
第14回豊見城市空手道大会
2023年2月5日（日）　豊見城市民体育館メインアリーナ

No. 種目 順位 名前 フリガナ 道場
A1 幼年A男女混合形 優勝 浜田 瑛仁 ハマダ エイト 個人参加
A2 幼年A男女混合形 準優勝 田中 夏向 タナカ カナタ 仲本塾
A3 幼年A男女混合形 第三位 照屋 志帆 テルヤ ユキホ 仲本塾
A4 幼年A男女混合形 敢闘賞

B1 幼年B男女混合形 優勝 稲嶺 鈴々愛 イナミネ リリア 仲本塾
B2 幼年B男女混合形 準優勝 冨里 斗我 フサト トワ 個人参加
B3 幼年B男女混合形 第三位 大浜 愛結 オオハマ メイ 正武舘上原空手道場
B4 幼年B男女混合形 敢闘賞 玉城 響吾 タマキ キョウゴ 研修館

SD11 小学1年生男子形 優勝 大城 清和 オオシロ シンワ 仲本塾
SD12 小学1年生男子形 準優勝 村川 稜典 ムラカワ リョウスケ 仲本塾
SD13 小学1年生男子形 第三位 潮平 貴栄 シオヒラ キエイ 嶺井道場
SD14 小学1年生男子形 敢闘賞 上原 蒼士 ウエハラ アオイ 仲本塾

SJ11 小学1年生女子形 優勝 岩本 絢央 イワモト アオ 琉志会
SJ12 小学1年生女子形 準優勝 銘苅 陽菜乃 メカル ヒナノ 正武舘上原空手道場
SJ13 小学1年生女子形 第三位 儀武 咲乃 ギブ サクノ 仲本塾
SJ14 小学1年生女子形 敢闘賞 真栄城 希子 マエシロ キコ 仲本塾

SD21 小学2年生男子形 優勝 西園 太智 ニシゾノ タイチ 個人参加
SD22 小学2年生男子形 準優勝 平田 和真 ヒラタ カズマ 仲本塾
SD23 小学2年生男子形 第三位 潮平 琉真 シオヒラ リュウマ 仲本塾
SD24 小学2年生男子形 敢闘賞 田口 陽一 タグチ ヨウイチ 琉志会

SJ21 小学2年生女子形 優勝 仲村 姫南 ナカムラ ヒナ 嶺井道場
SJ22 小学2年生女子形 準優勝 安谷屋 星 アダニヤ ヒカリ 仲本塾
SJ23 小学2年生女子形 第三位 多和田 小夏 タワタ コナツ 志道館比嘉道場
SJ24 小学2年生女子形 敢闘賞 川田 ゆり カワタ ユリ 琉志会

SD31 小学3年生男子形 優勝 黒岩 優太 クロイワ ユウタ 個人参加
SD32 小学3年生男子形 準優勝 大田 煌武偉 オオタ カムイ 仲本塾
SD33 小学3年生男子形 第三位 諸見 颯大 モロミ ソウタ 仲本塾
SD34 小学3年生男子形 敢闘賞 真栄城 丈 マエシロ ジョウ 仲本塾

SJ31 小学3年生女子形 優勝 村川 華菜 ムラカワ ハナ 仲本塾
SJ32 小学3年生女子形 準優勝 上原 結愛 ウエハラ ユウア 仲本塾
SJ33 小学3年生女子形 第三位 上運天 春瑠 カミンテン ハル 仲本塾
SJ34 小学3年生女子形 敢闘賞 新垣 希心 アラカキ キコ 仲本塾

SD41 小学4年生男子形 優勝 島袋 慶翔 シマブクロ ケイト 仲本塾
SD42 小学4年生男子形 準優勝 上原 正義 ウエハラ マサヨシ 正武舘上原空手道場
SD43 小学4年生男子形 第三位 佐久眞 大武 サクマ ヒロム 仲本塾
SD44 小学4年生男子形 敢闘賞 田中 康汰 タナカ コウタ 研修館

SJ41 小学4年生女子形 優勝 守岡 美遥 モリオカ ミハル 嶺井道場
SJ42 小学4年生女子形 準優勝 池間 逢望 イケマ アイミ 仲本塾
SJ43 小学4年生女子形 第三位 窪田 姫菜乃 クボタ ヒナノ 嶺井道場
SJ44 小学4年生女子形 敢闘賞

