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選抜幼年男子 林　慶次朗 眞琉會 中尾　心謙 一光会館 大成玲也 武煌会館 山中　太陽 武奨館高岡

選抜小学1年男子 宮本　翠 LAGYM藤田道場 ヘイダリ　マーク　サイルス 閃捷塾 濱　陽貴 桜塾 伊藤　颯祐 極真坂本福井

選抜小学2年男子 中久木　馨 真誠塾 押上　力丸 極真石川竹吉 小野寺　逞 桜塾 後山　礼晟 勲心會

選抜小学3年男子29㎏未満 大岩　竜大 栄神会 小林　侑太 祐心会尾張旭支部 西川　琥太朗 武奨館鳴和 野瀨　喜平 正樹道場

選抜小学3年男子29㎏以上 小柳　旺駕 眞琉會 三ツ山　晴智 極真坂本福井 杉山　雄映 祐心会尾張旭支部 尾関　拳志郎 七州会

選抜小学4年男子32㎏未満 洲﨑　耕太郎 正樹道場 梶村隼飛 桜塾 坂下　琉偉 極真石川竹吉 大畠成惺 武煌会館

選抜小学4年男子32㎏以上 田中　湊 閃捷塾 坂井　風天 極真浜井石川 菱沼　拓隼 極真浜井石川 林　宥仁 桜塾

選抜小学5年男子37㎏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 川瀬　雄士朗 極真坂本福井

選抜小学5年男子37㎏以上 濱　佑輝 桜塾 長山　拳悟 正樹道場 本松　大芽 空會館 野村　成 栄神会

選抜小学6年男子43㎏未満 鴫野 丈 誠流塾 柴田　空河 学心会 竹内　虎和 自然拳法 髙野　颯 武奨館志賀

選抜小学6年男子43㎏以上 奥村　勇仁 勲心會 林　清正 眞琉會 堀江　遥希 桜塾 須貝　瑳月 七州会

選抜中学1年男子45㎏未満 稲垣　龍芽 JKK聖拳武館 濱　航希 桜塾 平松　空翔 拳実会 田中　琢夢 空會館

選抜中学1年男子55㎏未満 池田　瑛都 極真浜井石川 𠮷岡　将斗 桜塾 岩城　遥斗 理心館 平尾　太一 桜塾

選抜中学1年男子55㎏以上 奥村　珀斗 武奨館鳴和 田中　陽彩 学心会 日比野　蓮 極真浜井愛知石川 児島　健太 祐心会

選抜中学2･3年男子50㎏未満 池田　優雅 桜塾 野村　魁希 桜塾 奥山　瑠斗 仰拳塾 畠中　悠翔 桜塾

選抜中学2･3年男子60㎏未満 小久江　侍勇 峰武塾 森田　獅陽 波導館 田嶋　美月 武煌会館 大石　悠月 桜塾

選抜中学2･3年男子60㎏以上 浦山　竜精 武奨館志賀 菊田　真翔 武奨館砺波

選抜高校男子60㎏未満 土田　翔生 武奨館内灘 田嶋　尊 武煌会館

選抜高校男子70㎏未満 小川　理貴 武奨館鳴和 福井　悠太 武奨館志賀

選抜高校男子70㎏以上 齊藤　太一 丈夫塾

選抜幼年女子 大髙　紗渚 神谷塾

選抜小学1年女子 小池　瑠璃 JKK聖拳武館 東　想乃 武奨館本部

選抜小学2年女子 石塚　花湖 自然拳法 守田　瑠璃子 極真浜井石川 富田桃羽 桜塾 日下部　月雲 七州会

選抜小学3年女子 堀池　愛琉 一光会館 五十嵐　唯郁 五十嵐道場 田中　茉衣 五十嵐道場 三谷　明愛 七州会

選抜小学4年女子32㎏未満 木下　真珠華 聖心會 吉田　楓華 桜塾 香城　采花 極真浜井石川 三浦　如奈 誠真会館ひばりが丘

選抜小学4年女子32㎏以上 鹿肝　碧依 極真浜井石川 影山　小桃 桜塾

選抜小学5年女子37㎏未満 中島　初椛 空會館 瀬戸口　紗愛 立志会 大門　夏輝 光武会館 本田　咲蘭 極真浜井石川

選抜小学5年女子37㎏以上 八田　凪々香 桜塾 金曽　梨子 極真浜井石川 治居　李純 桜塾 池田　聖桜 波導館

