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カテゴリー

選抜幼年男子 青木　琉亜 空會館 藤原　昂大 空會館 小田　桜矢 栄神会 宮崎　稜経 自然拳法

選抜小学1年男子 田嶋　梓 武煌会館 藤原　熙乃 空會館 後山　礼晟 士衛塾石川 表地　力翔 桜塾

選抜小学2年男子 坊下　凛太朗 極真浜井石川 藤田　莉王 LAGYM藤田道場 金曽　将人 極真浜井石川 植野　圭翔 勇輝会館

選抜小学3年男子29㎏未満 桜井　香太 大鹿道場 洲﨑　耕太郎 正樹道場 表地　海翔 桜塾 大畠　成惺 武煌会館

選抜小学3年男子29㎏以上 多野　龍心 極真石川竹吉 東力　伊織 LAGYM藤田道場 菱沼　拓隼 極真浜井石川 今西　應介 極真会館関西総本部

選抜小学4年男子32㎏未満 川上　勇真 極真浜井石川 大谷内　洸 桜塾 橋本　逞 聖心會 鎌倉　朱良 極真浜井石川

選抜小学4年男子32㎏以上 長山　拳悟 正樹道場 藤原　快吏 空會館 髙橋　右京 理心館 熊谷　明斗 祐心会尾張旭

選抜小学5年男子37㎏未満 竹内　虎和 自然拳法 石塚　雄陽 自然拳法 鴫野　丈 誠流塾 松本　拓己 烈士塾

選抜小学5年男子37㎏以上 奥村　勇仁 士衛塾石川 山本　琉士郎 中山道場 藤井　駿太朗 桜塾 影山　澄吉 桜塾

選抜小学6年男子43㎏未満 瀬尾　旺文 桜塾 鈴木　騎士 桜塾 田中　智士 桜塾 西野　信次郎 桜塾

選抜小学6年男子43㎏以上 奥村　珀斗 武奨館 加藤　陽生 空會館 松田　悠也 中山道場 東　佑來 武奨館

選抜中学1年男子45㎏未満 奥山　瑠斗 仰拳塾 服部　匠真 清武会三重 桜井　奏輔 大鹿道場 野村　魁希 桜塾

選抜中学1年男子55㎏未満 森田　獅陽 波導館 各務　壮祐 極真浜井愛知石川 澤　洸太朗 武奨館 大野　朔多郎 武奨館

選抜中学1年男子55㎏以上 本杉　一颯 立志会 田嶋　美月 武煌会館

選抜中学2･3年男子50㎏未満 大澤　唯雅 神谷塾 渡邉　大德 聖武会館 西村　竜翔 ノーティー 原田　龍之介 羅漢塾

選抜中学2･3年男子60㎏未満 八田　銀琉 桜塾 藤井　宏太朗 桜塾 中山　誠那 中山道場 中村　幸之助 祐心会

選抜中学2･3年男子60㎏以上 中村　海晴 桜塾 有賀　巧真 神谷塾

選抜高校男子60㎏未満 土田　翔生 武奨館 川瀬　統也 闘己會吉塚道場 由井　嶺海 北晋寺西道場 小椋　稜也 仰拳塾

選抜高校男子70㎏未満 加藤　琉雅 桜塾 中山　星音 桜塾

選抜高校男子70㎏以上 森口　魁斗 武徳心

選抜幼年女子 小池　瑠璃 JKK聖拳武館 刀祢　珠月 自然拳法

選抜小学1年女子 石塚　花湖 自然拳法

選抜小学2年女子 五十嵐　唯郁 五十嵐道場 山田　琉衣 武奨館

選抜小学3年女子 水岡　緒花 極真浜井石川 鹿肝　碧依 極真浜井石川 影山　小桃 桜塾 木下　真珠華 聖心會

選抜小学4年女子32㎏未満 林　結乃 空會館 大門　夏輝 光武会館

選抜小学4年女子32㎏以上 金曽　梨子 極真浜井石川 伊藤　千愛 誠真会館秋津

選抜小学5年女子37㎏未満 権出　小春 聖心會 堺　花帆 正樹道場 守田　妃吹 極真浜井石川 綛谷　真彩 聖心會

