
【女子個人形】 【男子個人形】

9 中尾　日向子 鹿大附属

18 吉村　茉奈 志布志

10 清水　悠夏 神村学園

28 吉村　栞奈 志布志

29 當原　心美 赤木名

11 小村　佳瑚 紫原

20 村山　七海 菱刈

30 川畑　みなみ 東谷山

3 迫川　雫 宇都

12 瀧山　菜々香 谷山北

21 馬渡　美歩 西陵

31 内田　萌栞 鹿屋東

2 王子田　らら 星峯

1 木下　希羅々 福平

13 内倉　ひより 第一鹿屋

22 岡本　煌理 朝日

32 宮永　恋杏 谷山

6 下脇　好葉 隼人

15 木島　礼香 舞鶴

24 村田　紺碧 小宿

34 白濱　彩代 高山

5 黒石　紗那 出水

23 鮫島　日和 種子島

33 佐藤　さくら 吾平

4 和田　李娃 高山
予
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選
A
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27 萩原　アレクシス　未央清水

37 林　亜美 福平

8 盛田　花凛 伊仙

17 二禮　海美 赤木名

26 有村　結心 頴娃

36 大野　晴風 谷山北

7 中間　有芽南 西陵

16
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1 迫田　淳矢 隼人

2 亀澤　奏之丞 谷山

3

19 田中　彩音 伊仙

坂脇　虹音 高山

25 上松　心梛 高山

35 増田　栞那 坂元

14 米倉　凪優 福平

6 樋髙　鉄生 国分南

7 馬込　礼翔 鹿大附属

中向　優空 坂元

4 松尾　大翔 和泊

5 長　龍聖 名瀬

10 有迫　蒼生 西紫原

11 松田　宇宙 種子島

8 鮫島　勇佑 桜丘

9 佐藤　龍牙 吾平

14 前田　大智 高山

15 野方　竣太郎 舞鶴

12 脇田　蒼大 福平

13 川口　航輝 古仁屋

19 新原　勇希 鴨池

20 厚　大樹 名瀬

予
選
Ｂ
パ
ー
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16 花木　貴絆 吉野

17 藤原　輝琉 川内南

18 新西　雄眞 高山

小宿

24 古藤　健伸 伊敷

21 椛山　太陽 伊仙

22 小原　海晟 菱刈

29 米良　幸之助 亀津

予
選
Ｃ
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30 盛　蒼太郎 朝日

31 城之園　康太 高山

27 江口　晃 隼人

28 神﨑　聖也 和田

25 福島　隆世 和泊

26 野添　翔琉 西紫原

23 大庭　徠夢

34 末𠮷　昊斗 緑丘

35 伊豆元　悠眞 種子島

32 里見　亮哉 名瀬

33 迫田　琉矢 隼人

38 中　蓮希 伊仙

39 瀧崎　颯太 舞鶴

36 南郷　大翔 田皆

37 髙山　侑輝 西陵

42 大串　光ムサフィリ 鴨池

43 虎口　隆紀 西紫原

40 浜田　恵多 星峯

41 濵園　大和 福平

予
選
Ｄ
パ
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44 満田　翼 大口中央

45 迫田　理矢 隼人

46 椛山　太陽 伊仙

永山　裕真 和泊

49 柿原　聡太 川内南

50 荒川　大悟 鹿屋東

47 神柱　研太 鹿大附属

48 鮫島　泰孝 桜丘

予選通過…各パート２名 予選通過…各パート２名

57 中原　大輝 鹿児島第一

58 肥後　遼之慎 吉野

55 川本　悠布 栗野

56 高木　健太 福平

53 田㞍　健太郎 名瀬

54 久保　大地 頴娃

51 増田　竣 高山

52



【男子個人組手】
2-1

1-1
3-1

2-2
4-1

2-3
3-2

2-4
5-1

2-5
1-2

3-3

2-6
4-2

2-7

3-4
1-3

2-8
6-1

2-9
1-4

3-5

2-10
4-3

2-11
3-6

2-12
5-2

2-13
3-7

2-14

4-4
2-15

3-8
1-5

2-16
7-1

2-17
1-6

3-9

2-18
4-5

2-19
3-10

2-20
5-3

2-21
3-11

2-22

4-6
2-23

3-12
