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カテゴリー

初級幼年 山中　太陽 武奨館高岡 後藤　獅虎 武奨館高岡

初級小学1年男子 太田　佑利 桜塾 木田村　蓮飛 勲心會 坂井　芽樹 盟武会木下道場

初級小学2年男子 山本　羚雅 空會館 増永　叶夢 世界総極真福井今城 妹尾　優佐 桜塾 小山　琉聖 一光会館

初級小学3年男子 橋野　維吹 正樹道場 東郷　海音 桜塾 石田　魁聖 極真坂本福井 稲石　凛斗 桜塾

初級小学4年男子 上野　結翔 七州会 河村　翔真 真誠塾 佐々木　凰志 桜塾 髙島　碧 武奨館砺波

初級小学5年男子 浜田　伊槻 武奨館七尾 升井　結規 武心会 勝田　新 桜塾

初級小学6年男子 加藤　修也 禅定界空手道 稲石　豪斗 桜塾 丸山　迅 桜塾 花井　大翔 桜塾

初級中学男子 青木　望亜 空會館 増田　颯志 眞琉會

初級小学1年女子 楠田　美桜 極真中崎大東野崎 川野　笑恋 勲心會

初級小学2年女子 富田　桃羽 桜塾

初級小学3年女子 仙崎　甘菜 武奨館鳴和 中谷　ひなた 極真浜井石川

初級小学4年女子 楠田　美鈴 極真中崎大東野崎 保利　杏菜 極真髙橋道場 上野　菜々 昇心塾

初級小学5年女子 松浦　仁菜 桜塾 治居　杏純 桜塾 後田　梅里 桜塾

初級中学女子 金子　愛美 拳聖塾

上級幼年男子 林　慶次朗 眞琉會 伏野　琥珀 聖空会館 坊下　蒼太朗 極真浜井石川

上級小学1年男子 桝田　智也 極真浜井石川 白数　豹雅 昇心塾 深見　三郎 空會館 青木　琉亜 空會館

上級小学2年男子 表地　力翔 桜塾 藤原　熙乃 空會館 押上　力丸 極真石川竹吉 金﨑　蓮太郎 祐心会

上級小学3年男子27㎏未満 横井　陽東 新誠會 石黒　輝士 七州会 野瀨　喜平 正樹道場 本杉　一騎 立志会

上級小学3年男子27㎏以上 坊下　凛太朗 極真浜井石川 藤田　莉王 LAGYM藤田道場 奥村　真大 武奨館鳴和 楠田　陸 極真中崎大東野崎

上級小学4年男子30㎏未満 大倉　雄太郎 男塾名東 𠮷澤　龍之介 昭武館 牛尾　隆成 極真神奈川井上 表地　海翔 桜塾

上級小学4年男子30㎏以上 尾﨑　威心 七州会 多野　龍心 極真石川竹吉 東力　伊織 LAGYM藤田道場 田中　湊 閃捷塾

上級小学5年男子35㎏未満 川上　勇真 極真浜井石川 石田　流聖 極真坂本福井 野﨑　颯斗 正樹道場 大谷内　洸 桜塾

上級小学5年男子35㎏以上 田井中　秀 桜塾 本松　大芽 空會館 谷口　楓祈 聖心會 白川　啓樹 聖心會

上級小学6年男子40㎏未満 村上　雄哉 聖心會 柳田　凌央 桜塾 髙野　颯 武奨館志賀 伊藤　大稀 桜塾

上級小学6年男子40㎏以上 小島　蕉也 桜塾 竹永　龍也 桜塾 奥村　勇仁 勲心會 山田　幸乃丞 佐藤道場

上級中学1年男子42㎏未満 奥村　一真 極真中崎関西本部 鈴木　騎士 桜塾 田中　琢夢 空會館 袴田　颯馬 桜塾

上級中学1年男子52㎏未満 谷口　遼磨 聖心會 加藤　陽生 空會館 池田　瑛都 極真浜井石川 髙島　多由太 誠真会館ひばりが丘

上級中学1年男子52㎏以上 平倉　達哉 桜塾 小島　澪 桜塾 奥村　珀斗 武奨館鳴和

上級中学2・3年男子47kg未満 鎌田　凌真 眞琉會 濱谷　悠玄 盟武会木下道場

上級中学2・3年男子57kg未満 森田　獅陽 波導館 小田島　悠翔 中山道場 伊藤　開 真誠塾 山崎　龍之介 尚道館

上級中学2・3年男子57kg以上 藤田　琥也 桜塾 中村　海晴 桜塾 本杉　一颯 立志会

上級高校男子60kg未満 山川　慧大 真誠塾 箸本　愛与 嶋田塾

上級高校男子70kg未満 中山　星音 桜塾 桑野　魁 修慧会

上級幼年女子 金﨑　澪愛 祐心会 久野　陽菜美 立志会

上級小学1年女子 奥村　亜瑠真 極真中崎関西本部 冨田　和花 桜塾

上級小学2年女子 桑野　寧 修慧会 久野　由衣菜 立志会

上級小学3年女子 冨田　華帆 桜塾 服部　愛夢 佐藤道場

上級小学4年女子30kg未満 髙島　いと葉 誠真会館杉並 木下　真珠華 聖心會
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上級小学5年女子35g未満 中島　初椛 空會館 山科　心潤 極真中崎関西本部

上級小学5年女子35g以上 中山　星來 桜塾 藤田　星莉 桜塾

上級小学6年女子40kg未満 松本　姫芽 桜塾 守田　妃吹 極真浜井石川 後藤　かれん 武奨館高岡 中村　結愛 川田道場

上級小学6年女子40kg以上 小坂　鈴乃 正樹道場

上級中学1年女子43kg未満 丸本　依央奈 桜塾 加藤　愛琉 森道場 渡邉　藍 桜塾

上級中学1年女子43kg以上 廣嶋　美里愛 桜塾 川口　せつな 武奨館鳴和

上級中学2・3年女子43kg未満 岩永　唯伽 桜塾 西山　空那 空會館 奥村　幸美 心想流和田道場

上級中学2・3年女子50kg未満 髙橋　苺愛 桜塾 指江　咲妃 正樹道場 秦　愛穂 飛心会

上級中学2・3年女子50kg以上 竹永　美渚 桜塾 酒井　希羽 七州会

上級高校女子48㎏未満 代　源 桜塾

上級高校女子55㎏未満 藤井　彩心 中山道場 粥川　愛菜 桜塾


