
ブロンズルーキークラス 優勝 準優勝

京谷桜空 白井航生 日比野鉄太 小谷愛綺

岡村道場姫路本部 宮野道場伊丹 空手道オッス会 極真会館関西総本部

道越冬馬 南野瑛舜 山路大晴 藤家楓吏 齋藤一 山本理仁 尾﨑楓要 今井心菜
大和会館玉城道場 真盟会館泉佐野 聖武会館小野寺 白蓮会館八尾南 大和会館玉城道場 白蓮会館堺 斯誠塾 空手道オッス会

東浦華 朝比奈唯花

空手道MAC学園前 極真会館関西総本部

森藤都妃 南野美晴 日比野夏 湯川乃亜

極真館北摂 真盟会館泉佐野 空手道オッス会 岡村道場神戸東本部

伊藤奈々

極真空手中崎道場大東

青井結依

真盟会館泉佐野

松藤琉華

顕正会館

伊藤葵生 安藤健都 秋本一磨 奥田龍平 山内輝繋 岡本成隼 森田真啓 安田葉雄

空手道オッス会 白蓮会館奈良学園前 空手道MAC学園前 空手道オッス会 岡村道場神戸東本部 空手道オッス会 空手道MAC学園前 拳聖塾

杉本輝空 玉置奏成 杉本翔空 山下丞

武煌会館 成心會 武煌会館 白蓮会館石橋

矢野亜利 山口寛人 中原伸 小泉育巳

岡村道場神戸東本部 極真森上播磨東 岡村道場神戸東本部 空手道オッス会

新井玲央 石河泰誠 神谷総吾 酒井謙助 稲森龍叶 福本陽人 平林叶多 黒﨑斗真

白蓮会館八尾南 極真会館関西総本部 白蓮会館奈良学園前 極・泉道場 極真会館関西総本部 極真会館関西総本部 正道会館青雲会 白蓮会館堺

中原天馬 宇谷蒼翔 宮﨑悠雅 真鍋草太 田中陽太 宮本太陽 渋谷泰陽 佐々木雷王

岡村道場神戸東本部 烈士塾豊岡 極真会館関西総本部 空手道オッス会 大心道場 真門塾 大心道場 烈士会館

山口勇雅 糀谷輝月 谷光春音 東野琥汰朗

極真森上播磨東 極真会館関西総本部 流心館 聖武会館総本部

小泉耕平 泉輝 野口諒太郎 石上泉一郎

空手道オッス会 拳聖塾 空手道オッス会 空手道MAC香芝

　

