C18 D18

C3

62

63

64

65

66

67

68

53

54

55

56

57

58

59

60

61

44

45

46

47

48

49

50

51

52

35

36

37

38

39

40

41

42

43

H31.12.1

橋口　世絆 三和

齊田　武翔 西泊

岩屋横尾　来樹

日宇中村　　龍

長与坂本　大成

三和中尾　天馬

佐世保北川中　曹司

佐々金井田　彪雅

早岐

祇園佐々野　時

三和篠﨑　勇伸

柳本　龍太朗

世知原

32 須加﨑　亮 清水 萩原　颯士 大野

33 吉田　悠希 西浦上

34 破戸　崚佑 生月 第３代表決定

30 氏原　将武 末吉　澄羽 小佐々

31 青波　楓芽 土井首 橋口　幸司 小江原

長与

28 中川　雄志郎 世知原 赤木　祐人 世知原

29 柴原　遼太 三和 鶴山　銀士 福田

16 東　虎徹 長与

13 道向　翔大 山里

14 牧野　元 小江原

7 稲田　翔 岩屋

10 今村　永吉 佐々

15 宮園　優大 相浦

12 富永　悠斗 佐世保北

11 久保　蓮花 世知原

8 吉野　　嵩 福石

9 増山　夢翔 東長崎

1 下村　彪馬 福田

2 山本　娃萩 長崎日大

3 西山　智也 三和

4 山口　遥舵 早岐

5 塩田　涼真 布津

6 馬場　凰貴 中里

22 草野　魁斗 諫早高校付属

18 諸岡　豆の樹 佐世保北

19 酒井　楓 佐々

17 山邊　粋 清水

20 深見　泰仁 岩屋

27 中川　誠之助 鳴北

23 渡辺　煌大 大野

24 西　　晃成 福田

25 熊脇　拓真 郡

26 野口裕貴 茂木

21 谷　颯馬 小佐々

山口　琳太郎

山里辻　　光希

生月針尾　颯希

岩屋山本　明優

山澄黒田　涼太

東長崎後藤　明

郡松本　蒼司

平戸松永　海音

土井首明石　優月

長崎日大島　琉斗

福田井上　結雅

佐世保北藤永　登真

布津大平　逸斗

清水東房　大斗

岩屋玉城　冴智

志佐福﨑　瑛介

生月田中　優磨

西浦上大曲　琉翔



長崎県中学校空手道新人大会

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

2年男子個人組手

R1.12.1

1 石川　碧汐 福田

2 髙峰　旺佑 日宇

3 内田　雄也 山里

4 村田　煌吏 土井首

5 髙平　昇り龍 小佐々

6 山口　瑛太郎 崎辺

7 村田　世寿 西浦上

8 福島　僚汰 佐世保北

9 中村　虎太朗 茂木

10 溝田　健人 北有馬

11 山口　凌駕 福田

12 青﨑　武蔵 佐々

13 須加﨑　樹 相浦

14 前田　武丸 小島

15 前川　裕太郎 柚木

16 荒木　裕大 有家

17 佐野　莉人 山里

18 田代　久弥 相浦

19 楠葉　　結 戸町

20 齋藤　晃洋 福石

21 田中　嗣竜 中里

22 藤　　康太 福田

23 宮本　人唯 山里

24 上村　龍我 平戸

25 吉田　恵倫 布津

26 櫻田　大鷹 岩屋

27 出田　光志 東長崎

𠮷村　陽翔 日宇 28

小田　　航 山里 29

松島　遙音 布津 30

宮田　颯斗 郡 31

池田　龍輝 小島 32

福田　康介 長与 33

浦田　隼虎 福田 34

鑄場崎　柊弥 山澄 35

川端　真太郎　 福田 36

渡口　創太 志佐 37

前田　楓汰 山里 38

松本　　翔 柚木 39

辻　　陸翔 早岐 40

烏山　太成 福田 41

中田　勇利 岩屋 42

福田　一生 相浦 43

田中　衛太 愛宕 44

内野　陽斗 小ヶ倉 45

田原　　遼 山里 46

前濵　　快 長崎東 47

石橋　奎人 柚木 48

森川　日々樹 東長崎 52

木村　凌一郎 中里 53

吉塚　奏太 茂木 49

中村　光佑 南有馬 50

山口　知大 真城 51



長崎県中学校空手道新人大会

R1.12.1

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

1年女子個人組手

川本　野乃菓 中里

髙平　來未 三和

西岡　稟央 崎辺

植木　苺花 長崎日大

田村　美月 土井首

吉田　真凛 佐々

深堀　　茜 長与

中山　結理 広田

野口　愛桜 戸町

佐藤　友香 長大附属

原　　優心 長崎日大

内藤　ゆら 大野

吉村　千朝 山里

水本　あつみ 三和

諸岡　空來 長崎日大3

1

4

2

11

8

9

5

10

6

7

12

13

18

19

16

17

14

15

江口　実桜 戸町

山口　由梨乃 大野

原　　海音 長崎日大

26

久重路　はるか 長大附属

大西　凛々子 長崎日大

平野　依織 愛野

中村　　妃 北諫早

泉川　真麻

22

長崎日大

稲田　美海 東明24

25

野村　　司 祇園

植木　津貴 加津佐

23

20

21

27 大渡　悠加 岩屋



長崎県中学校空手道新人大会

R1.12.1

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場体育館

２年女子個人組手

25 村瀬　綾乃 長崎日大

28 森永　日菜子 純心

29 池田　光優 森山

30 野口　歩愛 加津佐

31 市瀬　優澪 相浦

35 平　緋美花 口之津

23 隈部　眞衣 早岐

24 平河　　楓 小島

21 宮﨑　　花 宮

22 松園　美咲 山里

19 田中　美桜 大村

20 藤田　あかり 福田

17 村川　琴美 生月

18 宮川　莉子 西泊

16 中村　美晴 中里

13 荒木　帆南 大村

14 鴨川　怜奈 平戸

9 西田　瑞希 南有馬

10 峰　ひなた 三和

15 鈴木　美澪 三重

3 井口　初菜 大野

4 池田　鈴恋 森山

1 江村　翠琴 小島

2 石丸　希織 生月

5 山口　舞子 早岐

26 大島　咲乃 崎辺

27 石原　心美 生月

7 白武　美奈 西泊

8 森山　ひなた 福石

6 堀川　秋佳 相浦

11 張原　舞乃 世知原

12 田中　彩夢 東長崎

36 中島　梨華 西泊

32 松山　桃花 生月

33 嶋　　桃那 清水

34 山本　まゆ 小佐々


