
初級クラス 優勝 準優勝

上村　理奈

正心館

萩原　華穂

聖武・千真會

木村　優菜

聖武・千真會

高橋　沙羅

真誠會館

近藤　咲華

烈士会館

西井　陽輝 一松　秀 伊藤　葵生 小野　絆菜

餅田道場 真盟会館泉佐野支部 オッス会 武煌会館

當眞　仙汰朗 留河　斗騎 山中　蒼介 加納　帆高

勇輝会館 極真会館関西総本部 聖武会館小野寺道場 オッス会

森嶋　咲人 大谷　和真 天辰　龍次郎 岸本　一輝

聖心會 真門塾 錬武館 勇誠会井上道場

田淵　光 秋岡　謙伸 斎藤　悠人 福永　駿太

七州会広田支部 オッス会 凛心会 真門塾

藤原　脩 大谷　智樹 宮地　里弥 藤　　佐市

誠勇心会館 真門塾 少林拳空手道 誠勇心会館田中道場

寺澤　楓馬 宮田　崇琉

真門塾 真盟会館泉佐野支部

藤原　陸人 大川　稀宝

斯誠塾 大成塾森本道場

内山　誠也

聖武会館
中学１年男子の部

近畿空手道選手権大会結果

第3位

小学1年男子の部

小学２男子の部

小学３年男子の部 

小学４年男子の部

小学5年男子の部

小学６年男子の部 

小学1年女子の部

小学３年女子の部

小学4年女子の部

小学5年女子の部

小学6年女子の部

幼年の部



中級クラス一般クラス 優勝 準優勝

友林　柑奈 日岡　李理子

白蓮会館八尾西支部 至道会館

辻　　梨花

岡村道場姫路本部

片平　栞菜 藤原　空音

極真会館長谷場派前田道場 斯誠塾

西山　心絆 長島　光優

中村道場 昇気館

井江　慎成 水野　翔麻

少林拳空手道 聖武会館小野寺道場

橋本　逞 中　　桜旦 安本　咲人 間谷　怜介

聖心會 谷道場 至道会館 岡村道場姫路本部

本岡　琥太郎 小寺　理 小野　陽稀 石谷　涼晟

宮野道場 餅田道場 誠流塾草津本部 烈士塾

橋本　丈 田上　空青 内田　龍仁 三隅　天翔

聖心會 白蓮会館羽曳野支部 凛心会 真誠會館

小寺　朋 田中　洸夢 谷山　咲真 上杉　蹴士

餅田道場 餅田道場 岡村道場姫路本部 ＫＳＳ健生館

岩本　魁星 木村　陸斗 水野　颯真 江戸　礼樹

岡村道場姫路本部 聖武・千真會 極真森上道場播磨東支部 真盟会館泉佐野支部

吉田　和生

真盟会館泉佐野支部

永吉　颯翔

誠撓會館

西村　琉希

極真会館関西総本部

小野　湧太

極真空手西田道場

寺田　壮輝

誠流塾

竹内　聖

不二道場

小島　海都 森本　春貴

迅空会 大成塾　森本道場

吉野　太稀

正道会館明石支部

タレガニー嵐

白蓮会館大東支部

石井　颯

白虎会

一般男子中級の部(75kg以上) 

一般男子上級の部(65kg未満) 

近畿空手道選手権大会結果

第3位

中学2・3年男子の部（50kg未満）

一般男子初級の部（65kg未満）

一般男子初級の部(75kg未満) 

一般男子初級の部(75kg以上) 

一般男子中級の部（65kg未満）

一般男子中級の部(75kg未満)

