
第22回四国新聞社杯香川県空手道選手権大会結果

於高松市牟礼総合体育館

種目名 形競技　小学１年生男子の部
優勝 香川　連音 修験館多聞塾 多度津小

２位 大森　龍河 和道会香川 白鳥小

３位 佐々木　譲 日新館綾川 昭和小学校

４位 大丸　湧喜 修交会牟礼 牟礼小

種目名 形競技　小学２年生男子の部
優勝 川崎　博文 日新館仏生山 多肥小学校

２位 川口　叶翔 修交会三豊 吉津小学校

３位 山下　海斗 健友館 飯山北小

４位 松本　優志 錬成館 飯山南小

種目名 形競技　小学３年生男子の部
優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小学校

２位 今井　晴 修交会三豊 詫間小学校

３位 津村　慈元 日新館綾川 羽床小学校

４位 矢野　温大 修験館多聞塾 麻小

種目名 形競技　小学４年生男子の部
優勝 安藤　舜祐 空手協会高松 太田小学校

２位 鶴田　一魁 日新館仏生山 三渓小学校

３位 佐々木　絃 日新館綾川 昭和小学校

４位 原尾　昌敬 日新館綾川 昭和小学校

種目名 形競技　小学５年生男子の部
優勝 三井　唱生 修交会三豊 本町小学校

２位 金地　恭汰 和道会香川 白鳥小

３位 三島　大輝 修験館多聞塾 城坤小

４位 川田　俊汰 空手協会白鳥 白鳥小学校

種目名 形競技　小学６年生男子の部
優勝 崎山　慶成 日新館本部 中央小学校

２位 伊達　文哉 修験館多聞塾 四箇小

３位 山下　夏輝 空手協会三豊 勝間小

４位 藤川　魁 空手協会三豊 二ノ宮小
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種目名 形競技　中学生男子の部
優勝 荒川　仁 空手協会白鳥 白鳥中学校