選抜小学5年女子37㎏以上 小坂　鈴乃 正樹道場 玉木　陽 栄神会 宮﨑　なつめ 武奨館 我那覇　優羽 七州会

選抜小学6年女子43㎏未満 三宅　愛瑠 極真浜井石川 中村　碧葉 極真浜井石川 夏目　玲菜 桜塾 藤野　姫安 極真石川竹吉

選抜小学6年女子43㎏以上 有賀　咲乃 神谷塾

選抜中学1年女子45㎏未満 吉田　暖海 武奨館 奥村　幸美 心想流和田道場 野口　紗愛来 JKK聖拳武館 水上　愛粋 極真浜井石川

選抜中学1年女子45㎏以上 髙橋　苺愛 桜塾 林　美月 心想流和田道場

選抜中学2･3年女子45㎏未満 髙尾　綺星 桜塾

選抜中学2･3年女子52㎏未満 指江　咲妃 正樹道場 後藤　ななみ 武奨館

選抜中学2･3年女子52㎏以上 小坂　蓮乃 正樹道場

選抜高校女子48㎏未満 平原　奏 遂心塾

選抜高校女子55㎏未満 岡　彩穂 眞琉會

選抜高校女子55㎏以上 渡辺　小春 武奨館
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初心幼年（年少・年中) 林　慶次朗 眞琉會 後藤　獅虎 武奨館 西川　銀士朗 武奨館 金﨑　澪愛 祐心会

初心幼年（年長) 川野　笑恋 士衛塾石川 東　想乃 武奨館 谷口　愛唯 武奨館 橋野　月希 正樹道場

初心小学1年 達　由月 武奨館 西川　樹真 極真浜井石川 経澤　歩蓮 極真小井道場 嶋　勇人 極真浜井石川

初心小学2年 金曽　綾乃 極真浜井石川 土本　怜惟 武奨館 須山　楓大 尚道館 長山　拓未 武奨館

初心小学3年 中瀬　應介 武奨館 山本　俐奈 正道会館正天會

初心小学4年 大澤　麟太郎 極真坂本福井 石野　瑠唯 極真浜井石川

初心小学6年 牛﨑　大夢 桜塾

初級幼年 木田村　蓮飛 士衛塾石川 舘　天 武奨館

初級小学1年男子 谷口　朝飛 極真浜井石川 山岡　叶和 武奨館 谷内坂　塁 極真浜井石川 髙橋　猛 正樹道場

初級小学2年男子 宮本　大輝 極真浜井石川 山貫　利來 武奨館 中森　鼓童 士衛塾石川 松野　詢生 武奨館

初級小学3年男子 髙島　碧 武奨館 桂　新汰 極真浜井石川 國納　煌生 武奨館 平岡　咲人 武心会

初級小学4年男子 升井　結規 武心会 吉野　主真 尚道館

初級小学5年男子 平田　悠翔 政浦道場

初級小学1年女子 安江　麻都里 武奨館

初級小学2年女子 坂下　楓 武奨館

初級小学4年女子 大森　紅羽 武奨館 大高　海美 極真浜井石川

中級小学1年男子 大友　元志 極真小井道場

中級小学2年男子 山崎　旦陽 武奨館 石田　魁聖 極真坂本福井 福島　新太 武奨館 深見　歩 空會館

中級小学3年男子 海野　光明 盟武会木下道場 村中　王哉 盟武会木下道場 織田　琥十六 武心会 武市　倫和 極真髙橋道場

中級小学4年男子 坊下　琥太朗 極真浜井石川 茂森　南実 桜塾 北川　颯真 極真小井道場 永川　翔絆 武心会

中級小学5年男子 林　清正 眞琉會 吉村　莉翔 武奨館 松下　佳暉 正道会館正天會 海野　賢眞 盟武会木下道場

中級小学6年男子 金﨑　琉星 祐心会 村本　大空 正樹道場

中級小学2年女子 宮崎　陽向 自然拳法

中級小学3年女子 保利　杏菜 極真髙橋道場 梁澤　智彩 正道会館正天會

中級小学5年女子 直嶋　侑杏 極真石川竹吉