小学３年男子の部

小学4年男子の部

小学5年男子の部

小学6年男子の部

中学1年男子の部（45kg未満）

中学1年男子の部（45kg以上）

小学2年女子の部

小学３年女子の部

小学４年女子の部

小学5年女子の部

小学1年男子の部

小学２年男子の部



JAC選抜クラス 優勝 準優勝

原田　美愛 黒木　寿蘭

聖武会館 真盟会館和泉支部

速水　初唯 山科　心潤

白蓮会館堺支部 極真館京都支部

小西　結葵 河合　風花

岡村道場姫路本部 一拳会

藤田　心和 野嶋　紗

岡村道場姫路本部 新誠會

根本　心絆

龍壱道場

神田　桃香 土屋　愛果

聖心會 至道会館

長谷川蘭

斯誠塾

島田　妃夏 杉村　さやか

顕正会館 聖武会館小野寺道場

曽根勝沙也香 児島　凪咲

流心館 極真会館長谷場派前田道場

米山　果乃 犬飼　杏心

全極真米山道場 極真会館浜井派愛知石川道場

中園　ひより

拳聖塾

岡　　穂奈美

成心會

丸山　瑞希 川口　真美 小野　紫菜 海藤　花美

拳聖塾 岡村道場姫路本部 武煌会館 練武館

前田　光姫 梶谷　歩那

極真会館長谷場派前田道場 一光会館

山城　湖羽音

白蓮会館大東支部

坊下　凛太朗 佐藤　太陽 兵庫　歩香 木村　海翔

極真会館浜井派 武煌会館 金森道場 宮野道場本部

大西　翔己 髙木　志音 小林　秀太郎 中岸　愛琉斗

白蓮会館羽曳野支部 成心會 勇誠会井上道場 内田塾新大阪支部

早川　優空 小寺　愛斗 村岡　達也 一松　仁

拳王道 光道會館塔本道場 白蓮会館石橋支部 真盟会館泉佐野支部

岡部　神風 北井　琉飛海 丸茂　拓登 桑野　瑠

真正会全真会館阿倍野本部 宮野道場本部 七州会 修慧会

大曽根愛斗 内田　一吹 仁木　雄斗 米村　健人

極真会館浜井派愛知石川道場 七州会 修慧会 岡村道場姫路本部

岩井　颯音 大谷　颯士 夏山　李空 西村　晄太朗

正道会館髙雄道場 白蓮会館堺支部 白蓮会館大阪狭山支部 真盟会館和泉支部

正木　翔夢 京口　総勝 奥山　瑠斗 伊藤　開

七州会 聖心會緑ヶ丘道場 仰拳塾 真誠塾

大浴　元気 丸茂　雄太 菊田　真翔 草竹　哲生

正道会館髙雄道場 七州会 武奨館吉村道場 真誠會館

仲辻　碧波 平良　亜暉 酒井　暖 渡邉　大徳

白蓮会館堺支部 聖武会館小野寺道場 立志会 聖武会館

﨑村　亮太 小林　大和 袴田　己樹 三木　将嗣

餅田道場 白蓮会館堺支部 波導館 岡村道場姫路本部

屋敷　翔哉 水本　龍人 仲　　海信 田淵　海

聖武会館 圏彗會 白蓮会館羽曳野支部 七州会

藤岡　真叶

極真会館関西総本部

土田　翔生 桑野　魁 横田　拳信 阿佐　浩和

武奨館吉村道場 修慧会 闘心會 白蓮会館奈良学園前支部

田中　海璃

餅田道場

金田　大和 洲嵜　智保 織田　清陽 野嶋　琉生

誠會 極真会館中村道場 極真会館関西総本部 新誠會

大谷　柊偉 前井　優太

白蓮会館堺支部 極真会館関西総本部

福井　雄基 渡　　龍太

真門塾 白蓮会館池田支部

田代　大海

柔拳

星本　一輝

誠會

近畿空手道選手権大会結果

第3位

　小学1年女子の部 

　小学2年女子の部

　小学３年女子の部 

　小学4年女子の部（30kg未満）

　小学4年女子の部（30kg以上） 

　小学5年女子の部（35ｋg未満） 

　小学5年女子の部（35ｋg以上） 

　小学6年女子の部（40ｋg未満） 

　小学6年女子の部（40kg以上）

　中学1年女子の部（40kg未満）

　中学1年女子の部（40ｋg以上）

　中学2年女子の部（45ｋg未満）

　中学2年女子の部（45ｋg以上）     

　中学3年女子の部（50kg以上）

　高校女子の部（55kg未満）

　幼年の部

　小学1年男子の部

　小学2年男子の部 

　小学3年男子の部  

　小学4年男子の部（３０kg未満） 

　小学4年男子の部（３０kg以上）  

　小学5年男子の部（３5kg未満） 

　小学5年男子の部（３5kg以上） 

　小学6年男子の部（40kg未満） 

　中学3年男子の部（60ｋg以上）

　高校男子の部（55ｋg未満）

　高校男子の部（65ｋg未満） 

　高校男子の部（75ｋg以上）

　小学6年男子の部（40kg以上）

　中学1年男子の部（5０kg未満）

　中学1年男子の部（50ｋg以上） 

　中学2年男子の部（55kg未満） 

　中学2年男子の部（55ｋg以上）

　中学3年男子の部（60kg未満） 



クラス 優勝 準優勝

桶谷　一馬 竹本　克之 笠原　竜市 松下　隆明

聖武会館小野寺道場 勇輝会館 白蓮会館神戸支部 極真森上道場

髙橋　政則 當眞　義裕

極真森上道場 勇輝会館

家治　幸男 辻本　大希

白蓮会館神戸支部 聖武会館小野寺

村上　博昭 中野　良一 笠原　正之 山田　亮

極真森上道場 拳蹴道場 大阪拳友会 誠流塾

マスターズ初級の部（70kg 未満）

マスターズ初級の部（70kg以上）

マスターズ中上級の部（70kg未満） 

マスターズ中上級の部（70kg以上）

近畿マスターズ空手道選手権大会結果

第3位


