
優勝 準優勝 ３位 ３位

★岡井 優馬 ★三枝 悠人 坂口 千晴 三浦 カムイ

（魂心館） （志成館） （明心會館） （勇心会館本部）

★山神 雄太 小畑 遥也 木場 煌 山本 幹人

（拳志道空手） （神技館） （拳道会館） （中山道場）

★角南　諒 ★三島 健人 植野 竜誠 桐本 皇楓

（魂心館） （勇心会館北部） （中山道場） （魂心館）

★棗田 みやび 小村 樹璃亜

（勇心会館北部） （魂心館）

★桑原 覇翔 友野 颯大 森　栄大 三上 晴正

（誠心会） （魂心館） （中山道場） （拳志道空手）

★樋口 銀雅 ★藤田 楓翔 塩見 琉斗 松浦 陸斗

（実践会館） （兼心会） （宮野道場） （勇気会）

★小山 真歩 ★藤田 心和 小嶺 柚季 佐伯 華楽

（輝道会館） （岡村道場） （志成館） （極真西田道場）

★行重 和幸 黒澤 一心 吉岡 大将 粟根 一仁

（明心會館） （実践会館） （誠心会） （岡村道場）

★大村 絆人 ★浅沼 英汰 木村 彪悟 水田　樂

（魂心館） （実践会館） （励心館） （勇心会館北部）

★高尾 莉空 丸山 ほのか

（勇心会館北部） （朱雀館）

★大塚 瑛瑠 中山 駿佑 羽澤 大輝 西中 琥太郎

（実践会館） （実践会館） （フリー） （拳道会館）

★樋口 煌雅 ★三木 将嗣 ★山下  怜 ★赤木 利優

（実践会館） （岡村道場） （岡村道場） （極眞會）

★矢田 心夏 ★三上 楓結 赤坂  空 川内 結愛

（勇気会） （拳志道空手） （志琉会） （実践会館）

★オファル陸晃 角南 佳吾 山田 悟也 友野 秀也

（極真西田道場） （魂心館） （拳志道空手） （魂心館）

★小谷 将真 ★三宅 琉生 ★塩見 勇翔 ★林 晋太郎

（勇心会館北部） （魂心館） （宮野道場） （岡村道場）

★宮崎 沙菜 ★豊田 乃愛 大森 聖菜 安原 温愛

（餅田道場） （魂心館） （極眞會本部） （勇心会館北部）

★安部 時人 山根　涼 吉田 晃誠 田村 一葵

（勇心会館西） （実践会館） （勇心会館本部） （実践会館）

★長棹 成次郎 ★山本 羚真 ★今川 敬太 ★近藤　宙

（勇心会館中央） （勇気会） （勇心会館中央） （拳道会館）

★田窪 七海 ★村田  芯 田坂 真捺 小林 由奈

（拳剛会館） （勇心会館北部） （拳剛会館） （勇心会館中央）

★中山 穂花 澤田 梨乃 西宮 沙世 西宮 知世

（実践会館） （勇心会館西） （勇心会館本部） （勇心会館本部）

★小山　優 ★神重 如春 池口 流香 前山 凜花

（輝道会館） （拳道会館） （勇心会館北部） （極真西田道場）

選抜 ★大森  靖之 ★菊川　慎 鶴村 海玖 道廣 那義

中学1年男子45ｋｇ未満 （極眞會本部） （如水会館） （勇心会館本部） （志琉会）

選抜 ★矢吹 青空 ★比嘉 孝太郎 馬場 敦士 流田 蓮凰

中学1年男子無差別 （勇心会館本部） （宮野道場） （拳志道空手） （明心會館）

選抜 ★河原 優太 ★村田 健成 伊藤　陸 博多 撤平

中学2・3年男子55ｋｇ未満（勇心会館北部） （勇心会館北部） （勇心会館本部） （勇心会館本部）

初級 小学1年男子

選抜　小学1年男子

初級　小学2年男子

初級　中学女子

選抜　中学女子

選抜　小学5年女子

初級　小学5年男子

選抜　小学4年女子

初級　小学4年男子

選抜　小学3年女子

選抜　小学4年男子

選抜　小学5年男子

第９回勇心杯空手道選手権大会　結果

選抜　小学2年男子

初級　小学3年男子

選抜　小学3年男子

選抜　小学6年女子

選抜 幼年男女混合

選抜　小学1年女子

初級　小学6年男子

Jr.KARATE REAL CHAMPIONSHIPS 選抜広島大会

選抜　小学2年女子

選抜　小学6年男子



選抜 ★村上　廉 ★塚田  凪 林　純主

中学2・3年男子無差別 （勇心会館本部） （勇心会館中央） （志琉会）

近藤 真優 高橋 祐莉奈 赤坂 千憂姫

（勇心会館北部） （拳道会館） （志琉会）

石川 叶大 近藤 愛希 今井 響 徳村 恒輝

（一道会館） （勇心会館北部） （光雲塾） （光雲塾）

進 大河 瀬川 大揮 有野 繭 藤原 圭悟

（極真会館広島本部）（勇心会館中央） （拳道会館） （拳道会館）

平成29年9月3日（日）開催

広島県府中市立体育館「ウッドアリーナ」
参加32団体 出場選手245名 中四国・近畿地方より集いし強者達による熱戦でした。

★はJr.KARATE REAL CHAMPIONSHIPS決勝大会出場権利獲得者です。

決勝大会に出場するしないは団体や個人の意志にお任せします。

高校男子無差別

高校男子60kg未満

高校女子
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