2021年5月23日

第２１回 全日本少年少女空手道選手権大会 山口県予選大会
第２９回 中国地区少年少女空手道選手権大会 山口県予選大会（小学生の部）
参加数 ２３０人
（延べ３６４人）

主催 山口県空手道連盟
種

目

第１位

第２位

会場 キリンビバレッジ周南総合スポーツ
センター（メインアリーナ）
第３位

1 小学生男子組手１年生 大原 寛大 (周南市) 沖墨 匡斐 (周南市) 長尾 心汰 (下関市)

第３位 （４位）
神垣 新

(下関市)

2 小学生男子組手２年生 小田 圭斗 (宇部市) 柴田 陣太郎 (防府市) 中司 悠真 (防府市) 大村 晃稀 (防府市)
3 小学生男子組手３年生 内山 海誠 (周南市)

岡村 冠

(山口市) 有吉 虎太郎

(山陽小野田市)

4 小学生男子組手４年生 山村 汰平 (下関市) 牛尾 隼翔 (下関市) 大西 虹羽 (周南市)
5 小学生男子組手５年生

尾﨑 蓮

西田 結晴 (山口市)
宮川 友希 (下関市)

(周南市) 山藤 帆夏 (下松市) 早川 日翔 (周南市) 栗田 智弥

(山陽小野田市)

6 小学生男子組手６年生 村田 蒼磨 (山口市) 山村 宗史 (下関市) 伊賀崎 僚太 (周南市) 山田 祐輔 (山口市)
7 小学生女子組手１年生 早川 日彩 (周南市)
8 小学生女子組手２年生 舞田 七海 (周南市) 大畠 椎菜 (下松市) 原田 実咲希 (周南市) 有吉 莉々奈

(山陽小野田市)

9 小学生女子組手３年生 德本 栞那 (岩国市) 福田 ひより (周南市) 幸坂 咲空 (防府市) 喜納 未來 (防府市)
10

小学生女子組手４年生 福永 陽向 (美祢市) 中司 瑞姫 (防府市) 山根 海玖 (宇部市) 藤本 萌恵 (下松市)

11

小学生女子組手５年生 末永 優月 (防府市) 山田 眞矢 (周南市) 沖墨 沙那 (周南市)

12

小学生女子組手６年生 吉村 夏菜

13

小学生 男子 形 １年生 福永 大悟 (美祢市) 中村 大和 (周南市) 沖墨 匡斐 (周南市)

14

小学生 男子 形 ２年生 山田 征侍 (周南市) 小田 圭斗 (宇部市) 深澤 優太 (防府市) 瀧本 継士 (美祢市)

15

小学生 男子 形 ３年生 中野 煌大 (下関市) 宮内 碧士 (下関市) 斉藤 洸希 (周南市) 西田 結晴 (山口市)

16

小学生 男子 形 ４年生 越智 琥珀 (防府市) 山村 汰平 (下関市) 河口 世那 (周南市) 山本 咲空 (岩国市)

17

小学生 男子 形 ５年生 大石 瑛太 (下関市)

18

小学生 男子 形 ６年生 山村 宗史 (下関市) 德本 颯太 (岩国市) 村田 蒼磨 (山口市) 笹原 碧人 (下関市)

19

小学生 女子 形 １年生 渡邊 詩織 (宇部市) 曾野部 心咲 (周南市) 河村 百華 (防府市)

20

小学生 女子 形 ２年生 豊田 詩望 (下関市) 藤井 穂花 (宇部市) 有澤 諒子 (下関市) 三浦 依奈 (山口市)

21

小学生 女子 形 ３年生 德本 栞那 (岩国市) 青木 結鈴 (周南市) 河田 未幸 (美祢市) 寺戸 絢菜 (下関市)

22

小学生 女子 形 ４年生 福永 陽向 (美祢市) 笹原 幸咲 (下関市) 池田 琴美 (宇部市) 松坂 麻琴

23

小学生 女子 形 ５年生 山田 眞矢 (周南市) 沖墨 沙那 (周南市) 吉賀 美晴 (美祢市) 赤目 乃海 (下関市)

24

小学生 女子 形 ６年生 吉村 夏菜

(山陽小野田市)

(山陽小野田市)

吉田 怜華 (防府市)

中野 こはる (周南市) 斉藤 里佳 (山口市) 東瀬 紗弥 (周南市)

松田 隼

神垣 新

(下関市)

(下関市) 山藤 帆夏 (下松市) 長尾 元汰 (下関市)

(山陽小野田市)

磯村 綾花 (下関市) 斉藤 里佳 (山口市) 藤原 南空 (山口市)