２位 崎山　優成 日新館 木太中学校

３位 柴垣　貴也 修交会香川 長尾中学校

３位 山下　優哉 健友館 飯山中

種目名 形競技　少年・有級男子の部
優勝 矢野　誠也 修験館多聞塾 多度津高

２位 木下　涼雅 高松中央高校 高松中央高校

３位 中山　和希 修験館多聞塾 多度津高

３位 砂古　篤輝 修験館多聞塾 多度津高

種目名 形競技　少年・有段男子の部
優勝 大山　壮真 和道会香川 三本松高

２位 高畑　賢大 高松中央高校 高松中央高校

３位

３位

種目名 形競技　小学１年生女子の部
優勝 崎山　紬 日新館本部 中央小学校

２位 村山　翠 錬成館 飯山南小

３位

４位

種目名 形競技　小学２年生女子の部
優勝 牟禮　未乃来 修交会牟礼 牟礼北小

２位 十河　楓 日新館本部 高松第一小学校

３位 森　司紗 修交会三豊 下高瀬小学校

４位 安藤　桃子 空手協会高松 太田小学校

種目名 形競技　小学３年生女子の部
優勝 崎山　凜 日新館本部 中央小学校

２位 田中　ひびき 修交会三豊 詫間小学校

３位 佐藤　周 修交会牟礼 牟礼南小

４位 木村　心 修交会牟礼 牟礼南小

種目名 形競技　小学４年生女子の部
優勝 山田　晏由美 日新館本部 牟礼小学校

２位 多田　愛理 錬成館 飯山北小

３位 吉野　妃花 錬成館 垂水小

４位 日下　留維 和道会香川 志度小



種目名 形競技　小学５年生女子の部
優勝 藤原　杏有海 修交会丸亀 善通寺中央小学校

２位 牟禮　亜央依 修交会牟礼 牟礼北小

３位 川西　葉月 日新館仏生山 古高松南小学校

４位 進藤　沙弥 錬成館 宇多津小

種目名 形競技　小学６年生女子の部
優勝 川口　友唯 修交会三豊 吉津小学校

２位 石川　千晴 修交会三豊 吉津小学校

３位 高村　美咲 修交会香川 長尾小学校

４位 新名　叶花 健友館 飯山北小

種目名 形競技　中学生女子の部
優勝 國廣　光 修験館多聞塾 満濃中

２位 平石　紗良 日新館仏生山 龍雲中学校

３位 川根　千奈 和道会香川 白鳥中

３位 門井　佑紀 修験館多聞塾 多度津中

種目名 形競技　少年・有級女子の部
優勝 藤村　菜央 日新館本部 高松商業高校

２位 山田　まり 日新館本部 高松商業高校

３位 津野　夏季 空手協会三豊 坂出商業高校

３位 高田　結生 日新館本部 高松商業高校

種目名 形競技　少年・有段女子の部
優勝 平井　優希 修交会丸亀 丸亀城西高校

２位 金藤　愛 日新館本部 高松商業高校

３位 高村　綾花 修交会香川 高松第一高校

３位 横山　渚 錬成館 丸亀城西高

種目名 形競技　成年・有段女子の部
優勝 門井　里沙 修験館多聞塾 四国学院大

２位 上田　美央 空手協会高松 ザグザグ

３位

３位

種目名 組手競技　小学１年生男子の部
優勝 甲斐　日向 日新館仏生山 川島小学校

２位 三木　誠央 日新館仏生山 仏生山小学校

３位 大森　龍河 和道会香川 白鳥小

４位 佐々木　譲 日新館綾川 昭和小学校



種目名 組手競技　小学２年生男子の部
優勝 浅野　琉盛 修交会丸亀 城南小学校

２位 田村　鉄人 修交会丸亀 城南小学校

３位 上井　卓巳 日新館仏生山 仏生山小学校

４位 川崎　博文 日新館仏生山 多肥小学校

種目名 組手競技　小学３年生男子の部
優勝 山口　愛斗 日新館本部 平井小学校

２位 石橋　巨都 和道会香川 志度小

３位 塚原　輝樹 修交会牟礼 牟礼小

４位 檜澤　慧二郎 錬成館 飯野小

種目名 組手競技　小学４年生男子の部
優勝 藤田　輝彦 日新館本部 志度小学校

２位 鶴田　一魁 日新館仏生山 三渓小学校

３位 浅野　兵悟 修交会丸亀 城南小学校

４位 安藤　舜 和道会西讃 一の谷小

種目名 組手競技　小学５年生男子の部
優勝 金地　恭汰 和道会香川 本町小

２位 三井　唱生 修交会三豊 吉津小学校

３位 久保　幹太 大野原クラブ 大野原小学校

４位 藤岡　航大 大野原クラブ 萩原小学校

種目名 組手競技　小学６年生男子の部
優勝 伊達　文哉 修験館多聞塾 四箇小

２位 崎山　慶成 日新館本部 中央小学校

３位 山下　夏輝 空手協会三豊 勝間小

４位 青木　隆星 和道会香川 津田小

種目名 組手競技　中学生男子の部
優勝 崎山　優成 日新館本部 木太中学校

２位 松本　光揮 日新館本部 志度中学校

３位 藤澤　遥輝 日新館仏生山 龍雲中学校

３位 山下　翔大 義心舘国分寺 国分寺

種目名 組手競技　少年・有級男子の部
優勝 太田　大雅 高松中央高校 高松中央高校

２位 八重　優真 高松中央高校 高松中央高校

３位 藤田　康陽 高松中央高校 高松中央高校

３位 木下　涼雅 高松中央高校 高松中央高校



種目名 組手競技　少年・有段男子の部
優勝 鎌田　瑛伍 高松中央高校 高松中央高校

２位 北山　颯馬 高松中央高校 高松中央高校

３位 小野　楓 高松中央高校 高松中央高校

３位 鹿谷　直樹 高松中央高校 高松中央高校

種目名 組手競技　成年・有級男子の部
優勝 岡田　涼 サヌキ新峰会 香川大学

２位 阿部　進 和道会香川

３位

３位

種目名 組手競技　成年・有段男子の部
優勝 藤田　智貴 和道会西讃

２位 岸　一元 修験館多聞塾 常石造船

３位

３位

種目名 組手競技　小学１年生女子の部
優勝 崎山　紬 日新館本部 中央小学校

２位 藤澤　大空 日新館仏生山 仏生山小学校

３位 宮本　悠聖 和道会西讃 常磐小

４位

種目名 組手競技　小学２年生女子の部
優勝 森　司紗 修交会三豊 下高瀬小学校

２位 真鍋　ほのか 修交会丸亀 城南小学校

３位 牟禮　未乃来 修交会牟礼 牟礼北小

４位 十河　楓 日新館本部 高松第一小学校

種目名 組手競技　小学３年生女子の部
優勝 崎山　凜 日新館本部 中央小学校

２位 植村　紀香 和道会香川 志度小

３位 浦上　遥日 誠龍館 丸亀城西小

４位 岡田　二千翔 大野原クラブ 萩原小学校

種目名 組手競技　小学４年生女子の部
優勝 山田　晏由美 日新館本部 牟礼小学校

２位 池田　彩花 義心舘香川 牟礼北小学校

３位 多田　愛理 錬成館 飯山北小

４位 日下　留維 和道会香川 志度小



種目名 組手競技　小学５年生女子の部
優勝 安藤　舞香 和道会西讃 一の谷小

２位 川西　葉月 日新館仏生山 古高松南小学校

３位 進藤　沙弥 空手道錬成館 宇多津小

４位

種目名 組手競技　小学６年生女子の部
優勝 藤澤　美空 日新館仏生山 仏生山小学校

２位 松下　真子 日新館本部 古高松南小学校

３位 石川　千晴 修交会三豊 吉津小学校

４位 鎌倉　由妃菜 空手協会三豊 比地小

種目名 組手競技　中学生女子の部
優勝 平石　紗良 日新館仏生山 龍雲中学校

２位 國廣　光 修験館多聞塾 満濃中

３位 門井　佑紀 修験館多聞塾 多度津中

３位 北村　菜々 修験館多聞塾 多度津中

種目名 組手競技　少年・有級女子の部
優勝 松本　江利 高松中央高校 高松中央高校

２位 淀谷　薫 日新館本部 高松商業高校

３位 藤澤　里奈 高松中央高校 高松中央高校

３位 高田　結生 日新館本部 高松商業高校

種目名 組手競技　少年・有段女子の部
優勝 揺本　小夏 高松中央高校 高松中央高校

２位 藤井　香里 高松中央高校 高松中央高校

３位 三宅　瑠乃 和道会西讃 観音寺第一高

３位 平井　優希 修交会丸亀 丸亀城西高校

種目名 組手競技　成年・有段女子の部
優勝 山地　恵美 義心舘香川 確認中

２位 上田　美央 空手協会高松 ザグザグ

３位

３位


