
ブロンズルーキー 優勝 準優勝

幼年少の部 今西應介

極真会館関西総本部

幼年中の部 勝村　柘斗 白川　啓樹 東　　琉生 飛田　海征

白蓮会館 天満 聖心會 飛心会 聖武会館 総本部

幼年長軽量の部 佐藤　一期 田中　七 大橋　佳元 﨑村　洸太

オッス会 オッス会 谷川道場 餅田道場

小学1年男子軽量の部 石垣　翔理 佐藤　竜大 奥　　功輝 大関　心温

聖武会館 尼崎 極真会館関西総本部 白蓮会館 東大阪東 聖武会館 桜台

小学1年男子重量の部 原田　稜生 位田　隆永 水野　透麻 楳村　勇人

聖武会館 尼崎 谷川道場 聖武会館 西宮 聖武会館 桜台

小学2年男子軽量の部 森山　結人 北側　聖 栄　　空ノ輔 木下　愛斗

谷川道場 谷川道場 阿部道場 聖心會

小学2年男子重量の部 道田　柊摩 濱本　海 松尾　航汰 藤岡　琥太朗

髙橋道場 総本部 オッス会 オッス会 拳武会館

小学3年男子軽量の部 原田　兼碁 坂本　豪幸 山田　悦熙 田仲　幸樹

オッス会 聖武会館 尼崎 聖武会館 尼崎 禅心会館

小学3年男子重量の部 山尾　颯太 岡　　一斗 飛岡　誠人 江戸　礼樹

谷川道場 谷川道場 総極真 西岡道場 真盟会館 泉佐野

小学4年男子の部 吉藤　奈智 寺井　良成 埜澤　漣希 片田江星来

千真會(聖武) 聖武会館 尼崎東 勇誠会 井上道場 不動館

小学5年男子の部 森井　魁仁 山岸　大悟 新崎　利都 細川　丈瑠

オッス会 拳聖塾 聖武会館 桜台 聖武会館 尼崎

小学6年男子の部 西井　泰生 酒井　柊雅 杉谷　恭志朗 吉藤　聖悌

白蓮会館天満 聖武会館桜台 白蓮会館石橋 千真會(聖武)

小学1年女子の部 飛岡　佑香

総極真 西岡道場

小学2年女子の部 宮岸　依瑳菜 埜澤　光碧

聖武会館 西宮 勇誠会 井上道場

小学3年女子の部 福島　来知 位田　琴羽

白蓮会館 堺 谷川道場

小学4年女子の部 岡崎　琴香 鳥山　歌恋

聖武会館 尼崎 不動館

小学5年女子の部 松本　和夏菜

千真會(聖武)
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3位



ゴールデンルーキー 優勝 準優勝

幼年の部 福島　育斗

白蓮会館 堺

小学1年男子の部 谷口　遼磨 原谷　陸斗 平田　昊 石垣　汰理

聖心會 金剛カラテ川地道場 翔聖館 聖武会館 尼崎

小学2年男子の部 木下　尊斗 程能　優

白蓮会館 東大阪東 白蓮会館 石橋

小学3年男子の部 正木　天晴 丸井　蒼空 西田　圭吾 勝田　悠太

拳実会 聖武会館 桜台 聖心會 白蓮会館 神戸

小学4年男子の部 大石　蓮 高橋　莉玖 堀田　陸 根木　駿斗

大和会館 東淀川 正援塾 吉村道場 金剛カラテ川地道場

小学5年男子の部 田中　海璃 松本　泰暉 和田　琉吾 竹本　樹生

拳武会館 Tyr`s Fight Club 拳武会館 聖武会館 尼崎東

小学6年男子の部 吉尾　天成 田村　光平 山下　黎苑 宮本　蒼空

極真会館関西総本部 一円会館 白蓮会館 堺 白蓮会館 石橋

中学1年男子の部 埜澤　真海

勇誠会 井上道場

中学2年男子軽量の部 末吉　陽翔

白蓮会館 岸和田

中学2年男子重量の部 南　　勝貴

一円会館 

小学1年女子の部 岡山　理佳

義道会館

小学4年女子の部 フォン嘉琳

オッス会

小学5年女子の部 大関　心優

聖武会館 桜台

小学6年女子の部 小上　詩央 上土　美音

拳武会館 白蓮会館 東大阪東

中学1年女子の部 正露　心菜

宮野道場 本部

3位



チャンピオン選考会 1位 2位

幼年の部 桑野　瑠

修慧会

小学1年男子の部 夏山　李空 冨田　魁夢

拳実会 成心會

小学2年男子の部 谷口　愛生 児玉　仁一朗 宇根　生眞 山下　彪蓮

山田道場 流心館 本部 髙橋道場 総本部 白蓮会館 堺

小学3年男子の部 山内　竜徳 鈴木　聖生 藤井　瑛心 白川　啓翔

世界闘英館 飛心会 拳武会館 聖心會

小学4年男子の部 松本　琉壱 萬年　信行 木下　斗吾 平山　凜

空研塾 西田道場 𠮷村道場 金剛カラテ川地道場 白蓮会館 羽曳野

小学5年男子軽量の部 青木　悠柊

飛心会

小学5年男子重量の部 柴田　哲太 安居　怜生 小山　元暉 桑野　魁

義道会館 飛心会 正道会館 青雲会 修慧会

小学6年男子軽量の部 鈴木　颯空 三間　俊也 東田　泰希 川田　陸斗

飛心会 勇誠会 井上道場 聖武会館 尼崎 白蓮会館 石橋

小学6年男子重量の部 竹内　悠敦 西田　雄登 木下　星七 羽井佐真碧

竹内道場 光武会館 金剛カラテ川地道場 総極真 米山道場

小学1年女子の部 村田　こはる

成心會

小学2年女子の部 萬年　唯

𠮷村道場

小学3年女子の部 曽根勝沙也香 濱田　茜莉 金田　莉奈 立浪　佳歩

流心館 白蓮会館 神戸 聖武会館 尼崎 𠮷村道場

小学4年女子の部 宮崎　沙菜 松山　葉南

餅田道場 空研塾 西田道場

小学5年女子の部 上原　一華

白蓮会館 東大阪東

小学6年女子の部 平岩　明玲 冨田　未来

桜塾 成心會

中学1年男子軽量の部 北郷　寛人 河原崎遼介

飛心会 世界闘英館

中学1年男子重量の部 平山　慶 山中　青空

白蓮会館 羽曳野 空武會

中学2年男子軽量の部 藤井　大地 平井　楓也

顕正会館 極真空手 西田道場

中学2年男子重量の部 三間　太智 瀧藤　夢叶

勇誠会 井上道場 真盟会館 泉佐野

中学3年男子の部 村上　太一

聖武会館 尼崎東

中学1年女子の部 平岩　希彩

桜塾

中学２年女子の部 酒井　琉翔

桜塾

3位


