
□　期日：
□　場所：

野方 竣太郎 城村 駿斗 山本 弥寛 豊崎 來亜
(阿新松涛塾) (明倫会) (明空義塾岡山) (松涛連盟下津井)

小野 舞花 築澤 柚音花 土居 柚稀 藤井 優奈
(龍驤館) (心武館) (剛柔館) (心武館)
丸尾 渉太 石垣 直正 齊藤 真人 宮地 翔太郎

(秀修館本部) (阿新松涛塾) (倉敷新倉) (明倫会)
杉本 一花 三村 佑月 唐下 七海 辻 紗永佳

(正心館烏城) (心武館) (誠道館水島) (西大寺道場)
岡 章雄 中川 友翔 大室 晃生 野川 嵐志

(秀修館本部) (西大寺道場) (秀修館本部) (岡山青雲塾)
野方 こはる 藤村 愛梨 三宅 花音 松井 緒海
(阿新松涛塾) (明倫会) (倉敷新倉) (征武館上道)

山崎 聖剛 加藤 右晏 中塚 涼太朗 守谷 裕也
(明空義塾岡山) (近藤道場) (協会玉島中央支部) (秀修館ﾚｲｽﾎﾟｰﾂ)

岸本 愛子 鳥山 望愛 龍野 美咲 中山 紗佑里
(岡山青雲塾) (協会久世) (秀修館ﾚｲｽﾎﾟｰﾂ) (西大寺道場)

荻野 航介 木村 和生 泊 優輝 桝田 桃太郎
(武徳会岡山) (協会柏島) (正拳館) (秀修館本部)

安藤 幸奈 大室 美紗稀 中川 麻鈴 沖本 琳
(正拳館) (秀修館本部) (秀修館本部) (秀修館山陽)
田中 竜雅 白神 拓己 岡崎 充希 山岡 政稀

(岡山青雲塾) (明空義塾岡山) (正心館本部) (誠道館)
森本 樹 定森 向日葵 石田 姫依 多丸 木有生
(正拳館) (如水館) (心武館) (秀修館本部)
皆木 開 西本 達哉 坂本 龍雅 原田 竜哉

(協会津山) (協会玉島中央支部) (松涛連盟下津井) (岡山青雲塾)
河野 結愛 植木 桃子 藤本 稚菜 定森 花乃音
(正拳館) (阿新松涛塾) (近藤道場) (如水館)
守屋 大地 米井 楓喜 岡本 健太 岸本 祥太郎
(協会真備) (近藤道場) (協会真備) (近藤道場)
中野 るか 堀川 凜華 神原 さくら 岡田 優水

(正心館烏城) (拳空会西大寺) (拳空会西大寺) (協会真備)
船本 裕哉 河野 俊也 大室 雄聖 山本 航平

(松涛連盟下津井) (正拳館) (秀修館本部) (拳心会天山塾)
桝田 美喜 竹山 真帆 金子 彩花

(秀修館本部) (拳心会天山塾) (松涛連盟下津井)
吉崎 颯斗 西 健勇 豊崎 來亜 竹内 琉星
(明倫会) (岡山青雲塾) (松涛連盟下津井) (近藤道場)
市橋 海 藤井 優奈 田中 里奈 小野 舞花

(誠道館水島) (心武館) (剛柔館) (龍驤館)
小川 凌平 丸尾 渉太 児島 潤 可児 成夢

(秀修館ﾚｲｽﾎﾟｰﾂ) (秀修館本部) (西大寺道場) (近藤道場)
唐下 七海 杉本 一花 江國 星蘭 大地 優莱

(誠道館水島) (正心館烏城) (正拳館) (協会六条院)
大室 晃生 中村 隼人 野川 嵐志 大島 楓海雅

(秀修館本部) (誠道館水島) (岡山青雲塾) (誠道館)
河合 綾音 小松原 深月 三宅 花音 髙橋 すみれ

(武徳会岡山) (明  倫  会) (倉敷新倉) (誠道館児島)
大野 礼治 山下 幸太 可児 歩夢 加藤 右晏
(亀龍園) (近藤道場) (近藤道場) (近藤道場)
龍野 美咲 松本 紗花 大山 麻利愛 当郷 千尋

(秀修館ﾚｲｽﾎﾟｰﾂ) (誠道館水島) (博武館) (秀修館本部)
石川 一茶 中村 颯太 原田 翔哉 荻野 航介

(誠道館水島) (誠道館水島) (岡山青雲塾) (武徳会岡山)
大室 美紗稀 沖本 琳 中川 麻鈴 佐々岡 花鈴
(秀修館本部) (秀修館山陽) (秀修館本部) (松涛連盟下津井)

山岡 政稀 野川 大哉 田中 竜雅 丸尾 太一
(誠道館) (岡山青雲塾) (岡山青雲塾) (秀修館本部)

定森 向日葵 小松原 咲希 前島 晶子 多丸 木有生
(如水館) (正心館烏城) (正心館本部) (秀修館本部)
梶村 幹人 大山 夢咲士 前岡 諄哉 龍野 琳太郎

(秀修館本部) (博武館) (正心館岡輝) (秀修館ﾚｲｽﾎﾟｰﾂ)
定森 花乃音 岩﨑 美貴 金本 明日香 寛紀 里奈

(如水館) (協会邑久) (明空義塾岡山) (至誠館倉敷)
山岡 一勝 廣澤 佳星 牧野 耕太郎 中山 雅統
(誠道館) (近藤道場) (武徳会岡山) (西大寺道場)
中野 るか 山下 愛子 竹下 佑希 堀川 凜華

(正心館烏城) (近藤道場) (玄制流倉敷) (拳空会西大寺)
岡田 崚汰 梶村 侑哉 大室 雄聖 山本 太一

(正心館烏城) (秀修館本部) (秀修館本部) (誠道館)
模利  信乃 松村 怜奈 竹山 真帆 金子 彩花

(秀修館本部) (悌友館) (拳心会天山塾) (松涛連盟下津井)

小学４年女子形

小学５年男子組手

小学６年男子組手

小学４年女子組手

小学３年女子形

小学５年男子形

小学３年男子組手

小学４年男子組手

中学１年男子形

小学３年女子組手

小学２年女子組手

中学３年女子組手

中学１年男子組手

中学１年女子組手

中学２年男子組手

中学２年女子組手

小学６年女子組手

中学３年男子組手

小学５年女子組手

兼　第８回はまなす杯全国中学生空手道選手権大会　岡山県予選会

小学１年女子形

小学２年女子形

１　　位

小学４年男子形

小学１年男子形

第32回岡山県小・中学生空手道選手権大会

小学６年男子形

小学５年女子形

小学６年女子形

小学２年男子形

小学３年男子形

３　　位

平 成 25 年 11 月 ４ 日 ( 月 )
岡 山 県 総 合 グ ラ ウ ン ド 体 育 館 ( 桃 太 郎 ア リ ー ナ )

２　　位

中学１年女子形

小学１年男子組手

小学２年男子組手

中学２年女子形

中学３年男子形

中学３年女子形

中学２年男子形

小学１年女子組手


