
第１位　 一般の部 第1位　 中・高生の部 第１位　 中・高生の部 第１位　 小学生の部

近行　倫郎　　　 極眞會　赤磐支部 大森　啓正 極眞會　総本部 水口　凌 極眞會　赤磐支部 大森　靖之 極眞會　総本部

型の部　 第１位 所属 第２位 所属 第３位 所属 第４位 所属
小学１・２年 赤木　利優 極眞會　操南道場

小学３・４年 斎藤　七音 士衛塾 タッシュマイケル城 士衛塾 高田　友愛 餅田道場 藤岡　秀人 輝道会館

小学５・６年 斎藤　春来 士衛塾 西岡　虎太郎 吉村道場 中内　功大 新極真会 佐藤　空也 士衛塾

中学生 横山　凛奈 士衛塾 浅見　好 士衛塾 栁　武志 士衛塾 居樹　佳奈江 兼心会

第5位 所属
渡辺　実咲 士衛塾

高校生 渡邊　剛瑠 士衛塾 加藤　らら 士衛塾 飯川　潤一 紅衛会

一般 渡辺　飛鳥 士衛塾 冨山　莉奈 志誠館

組手の部　 優賞 所属 準優勝 所属 第３位 所属 第３位 所属
幼年 夏山　李空 拳実会 岡島　瞬斗 極真館 佐藤　瑞 志琉会 石川　獅 宮崎道場

ベスト８→ 大政　右京 道真会館 棗田　みやび 勇心会館 岡本　倖成 励心舘 金子　海里 輝道会館

小学１年生男女初級 安居　珀空 白蓮会館 田中　琉生 修士館 平松　大和 魂心舘 松下　愛佳 無門塾

ベスト８→ 内橋　琉成 拳武会館 大森　雄造 溓心会 門田　望来 道真会館 川口　椋矢 道真会館

小学1年男女上級 和田　凛太郎 極真館 谷口　愛生 実践カラテ 東原　櫂 溓心会 音羽　武蔵 拳実会

小学２年生男女初級 正木　天晴 拳実会 三木　将嗣 岡村道場 三島　太尊 勇心会館 原田　琳平 輝道会館

ベスト８→ 佐藤　昌樹 修士館 田中　美空 修士館 中尾拓真 兼心会 山下　怜 岡村道場

小学2年男女上級 小林　大和 拳実会 永井　健翔 拳実会 今村　稜成 極真館 熊谷　弘太 極真館

小学3年男女初級 鈴木　恋音 極真館 長尾　元光 修士館 萱野　翔平 長浜道場 安達　冬羽 岡村道場

ベスト８→ 角田　誠之助 岡村道場 八木隆臥 白蓮会館 渡邊　鷹晴 拳志道 小山　修聖 輝道会館

小学3年男女上級 藤岡　秀人 輝道会館 三宅　琉生 魂心舘 棗田　咲哉 勇心会館 大浪　瑞葵 岡村道場

小学4年男子初級 佐藤　陸　 ドラゴンジム 楠　龍生 宮崎道場 門田　和篤 道真会館 山下　涼 岡村道場

ベスト８→ 田中　海璃 拳武会館 小椋　穂貴 岡村道場 山神　琢磨 拳志道 黒葛原　迦月 真樹塾

小学４年女子 山本　畝之果 実践カラテ 板倉　未羽 士衛塾 前田　姫愛 溓心会 市村　海心 如水会館

小学4年男子上級 安居　悠翔 白蓮会館 宮本　悠矢 如水会館 諏佐　暖人 士衛塾 大谷　駿介 拳士道

小学5年男子初級 山根　卓 実践会館 小野　颯真 輝道会館 小林　啓太 岡村道場 石川　颯哉 福田道場

小学5年女子 鈴木　愛音 極真館 杉村　ひばり 勇健塾 森　蒼良 魂心舘 有本　心 輝道会館

小学5年男子上級 田中　陸翔 修士館 西尾　大成 無門塾 伊部　孔亮 宮崎道場 宮本　晃矢 如水会館

小学6年男子初級 沢田　大知 勇眞会 日笠　幹太 輝道会館 桧垣　航太 明倫館 田川　幸樹 輝道会館

小学6年女子 和田　静奈 極真館 小山　優 輝道会館 田中　咲帆 極真会館 多田　葉月 輝道会館

小学6年男子上級 近藤　巧実 敬心館 中野　温斗 白蓮会館 和田　匡義 修士館 市村　楽生 如水会館

中学生男子50kg未満 池田　虎太郎 修士館 岩本　将宗 拳剛会館 博多　撤平 勇心会館 樋口　貴哉 朱雀館

中学生男子５０kg以上 岡林　龍 眞煌会館 馬場　雄司 拳士道 三好　大翔 無門塾 大森　啓正 極眞會　総本部

中学生女子 奥　ちひろ 淑徳巣鴨 池田　葵 輝道会館 三浦　優心 極真館 竹中　千星 天志道場

高校生男子65kg未満 原田　龍 如水会館 須田　海斗 極真館 緒方　翔真 宮崎道場 前田　龍吾 溓心会

高校生男子65kg以上 小田　麗帆 輝道会館 谷本　大知 道真会館 竹内　隼人 淑徳巣鴨 守谷　正之助 魂心舘

一般女子 福徳　結美 紅衛会 大澤　みなみ 淑徳巣鴨

一般初級70kg未満 竹内　優 鬼心塾 品川　真啓 鬼心塾 早馬　泰斗 志道会館 笹岡　心 龍神会

一般初級70kg以上 渡辺　譲 実践会館 倉本　有康 勇健塾

一般上級65kg未満 若原　虎大 山犬 井上　敬太 山犬 星野　涼 淑徳巣鴨 河手　達輝 輝道会館

一般上級65kg～75kg 辻本　流己 山犬 宮崎　聖也 宮崎道場 渡海　裕也 拳蹴道場 山田　和海 真盟会館

一般上級75kg以上 福澤　賢人 白蓮会館 辻　英辰 志琉会 三田　啓介 勇志会 伏見　清也 中山道場
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高橋　昌志 空手同好会

内藤　雄二 羅漢塾原田　勇生天志道場

西山　昭彦 神武会館 見須　圭一郎 天翔塾

鬼心塾竹中　洋一 天志道場 梅ヶ迫　哲治 天翔塾

拳実会 三浦　健三 魂心舘

野村　忠
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