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優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 3333位位位位

幼年少幼年少幼年少幼年少のののの部部部部 加藤旺生 佐藤彰哉

オッス会 不動館

幼年中幼年中幼年中幼年中のののの部部部部 塩山星璃碧 田中蒼空 浜崎遥 フォン俊凱

京空会 オッス会 聖武会館尼崎本部 オッス会

幼年長幼年長幼年長幼年長のののの部部部部 金又雄大 遠藤天和 徳永ひなた 西山心絆

TYR'S FIGHT club 内田塾 勇誠会池田 勇誠会本部

小学小学小学小学1111年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 大田絆稀 別府俊宜 中野向彪 和田統満

白蓮会館姫路南 拳武会館 拳武会館 正武会館

小学小学小学小学2222年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 荒川怜児 白木乎砦 日高央 豆多圭

寛水流玉城 寛水流竜成会 寛水流竜成会 阿部道場

ﾍﾞｽﾄ８ﾍﾞｽﾄ８ﾍﾞｽﾄ８ﾍﾞｽﾄ８

新家知史 竹村行弘 田中力樹 弥富仁

聖武会館西宮支部 真門塾 オッス会 聖武会館西宮支部

小学小学小学小学3333年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 田中海璃 田畑琥汰朗 金平凛 村井直樹

拳武会館 拳聖塾 不動館 内田塾

小学小学小学小学4444年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 安東エルウィン一成 関田政宗 和田裕己 渡邉吉徳

聖武会館尼崎本部 真道会館 不動館 聖武会館尼崎本部

小学小学小学小学5555年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 高瀬蒼生 井上凱陽 田中大超 大塚輝

正武会館 拳武会館 内田塾 極真会館森上道場

小学小学小学小学6666年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 寺尾瑠人 吉本春輝 岡山礼生 小野雪丸

聖武会館尼崎本部 聖武会館西宮支部 寛水流竜成会 聖武会館西宮支部

小学小学小学小学1111年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 児島凪咲 本馬悠香里

極真会館森上道場 オッス会

小学小学小学小学2222年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 フォン嘉琳 中村心優

オッス会 寛水流玉城

小学小学小学小学4444年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 上土美音 小上詩央

白蓮会館東大阪東 拳武会館

小学小学小学小学5555年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 中山凜香 濱田桜

拳聖塾 拳聖塾

中学中学中学中学2222年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 松永颯人

極真会館森上道場

中学中学中学中学１１１１年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 吉屋知優

健慎会



ゴールデンルーキーゴールデンルーキーゴールデンルーキーゴールデンルーキー

幼年長幼年長幼年長幼年長のののの部部部部 宇根生眞 百田万穂

高橋道場 拳武会館

小学小学小学小学1111年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 村井唯斗 藤井瑛心 鈴木聖生 金本貫汰

内田塾 拳武会館 勇輝会館 聖武会館尼崎東本部

小学小学小学小学2222年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 柴林学 村岡和芭 松岡眞英 住江秀昭

勇誠会井上道場 健慎会 寛水流竜成会 新極真会大阪北

小学小学小学小学3333年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 小林磨生 大島一輝 井上湧聖 笹部亜周タックール

聖武会館尼崎本部 伸武館 拳武会館 聖武会館尼崎東本部

小学小学小学小学4444年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 赤澤優芽 松井敦司 太田和樹 友藤大輔

勇誠会井上道場 聖武会館桜台支部 聖武会館西宮支部 正武会館小野

小学小学小学小学5555年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 金又大介 山下凛 木下敦仁 小見山竜也

TYR'ｓ　Fight　club TYR'ｓ　Fight　club 白蓮会館東大阪東 翔聖館

小学小学小学小学6666年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 長谷武蔵 栃谷貫道 宮岸龍雅 上原一真