1-7

2-24
6-2

2-25
1-8

3-13

2-26
4-7

2-27
3-14

2-28
5-4

2-29
3-15

2-30

4-8
2-31

3-16
1-9

2-32

1 肥後　遼之慎 吉野
2 増田　竣 高山

5 亀澤　奏之丞 谷山
6 末𠮷　昊斗 緑丘

3 川本　悠布 栗野
4 迫田　淳矢 隼人

9 上堂園　琥珀 串良
10 田㞍　健太郎 名瀬

7 二宮　稜介 鹿児島第一
8 神﨑　聖也 和田

13 盛　蒼太郎 朝日
14 虎口　隆紀 西紫原

11 小原　海晟 菱刈
12 松田　宇宙 種子島

17 森山　陸 伊集院北
18 大庭　徠夢 小宿

15 福島　隆成 和泊
16 濵園　大和 福平

21 南郷　大翔 田皆
22 久保　大地 頴娃

19 永田　祐貴 細山田
20 大串　光ムサフィリ鴨池

25 角　海心 伊集院
26 長　龍聖 名瀬

23 椛山　太陽 伊仙
24 新西　雄眞 高山

29 本髙　德郁 鹿屋東
30 野添　翔琉 西紫原

27 迫田　琉矢 隼人
28 高木　健太 福平

33 神柱　研太 鹿大附属
34 佐藤　龍牙 吾平

31 藤原　輝琉 川内南
32 常山　海輝 天城

37 加治木　陸人 鹿児島第一
38 前田　大智 高山

35 桑畑　和輝 大崎
36 鮫島　泰孝 桜丘

41 脇田　蒼大 福平
42 小野　栞汰 宇都

39 厚　大樹 名瀬
40 鮫島　勇佑 桜丘

45 迫田　理矢 隼人
46 米良　幸之助 亀津

43 瀧崎　颯太 舞鶴
44 中村　健心 犬田布

49 池田　圭孝 栗野
50 川口　航輝 古仁屋

47 樋髙　鉄生 国分南
48 小川田　颯翔 出水

53 鶴巣　雅人 鹿児島第一
54 永山　裕真 和泊

51 柿原　聡太 川内南
52 八木　壮亮 鹿屋東

57 新原　勇希 鴨池
58 國料　拓人 大崎

55 柿木　史翔 吉松
56 内村　紳之介 第一鹿屋

61 松尾　大翔 和泊
62 馬込　礼翔 鹿大附属

59 花木　貴絆 吉野
60 里見　亮哉 名瀬

65 有迫　蒼生 西紫原
66 伊豆元　悠眞 種子島

63 満田　翼 大口中央
64 永喜　広大 伊仙

69 中向　優空 坂元
70 城之園　康太 高山

67 中　蓮希 伊仙
68 江口　晃 隼人

73 山下　珠利 鹿児島第一

71 西丸　寛人 串良
72 浜田　恵多 星峯



【女子個人組手】

隈本　優羽奈 大崎24

2 田中　彩音 伊仙 村田　紺碧

1 福﨑　彩華 城西

26

4 下脇　好葉 隼人 清水萩原　アレクシス　未央27

小宿25

3 内田　萌栞 鹿屋東 西陵馬渡　美歩

白濱　彩代 高山28

6 和田　李娃 高山 岡本　煌理

5 木下　希羅々 福平

30

8 村山　七海 菱刈 松元泊　空美翔31

朝日29

7 前村　涼香 宇都 宇都迫川　雫

内倉　ひより 第一鹿屋32

10 増田　栞那 坂元 王子田　らら

9 仁禮　海美 赤木名

34

12 坂脇　虹音 高山 菱刈井下　望花35

星峯33

11 木尾　夏萌 大崎 天城松村　愛

谷口　菜々美 鹿屋東36

14 小村　佳瑚 紫原 黒石　紗那

13 東別府　愛依 第一鹿屋

38

16 和田　涼花 細山田 高山上松　心梛39

出水37

15 中尾　日向子 鹿大附属 福平米倉　凪優

山﨑　梨花子 串良40

18 山﨑　梨沙子 串良 吉村　茉奈

17 鮫島　日和 種子島

42

20 林　亜美 福平 吾平佐藤　さくら43

志布志41

19 盛田　花凛 伊仙 谷山北瀧山　菜々香

舞鶴45

23 小原　佑菜 菱刈

川畑　みなみ 東谷山44

22 吉村　栞奈 志布志 谷之口　夢央

21 木島　礼香 舞鶴



【男子団体形】

【女子団体形】
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福平

西紫原

和泊

隼人

高山

名瀬

福平



【男子団体組手】

【女子団体組手】

鹿屋東10

2 鹿大附属 名瀬

1 鹿児島第一

11

3 和泊 隼人12

4 大崎 川内南13

種子島14

6 栗野 桜丘

5 福平

15

7 串良 西紫原16

8 伊仙 高山17

大崎6

9 吉野

1 菱刈

7

3 高山 伊仙8

2 第一鹿屋 串良

9

5 福平

4 志布志 舞鶴