選抜小学6年女子43㎏未満 守田　妃吹 極真浜井石川 後藤　かれん 武奨館高岡 國分　暖和 北晋寺西道場 久木　花夏 真道塾

選抜小学6年女子43㎏以上 小坂　鈴乃 正樹道場 玉木　陽 栄神会

選抜中学1年女子45㎏未満 加藤　愛琉 森道場 三宅　愛瑠 極真浜井石川 藤野　姫安 極真石川竹吉 中村　碧葉 極真浜井石川

選抜中学1年女子45㎏以上 勝連　未結菜 祐心会 竹内　凜杏 武奨館内灘

選抜中学2･3年女子45㎏未満 髙尾　綺星 桜塾 吉田　暖海 武奨館鳴和 井伊　真子 波導館 石嶺　美 桜塾

選抜中学2･3年女子52㎏未満 秦　愛穂 飛心会　 指江　咲妃 正樹道場

選抜中学2･3年女子52㎏以上 梅村　心菜 丈夫塾

選抜高校女子48㎏未満 由井　園海 北晋寺西道場

選抜高校女子55㎏未満 奥村　沙來 祐心会尾張旭支部

第6回かがやき杯空手道選手権大会結果
優勝 準優勝 ３位 ３位
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初心　幼年（年少・年中） 小林　蔵麿 武奨館本部 樺澤　拓己 理心館 蒲生　奏太 立志会 大澤　海生 極真坂本福井

初心　幼年（年長） 松原　梨心 極真浜井石川 横井　颯人 正樹道場

初心　小学1年男子 末田　紋士 正樹道場 坂野　煌華 勲心會 村田　大哉 武奨館本部 新田　徠斗 武奨館内灘

初心　小学2年男子 藤井　奏太 尚道館 早川　辰揮 極真坂本福井 杉原　白虎 武奨館七尾香島

初心　小学3年男子 樋口　唯翔 正樹道場 川瀬　晃成 川田道場 鈴　唯人 翔心會戸田道場

初心　小学4年男子 川上　航汰 極真坂本福井 植村　糧 極真坂本福井

初心　小学1年女子 中佐　弥琴 武奨館内灘

初心　小学3年女子 江戸　都菜子 澤崎道場

初級　幼年 後藤　獅虎 武奨館高岡 鶴尾　瑛大 極真浜井石川

初級　小学1年男子 森内　由護 盟武会木下道場 重光　健伍 尚道館

初級　小学2年男子 黒田 春輝 誠流塾 坂森　海仁 武奨館本部 関沼　詠司 尚道館 神田　周維 桜塾

初級　小学3年男子 西村　蒼生 極真石川竹吉 吉野　綾真 尚道館 佐々木　翼 翔心會戸田道場 室谷内　利玖 自然拳法

初級　小学4年男子 岩村　優縁 神谷塾 江戸　瑛太郎 澤崎道場

初級　小学5年男子 田中　斗真 眞琉會

初級　小学1年女子 尾﨑　茜 極真浜井石川

初級　小学2年女子 宮田　華恋 正樹道場 大澤　桜 極真坂本福井

初級　小学3年女子 浜高　彩愛 極真浜井石川

初級　小学4年女子 津田　心優 翔心會戸田道場

初級　小学5年女子 山田　侑莉 七州会

初級　小学6年女子 近堂　由妃乃 中山道場

中級　小学1年男子 松本　啓太 LAGYM藤田道場

中級　小学2年男子 角野　逞仁 極真浜井石川 田中　壱 理心館 作井　悠悟 武奨館本部 水岡　紡 極真浜井石川

中級　小学3年男子 山崎　旦陽 武奨館高岡 原田　仁 武奨館内灘 川井　輝 勲心會 橋野　維吹 正樹道場

中級　小学4年男子 國納　煌生 武奨館本部 髙島　碧 武奨館砺波

中級　小学5年男子 藤井　真愛 極真浜井石川 富田　羚馬 正道会館正天會 大澤　麟太郎 極真坂本福井 髙井　啓夏 澤崎道場

中級　小学6年男子 吉村　莉翔 武奨館七尾

中級　中学男子 田村　紘樹 極真浜井石川

中級　小学3年女子 西部　愛華 極真坂本福井

中級　小学4・5年女子 田村　琉楓 理心館 村岡　伽音 川田道場