心輝会 聖武会館桜台支部 聖武会館西宮支部 白蓮会館東大阪東

小学小学小学小学2222年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 藤田優里

ふじたゆり

小学小学小学小学3333年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 辰野瑠唯

内田塾

小学小学小学小学4444年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 佐藤美羽 前田光姫

聖武会館尼崎本部 極真会館森上道場

小学小学小学小学5555年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 山田千帆 原田瑠理

極真坂口道場 オッス会

小学小学小学小学6666年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 安井ノエル 大砂結衣

心輝会 高橋道場

中学中学中学中学1111年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 吉籐悠陽 森下拓海

千真会 京空会

中学中学中学中学2222年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 小笠原輝

聖武会館西宮支部



チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン選考会選考会選考会選考会

幼年幼年幼年幼年のののの部部部部 原蓮 TYR'S FIGHT club

TYR'S FIGHT club

小学小学小学小学1111年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 佐川龍希 大澤志翔 濱永優人 山本珀空

勇誠会井上道場 勇誠会井上道場 真盟会館泉佐野 聖武会館桜台支部

小学小学小学小学2222年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 十河滉 藤井龍也 熊本風真 佐藤誠真

誠空会 聖武会館尼崎本部 聖武会館西宮支部 空武会

小学小学小学小学3333年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 森田竜史 阿部将大 遠藤鳳楽 橋本楓汰

寛水流竜成会 聖武会館尼崎本部 内田塾 寛水流竜成会

小学小学小学小学4444年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 日髙廉 羽井佐真碧 澤頭大翔 鈴木颯空

寛水流竜成会 禅心会館 勇輝会館 勇輝会館

小学小学小学小学5555年男子軽量年男子軽量年男子軽量年男子軽量のののの部部部部 中村龍門 加藤曖

七州会 内田塾

小学小学小学小学5555年男子重量年男子重量年男子重量年男子重量のののの部部部部 土橋立弥 菊川遊久 米戸威稀 伊藤昭太

白蓮会館羽曳野 真盟会館泉佐野 金剛カラテ日本橋 成心會

小学小学小学小学6666年男子軽量年男子軽量年男子軽量年男子軽量のののの部部部部 中嶋謙信 関谷壮真

空武會 勇誠会井上道場

小学小学小学小学6666年男子重量年男子重量年男子重量年男子重量のののの部部部部 三間太智 坂口晴哉 雑賀心大 西川鼓太朗

勇誠会井上道場 烈士会館 烈士会館 寛水流松坂

小学小学小学小学1111年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 曽根勝沙也香 小畑菜央

流心館 内田塾

小学小学小学小学2222年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 宮崎沙菜 松田遊空

餅田道場 一円会館

小学小学小学小学3333年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 原夢葉 上原一華

真門塾 白蓮会館東大阪東

小学小学小学小学4444年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 新川愛美 宮崎結菜

白蓮会館東大阪東 餅田道場

小学小学小学小学5555年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 山下琴葉

寛水流天心会

小学小学小学小学6666年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 沼田心 米山栄香

寛水流竜成会 総極真米山道場

中学中学中学中学1111年男子軽量年男子軽量年男子軽量年男子軽量のののの部部部部 平山有馬 加藤真浩

空武会 寛水流天心会

中学中学中学中学1111年男子重量年男子重量年男子重量年男子重量のののの部部部部 西井瑞希

福崎空手同好会

中学中学中学中学2222年男子軽量年男子軽量年男子軽量年男子軽量のののの部部部部 西田勝行 吉村維吹

西田道場 寛水流天心会

中学中学中学中学2222年男子重量年男子重量年男子重量年男子重量のののの部部部部 栃谷捷志

聖武会館桜台支部

中学中学中学中学3333年男子年男子年男子年男子のののの部部部部 岡本幸樹 藤原一城

聖武会館西宮支部 勇誠会井上道場

中学中学中学中学1111年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 中塚莉央奈

福崎空手同好会

中学中学中学中学2222年女子年女子年女子年女子のののの部部部部 大林愛菜 池田瑞希

寛水流竜成会 聖武会館尼崎本部


