
　令和４年６月３日（金） 　令和４年６月５日（日）
　顧問・審判会議　１２時３０分 　顧問・審判会議　　８時３０分
　開　始　式　　 　　１３時００分 　競技開始　　　　　９時００分
　競 技 開 始　 　　１３時２０分 ＜男女団体組手＞

＜男女個人形＞ ・女子団体組手　１回戦～パート決勝まで
・女子個人形第１ラウンド　（ 指定形 ） ・男子団体組手　１回戦～パート決勝まで
・男子個人形第１ラウンド　（　　〃　  ）
・女子個人形第２ラウンド　（ 得意形 ） （昼食）
・男子個人形第２ラウンド　（　　〃　  ）
・女子個人形メダルマッチ　（　　〃　  ） ＜男女団体組手　決勝リーグ＞
・男子個人形メダルマッチ　（　　〃　  ） ・女子１試合目

・男子１試合目
　閉式・表彰　　大会終了次第 ・女子２試合目

・男子２試合目
・女子３試合目
・男子３試合目

　令和４年６月４日（土）
　顧問・審判会議　　８時３０分
　競技開始　　　　　９時００分

＜男女個人組手＞
・女子個人組手　 １回戦 　閉式・表彰　　大会終了次第
・男子個人組手　 １回戦
・女子個人組手　 ２回戦
・男子個人組手　 ２回戦

…

・女子個人組手　決勝戦 　＜注意事項＞
・男子個人組手　決勝戦

　　 ※　ゴミは各自で持ち帰りをお願いします。
　閉式・表彰　　大会終了次第 　　 ※　貴重品は各自で責任を持って保管してください。

　　 ※　忘れ物がないよう御注意をお願いします。

令和４年度　第49回熊本県高等学校総合体育大会　空手道競技大会

※　新型コロナウイルス感染症対策のため、 競技以外
は、マスク着用、手の消毒をお願いします。

（昼食休憩は進行状況で判断します）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客とします。御協力をお願いします。

競　技　日　程

６月５日(日）
３日目

６月４日(土）
２日目

６月３日（金）
１日目



令和４年６月３日（金）

顧問・審判会議　12時30分

開会式　　　　　13時00分

競技開始　　　　13時20分

・男女個人形　　予選～決勝

令和４年６月４日（土）

顧問・審判会議　　8時30分

競技開始　　　　　9時00分

・男女個人組手　1回戦～決勝まで

令和４年６月５日（日）

顧問・審判会議　　8時30分

競技開始　　　　　9時00分

・男女団体組手　1回戦～パート決勝

・男女団体組手　決勝リーグ
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※記入例 ※記入例
○ ×

３－２ ２－３

○＝勝　　×＝負　　△＝分 ○＝勝　　×＝負　　△＝分
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令和４年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技大会
令和４年６月３～５日  植木中央公園体育館

男子個人組手　

ｽｲｽﾜﾋｭ
ｻﾗﾌｯﾃﾞｨﾝ虎太郎

水田　湧大 (秀岳館)

36 河野　鉄笙 (芦北) 72 永渕　颯哉 (芦北)

35 本田　航平 (大津) 71

田中　剛 (文徳)

34 岩下　大心 (済々黌) 70 山本　経善 (熊商)

33 村田　壮一郎 (球磨工業) 69

住永　幸輝 (東海大星翔)

32 西川　心 (熊本高) 68 田中　朝陽 (済々黌)

31 墨谷　颯太 (開新) 67

国武　蓮央 (開新)

30 橋本　将人 (芦北) 66 中園　康星 (球磨工業)

29 吉本　粋 (熊本工業) 65

甲斐　一綺 (九州学院)

28 本田　隼聖 (文徳) 64 山﨑　蒼大 (東稜)

27 坂井　理 (マリスト) 63

久々山　貫太 (天草)

26 河野　舜正 (東稜) 62 洲上　蒼 (熊本西)

25 島村　虎太郎 (東海大星翔) 61

郡司　樹 (熊本工業)

24 山本　貫太 (学園大付) 60 河村　公太 (熊本高)

23 濱津　空 (九州学院) 59

矢住　侑真 (学園大付)

22 吉野　寛人 (八代) 58 近藤　佑亮 (マリスト)

21 井上　海翔 (有明) 57

上村　安寿磨 (芦北)

20 古川　大空 (文徳) 56 芦原　颯太 (開新)

19 石山　隼 (芦北) 55

星野　佑磨 (球磨工業)

18 (東稜) 54 江嶋　竜耶 (マリスト)

17 篠島　正樹 (熊本高) 53

入部　隼人 (熊本工業)

16 萩野　壱飛 (マリスト) 52 中野　龍吾 (芦北)

15 石井　和馬 (芦北) 51

山内　健瑠 (東稜)

14 中島　海輝 (済々黌) 50 中川　功大 (熊本西)

13 吉永　充希 (熊本工業) 49

辻　凱仁 (文徳)

12 尾前　優心 (球磨工業) 48 富﨑　俊太 (九州学院)

11 肱岡　駿 (東海大星翔) 47

松本　侑政 (九州学院)

10 竹ノ内　陽介 (文徳) 46 鋤崎　謙太郎 (八代)

9 新谷　風人 (九州学院) 45

池島　天晴 (済々黌)

8 中村　爽汰 (学園大付) 44 橋本　心良 (秀岳館)