SD51 小学5年生男子形 優勝 照屋 琳己 テルヤ リキ 研修館
SD52 小学5年生男子形 準優勝 金城 匠海 キンジョウ ナルミ 仲本塾
SD53 小学5年生男子形 第三位 玉城 遼太郎 タマキ リョウタロウ 仲本塾
SD54 小学5年生男子形 敢闘賞 宮城 陽呂 ミヤギ ヒロ 正武舘上原空手道場

SJ51 小学5年生女子形 優勝 豊里 仁美 トヨサト ヒトミ 志道館比嘉道場
SJ52 小学5年生女子形 準優勝 我如古 穂花 ガネコ ホノカ 楊心館昇獅道場
SJ53 小学5年生女子形 第三位 村吉 姫南子 ムラヨシ ヒナコ 正武舘上原空手道場
SJ54 小学5年生女子形 敢闘賞 與那嶺 楓 ヨナミネ カエデ 志道館比嘉道場

SD61 小学6年生男子形 優勝 具志 昊空 グシ コウ 正武舘上原空手道場
SD62 小学6年生男子形 準優勝 伊佐 李地 イサ リイチ 研修館
SD63 小学6年生男子形 第三位 島袋 慶汰郎 シマブクロ ケイタロウ 仲本塾
SD64 小学6年生男子形 敢闘賞 玉城 凛太朗 タマシロ リンタロウ 仲本塾

SJ61 小学6年生女子形 優勝 金城 優月 キンジョウ ユヅキ 仲本塾
SJ62 小学6年生女子形 準優勝 稲嶺 琉音 イナミネ リノン 仲本塾
SJ63 小学6年生女子形 第三位 加藤 にじ カトウ ニジ 仲本塾
SJ64 小学6年生女子形 敢闘賞 岩本 琴葉 イワモト コトハ 琉志会

TD1 中学生男子形 優勝 真栄城 豪 マエシロ ゴウ 仲本塾
TD2 中学生男子形 準優勝 金城 匠耶 キンジョウ ショウヤ 仲本塾
TD3 中学生男子形 第三位 大城 章生 オオシロ アキト 正武舘上原空手道場
TD4 中学生男子形 敢闘賞 大城 清正 オオシロ キヨマサ 仲本塾

TJ1 中学生女子形 優勝 金城 樹佳 キンジョウ コノカ 正武舘上原空手道場
TJ2 中学生女子形 準優勝 當山 百恵 トウヤマ モエ 仲本塾
TJ3 中学生女子形 第三位 上原 杏梨 ウエハラ アンリ 正武舘上原空手道場
TJ4 中学生女子形 敢闘賞 與那嶺 利帆 ヨナミネ リホ 志道館比嘉道場

KD1 一般・高校生男子形 優勝 金城 匠杜 キンジョウ タクト 仲本塾
KD2 一般・高校生男子形 準優勝 眞喜志 勇哉 マキシ ユウヤ 仲本塾
KD3 一般・高校生男子形 第三位 川村 龍輝 カワムラ リュウキ 仲本塾
KD4 一般・高校生男子形 敢闘賞 浜田 篤 ハマダ アツシ 個人参加

KJ1 一般・高校生女子形 優勝 仲本 青空 ナカモト ソラ 仲本塾
KJ2 一般・高校生女子形 準優勝 與那城 藍 ヨナシロ アイ 正武舘上原空手道場
KJ3 一般・高校生女子形 第三位 大城 茉穂 オオシロ マホ 正武舘上原空手道場
KJ4 一般・高校生女子形 敢闘賞 西平 彩珠 ニシヒラ アジュ 研修館

MD1 マスターズ男子形 優勝 照屋 貴英 テルヤ タカヒデ 仲本塾
MD2 マスターズ男子形 準優勝 山内 昌義 ヤマウチ マサヨシ 研修館
MD3 マスターズ男子形 第三位 當山 清太 トウヤマ キヨタ 仲本塾
MD4 マスターズ男子形 敢闘賞 山川 均 ヤマカワ ヒトシ 正武舘上原空手道場

MJ1 マスターズ女子形 優勝 仲本 ひろみ ナカモト ヒロミ 志道館比嘉道場
MJ2 マスターズ女子形 準優勝 嶺井 小枝美 ミネイ サエミ 汀良空手道場
MJ3 マスターズ女子形 第三位 比嘉 真樹子 ヒガ マキコ 志道館比嘉道場
MJ4 マスターズ女子形 敢闘賞 新垣 美佐江 シンガキ ミサエ 仲本塾