小学3年生男子の部
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小学4年生男子の部

小学5年生男子の部

小学6年生男子の部

幼年少の部

幼年長の部

小学1年生女子の部

小学2年生女子の部

小学4年生女子の部

小学5年生女子の部

小学3年生女子の部

小学2年生男子重量の部

第3位

小学1年生男子の部

小学2年生男子軽量の部



ゴールデンルーキークラス 優勝 準優勝

杉浦初依 伏野琥珀

大和会館玉城道場 聖空会館高砂

関谷真梨香 藤田優莉

誠會 極真館北摂

京谷心萌

岡村道場姫路本部

黒岩理沙

岡村道場総本部

池田智由希 久井田杏南

真盟会館和泉 白蓮会館東大阪北

髙本麻帆 神門歩花

白蓮会館東大阪東 極真森上播磨東

佐々木心春

拳聖塾

勢力光琉 石丸遥希

極真会館関西総本部 聖空会館高砂

住江国遥 景山豪己 荒木一虎 石橋大我

正援塾 至道会館 至道会館 拳正会館

酒井颯斗 汐﨑尋誠 平碆奏人 與那嶺風優 武甕正之右 峰綾人 荒張圭祐 杉本煌志

大和会館玉城道場 極真空手中崎道場大東 阿部道場 白蓮会館羽曳野 聖武会館尼崎本部 白蓮会館東大阪東 白蓮会館奈良学園前 龍壱道場

都能樹 根本翔 白石倉大 池田一晴 村田康綺 髙本修志 𠮷田莉久 山脇翔悟

至道会館 極真会館長谷場派前田道場 極・泉道場 真盟会館和泉 龍壱道場 白蓮会館東大阪東 極真会館関西総本部 白蓮会館東大阪東

宇野琥珀 岸歩夢 佐藤瑠衣 落合海斗

極真森上播磨東 極真館北摂 髙橋道場北播丹波本部 岡村道場姫路本部

金谷祐希 芳田昊汰 清水元翔 小松良輔

正道会館総本部 空手道MAC香芝 白蓮会館東大阪南 正援塾

浮田幹士

天志道場新千里

山田悦煕

聖武会館尼崎本部

山口晴揮

極真森上播磨東
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中学2年生男子軽量の部

中学2年生男子軽量の部

小学2年生男子の部

小学3年生男子の部

小学4年生男子の部

小学5年生男子の部

小学6年生男子の部

中学1年生男子軽量の部

小学6年生女子の部

中学1年生女子重量の部

小学1年生男子の部

幼年の部

小学2年生女子の部

小学3年生女子の部

小学4年生女子の部

小学5年生女子の部



選抜クラス 優勝 準優勝

白数豹雅 澤田旺勢

昇心塾本部 白蓮会館神戸

荒木千奈

全真会館

佐藤有亜

護心流空手長迫道場

田中聖 駒田好奏

琉道会館 松武館

山科心潤

極真館京都

田中美颯 竹内優奈

正援塾 白蓮会館八尾西

玉垣麗 京谷心梨愛

フリー 岡村道場姫路本部

堂阪瑠依榎

天志道場本部

藤田心和

世界全極真兵庫県米山道場

濵心優 岡山理佳

顕正会館 聖武会館小野寺

関谷明莉

誠會

三間奏音

勇誠会井上道場

秦愛穂 大門梨子

飛心会 光武会館

曽根勝沙也香

流心館

丸山瑞希 米山青望

拳聖塾 世界全極真兵庫県米山道場

田嶋梓 鈴木輝

武煌会館 天志道場本部

秋山輝 北嶋塁 福島聖弥 日岡丈ノ新

正道会館team蓮 武煌会館 真盟会館堺金岡 至道会館

中川義仁 石垣空琉 軽本隆太 大畠成惺

真正会秀勇館 聖武会館尼崎本部 白蓮会館神戸 武煌会館

今西應介 多野龍心 中久保陽仁 大村虹蓮

極真会館関西総本部 極真会館石川県竹吉道場 極真会館関西総本部 横山道場総本部

一松仁 荒木佑斗 安本咲人 村岡達也

真盟会館泉佐野 全真会館 至道会館 白蓮会館石橋

菊地玄 佐々木大悟 長山拳悟 濵煌我

聖武会館小野寺 宮野道場伊丹 正樹道場 顕正会館

井久保奏音 竹内虎和 山田恋登 井上大和

千真會 自然拳法 金森道場 烈士塾

小﨑太雅 石谷涼晟 白井悠生 矢野陽太

真誠塾 烈士塾 宮野道場伊丹 白蓮会館神戸

竹本歩太 丸山慶冴 石垣翔理 中村歩楽

正援塾 金森道場 聖武会館尼崎本部 極真会館石川県竹吉道場

水野透麻 谷光奏音 朝比奈勇真 中尾徠

聖武会館小野寺 流心館 極真会館関西総本部 勇誠会井上道場

岩出嗣実 井手口來生

真門塾 勇誠会井上道場

本杉一颯 羽谷虎哲

立志会 白蓮会館堺

三木将嗣 伊東晃玖

岡村道場姫路本部 真正会

安東海音 萱野耀平

飛心会 極真空手長浜道場

奥野舜

岡村道場神戸東本部
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第3位

　小学1年女子の部 

　小学３年女子軽量の部 

幼年男子の部

　小学4年女子軽量の部

　小学4年女子重量の部 

　小学5年女子軽量の部 

　小学5年女子重量の部 

　小学6年女子軽量の部

　高校女子の部

　小学1年男子の部

　小学2年男子の部 

　小学6年女子重量の部

　中学1年女子軽量の部

　中学1年女子重量の部

　中学2年女子軽量の部

　中学2、3年女子重量の部     

　小学３年女子重量の部 

　小学3年男子重量の部  

　小学6年男子軽量の部

　高校男子の部

　小学6年男子重量の部

　中学1年男子軽量の部

　中学1年男子重量の部 

　中学2年男子重量の部

　中学3年男子軽量の部

　小学3年男子軽量の部  

　小学4年男子軽量の部

　小学4年男子重量の部  

　小学5年男子軽量の部 

　小学5年男子重量の部 


