平成26年4月13日

第１４回 全日本少年少女空手道選手権大会 山口県予選大会
☆色塗りの掛かった選手が全国大会出場となります。
主催 山口県空手道連盟・山口県中学校空手道連盟
種

目

1 小学生男子組手１年生

第１位
岡田 隼

参加数 ３４２人

第２位

(岩国市) 伊藤 慎一郎 (防府市)

2 小学生男子組手２年生 藤井 康生 (周南市)

境 琉稀

3 小学生男子組手３年生 大嶋 優聖 (周南市) 和田 空也

会場 山口県立下関武道館

第３位
灘 俊介

第３位 （４位）

(周南市) 松田 龍大 (周南市)

(周南市) 末吉 健紘 (下関市) 植村 龍空 (岩国市)
(山陽小野田市)

松本 蒼良 (周南市) 関岡 諄祏 (周南市)

4 小学生男子組手４年生 井藤 光陽 (下関市) 内田 和輝 (下関市) 髙山 桔平 (美祢市)

為西 司

(下関市)

5 小学生男子組手５年生 伊藤 陽太 (山口市) 張間 倖介 (周南市) 和田 金太郎 (下関市)

梶 柚希

(山陽小野田市)

6 小学生男子組手６年生 池上 紅輝

(山陽小野田市)

新山 真隆 (山口市) 髙山 凱登 (美祢市) 山本 裕太郎

7 小学生女子組手１年生 布村 奈結羽 (周南市) 金子 陽紀 (周南市)

林 真央

(山陽小野田市)

(下関市) 岡村 愛皇 (宇部市)

8 小学生女子組手２年生 福永 美羽 (周南市) 明石 彩佳 (柳井市) 村岡 弥恵 (周南市) 濵田 彩智 (柳井市)
9 小学生女子組手３年生 青木 美夕

(山陽小野田市)

梶 ひなた

(山陽小野田市)

植田 愛梨 (下関市) 北山 成海 (防府市)

10

小学生女子組手４年生 小林 夕莉 (山口市) 尾上 茉鈴 (周南市) 阿部 桃花 (山口市) 岡部 凪紗 (山口市)

11

小学生女子組手５年生 清水 穂香 (周南市) 内山 成留美 (周南市) 村田 紅葉 (周南市)

12

小学生女子組手６年生 帆足 海咲 (下関市) 島崎 七海 (山口市) 河野 響生 (山口市) 五郎丸 果央 (周南市)

13

小学生 男子 形 １年生 野村 俊貴 (岩国市) 富永 美樹 (周南市)

灘 俊介

(周南市) 村田 優磨 (山口市)

14

小学生 男子 形 ２年生 西村 風我 (周南市) 松尾 海翔 (下関市)

森 翔那

(下関市) 河野 優太 (岩国市)

15

小学生 男子 形 ３年生 岡村 和孝 (下関市) 磯村 勇輔 (下関市) 高野 隼人 (下関市) 松本 蒼良 (周南市)

16

小学生 男子 形 ４年生 野村 飛翔 (岩国市)

為西 司

(下関市) 上原 飛鳥 (下関市) 濱田 剛輝 (宇部市)

17

小学生 男子 形 ５年生 張間 倖介 (周南市)

灘 洋哉

(周南市) 山田 精一郎 (山口市) 伊藤 陽太 (山口市)

18

小学生 男子 形 ６年生 上原 飛翔 (下関市) 藤本 泰嘉

19

小学生 女子 形 １年生 弥永 美菜 (下関市) 中山 知夏 (岩国市) 金子 陽紀 (周南市) 植村 穂乃香 (岩国市)

20

小学生 女子 形 ２年生

21

小学生 女子 形 ３年生 田中 空花 (下関市) 澤原 佑奈 (下関市) 八坂 愛莉 (下関市) 濱田 那月 (山口市)

22

小学生 女子 形 ４年生 藤重 里帆 (柳井市) 藤川 和里 (下関市)

23

小学生 女子 形 ５年生 小代田 優希 (宇部市) 沖田 有希 (宇部市) 波田 彩香 (下関市) 植田 真鈴 (下関市)

24

小学生 女子 形 ６年生

為西 彩

西 百香

(下関市) 山本 麗華

(山陽小野田市)

(山陽小野田市)

飯干 亜依 (防府市)

河野 翔太 (岩国市) 山本 陽大 (美祢市)

明石 彩佳 (柳井市) 橋本 怜奈 (岩国市)

蕨根 楓

(宇部市) 濵内 美桜 (下関市)

(下関市) 常岡 綾乃 (下関市) 田中 美智 (山口市) 八坂 優菜 (下関市)