7 矢羽田　蓮 (秀岳館) 43

川内　仁志 (熊本高)

6 立野　瑠唯 (開新) 42 米森　一光 (学園大付)

5 末松　昊 (天草) 41

磯部　優人 (東海大星翔)

4 山田　太陽 (マリスト) 40 西山　大暉 (芦北)

3 本田　和磨 (熊本西) 39

松元　魁誠 (開新)

2 荒木　颯大 (玉名工業) 38 江﨑　大和 (天草)

1 白﨑　優太 (芦北) 37



令和４年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技大会
令和４年６月３～５日  植木中央公園体育館

女子個人組手　

堀田　美里 (学園大付属)

47 村井　響 (九州学院)

23 米村　美緒 (文徳) 46

中山　愛那 (濟々黌)

22 立石　優羽 (熊本商業) 45 今村　楓花 (文徳)

21 乃村　桔梗 (九州学院) 44

川瀨　春子 (熊本第二)

20 佐藤　小春 (開新) 43 押方　理帆 (熊本商業)

19 小田　麗奈 (濟々黌) 42

岩下　実央 (学園大付属)

18 久恒　郁凪 (熊本工業) 41 本田　実夢 (文徳)

17 大久保　光 (マリスト) 40

井上　夏希 (マリスト)

16 桑原　麻菜 (球磨工業) 39 橋柿　真依 (東稜)

15 白石　傲希 (学園大付属) 38

安永　心 (開新)

14 奥田　碧衣 (東稜) 37 吉迫　夏希 (熊本工業)

13 高三潴　姫夏 (開新) 36

隈部　瑳蘭 (開新)

12 山下　奈々 (九州学院) 35 峯　彩夏 (九州学院)

11 千年　結子 (学園大付属) 34

佐藤　美邦 (熊本工業)

10 西　杏梨 (秀岳館) 33 川内　みなみ (球磨工業)

9 古賀　さくら (文徳) 32

竹ノ内　蒼唯 (文徳)

8 澤村　美空 (熊本商業) 31 大塚　琳澄 (熊本商業)

7 岡部　日葵 (開新) 30

松村　星花 (九州学院)

6 池本　めぐ (九州学院) 29 大橋　心 (マリスト)

5 川上　紗佳 (マリスト) 28

駒走　美颯 (濟々黌)

4 山下　みのり (濟々黌) 27 川﨑　愛 (東稜)

3 坂本　はる花 (熊本工業) 26

平井　沙季 (開新)

2 西田　朱里 (九州学院) 25 西　睦月 (学園大付属)

1 田上　ここの (文徳) 24



令和４年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技大会
2022年6月3日(金)～5日（日）  植木中央公園体育館

男子形
第１ラウンド（指定形）

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1 山内　健瑠 東稜
2 橋本　渉矢 熊本工業
3 濵田　大地 芦北
4 吉野　寛人 八代
5 河村　公太 熊本
6 山﨑　蒼大 東稜
7 村上　偉生 文徳
8 大畑　翔鶴 天草
9 岩下　大心 濟々黌
10 原先　佑弥 球磨工業
11 近藤　佑亮 マリスト
12 古橋　知也 開新
13 松川　怜雅 九州学院

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1 江森　賢聖 文徳
2 田渕　丈晴 九州学院
3 井上　海翔 有明
4 中島　海輝 濟々黌
5 江﨑　大和 天草
6 田渕　知真 球磨工業
7 橋本　心良 秀岳館
8 三浦　裕晃 熊本工業
9 白﨑　優太 芦北
10 太田　真生 マリスト
11 東坂　柊哉 九州学院
12 富﨑　秀真 熊本西
13 上村　安寿磨 芦北
14 スイスワヒュ　サラフッティン　虎太郎 東稜

第２ラウンド（得意形）

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1
2
3
4
5
6

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1
2
3
4
5
6

メダルマッチ（得意形）

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
A3位
B2位

A2位
B3位

A1位
B1位

Aコート

Bコート

Aコート（赤）

Bコート（青）

Aコート



令和４年度熊本県高等学校総合体育大会空手道競技大会
2022年6月3日(金)～5日（日）  植木中央公園体育館

女子形
第１ラウンド（指定形）

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1 久恒　郁凪 熊本工業
2 野田　雪乃 熊本商業
3 満田　瑚雪 八代白百合
4 井上　小春 九州学院
5 坂本　心愛 九州学院
6 橋柿　真依 東稜
7 橋本　栞奈 文徳
8 隈部　瑳蘭 開新
9 桑原　麻菜 球磨工業
10 井上　夏希 マリスト
11 安永　心 開新

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1 川内　みなみ 球磨工業
2 川﨑　愛 東稜
3 椿原　乙葉 高専熊本
4 吉迫　夏希 熊本工業
5 高三潴　姫夏 開新
6 駒走　美颯 濟々黌
7 増岡　和呼 文徳
8 川瀨　春子 熊本第二
9 山尾　彩菜 九州学院
10 野中　紗和 九州学院

第２ラウンド（得意形）

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1
2
3
4
5
6

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
1
2
3
4
5
6

メダルマッチ（得意形）

氏名 学校名 形名 第１審 第２審 第３審 第４審 第５審 合計 順位
A3位
B2位

A2位
B3位

A1位
B1位

Aコート（赤）

Bコート（青）

Aコート（赤）

Bコート（青）

Aコート


