
松井 ⻁伯 正道会館 髙雄道場

⼭⽥ 結妃 ⽩蓮会館 東⼤阪東⽀部 髙本 愛葉 ⽩蓮会館 東⼤阪東⽀部

塩⽥ 空隠 真⼼會舘

⽵下 陸翔 正道会館 元気道場 宮村 英汰 正道会館 ⼤阪東道場 川涯 結⼈ 正道会館 元気道場 伏⾕ 悠汰 正道会館 team蓮

柏⽊ 悠利 ⽩蓮会館 天満⽀部 ⽥辺 叶 正道会館 team蓮 ⽩⽯ 悠真 正道会館 ⻘雲会 ⼭本 煌之助 正道会館 ⼤河道場

平林 憂紀奈 正道会館 ⻘雲会 北川 杏奈 正道会館 兵庫県本部

清⽔ 結仁 正道会館 ⼤河道場 松本 倖⼤ 正道会館 新⼼館 植邨 善 正道会館 team蓮 恋塚 春⼈ ⽩蓮会館 堺⻄⽀部

野⾒⼭ 光樹 正道会館 元気道場 齋藤 佑真 正道会館 team蓮 松野 蓮 蒼⼼会 清原 翔燕 正道会館 ⼼勇館

向⽥ 華乃 正道会館 ⽶⼦⽀部 ⾦沢 莉愛 正道会館 ⼤河道場

福 卓恒 正道会館 元気道場 井出 成 正道会館 ⼤阪東道場 ⻄⽥ 桃理 正道会館 元気道場 齋藤 健太 光道會館 塔本道場

藤島 ⼀翔 正道会館 渡邊道場 澁⾕ 愛翔 正道会館 翔起会 南 晴翔 正道会館 翔起会 河⽥ 玲毅 真⼼會舘

宮村 和花 正道会館 ⼤阪東道場

⾕⼝ 颯⾶ 宮崎道場 ⼋尾本部 ⾕⼝ ⼤和 宮崎道場 ⼋尾本部 中村 ⻘空 正道会館 翔起会 佐々⽊ ⼼ ⽩蓮会館 池⽥⽀部

松井 亮輔 正道会館 team蓮 河井 友貴 正道会館 元気道場 篠原 ⻁徹 正道会館 GSJ 名⼿ 粋 正道会館 GSJ

松尾 理愛 ⽩蓮会館 堺⻄⽀部 内野 ⼼晴 正道会館 髙雄道場
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ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

優勝 準優勝 3位 3位

初級 年中男⼥混合
優勝

優勝

優勝

優勝

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

準優勝

準優勝

準優勝

準優勝

準優勝

準優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝 3位

3位

3位

準優勝

3位

3位

3位

初級 ⼩学2年⼥⼦

初級 ⼩学2年男⼦

初級 ⼩学3年⼥⼦

初級 年⻑男⼥混合

初級 ⼩学1年⼥⼦

初級 ⼩学1年男⼦

初級 ⼩学5年⼥⼦

初級 ⼩学3年男⼦

初級 ⼩学4年⼥⼦

初級 ⼩学4年男⼦
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廣野 悠⼈ 正道会館 team蓮 ⼭⽥ ⿓愛 ⽩蓮会館 東⼤阪東⽀部 松嶋 亘 正道会館 team蓮 豊⽥ 鉄将 正道会館 新⼼館

⽴川 晴⼤ 正道会館 元気道場 ⽥中 煌真 正道会館 元気道場 栄園 拓海 正道会館 元気道場 齋藤 和真 正道会館 team蓮

久井⽥ 杏南 ⽩蓮会館 東⼤阪北⽀部

⼆⾒ ⻁汰郎 正道会館 兵庫県本部

寺尾 賢⼆ ⽩蓮会館 東⼤阪東⽀部

⾦﨑 浩 天志道場 本部

中川 貴史 ⽩蓮会館 東⼤阪東⽀部

⻄ ⿓雄 ⽩蓮会館 ⼋尾南⽀部

中村 賀雄 正道会館 髙雄道場

中井 郁哉 ⽩蓮会館 東⼤阪南⽀部 ⽔岡 慎悟 ⽩蓮会館 東⼤阪東⽀部 ⽥中 慎⼆ 真⼼會舘 ⽥中 啓介 真⼼會舘

植⼭ 譲 正道会館 GSJ

岩⿐ 陽 正道会館 team蓮

中尾 ⿇寛 正道会館 髙雄道場 上⽥ 沙⾨ 正道会館 元気道場 淡 奏叶 正道会館 team蓮 村上 蒼真 正道会館 髙雄道場

和⽥ 琉之⼼ 正道会館 ⻘雲会 ⻑本 ⿓聖 誠會 ⽮⽥⽀部

森⽥ このみ 正道会館 髙雄道場

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

ベスト８ ベスト８

3位

3位 3位

準優勝

準優勝

3位

ベスト８ ベスト８
初級 ⼩学5年男⼦

初級 ⼩学6年⼥⼦

初級 40~49歳 重量級

初級 50~59歳 軽量級

初級 50~59歳 重量級

初級 ⼩学6年男⼦

初級 35~39歳 軽量級

初級 40~49歳 軽量級

優勝

中級 ⼩学2年男⼦

中級 ⼩学3年男⼦

優勝

初級 ⼀般男⼦ 軽量級

初級 ⼀般男⼦ 中量級

中級 ⼩学1年男⼦

準優勝 3位 3位

優勝 準優勝

中級 ⼩学4年⼥⼦
優勝
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中原 舷貴 正道会館 髙雄道場 中村 ⿓哉 正道会館 髙雄道場 中尾 ⼀喜 正道会館 髙雄道場 野⾒⼭ ⼤樹 正道会館 元気道場

岡⽥ 英⼤ 正道会館 team蓮 上⽥ 紗佑 正道会館 元気道場

堂阪 瑠依榎 天志道場 本部

植邨 暖 正道会館 team蓮 藤⽥ 幸⼀郎 正道会館 team蓮

⽮野 睦樹 正道会館 元気道場 池⽥ 幸⼤ 拳実会

濱上 ⼤志郎 正道会館 五教館 ⾦⾕ 祐希 正道会館 総本部

岩井 楓真 真⼼會舘

⽥中 良 正道会館 兵庫県本部

⾦⽥ 航瑛 正道会館 髙雄道場

⼤沢 源 誠會 総本部

奥村 亜瑠真 極真空⼿ 中崎道場

⽩数 豹雅 昇⼼塾 本部 福吉 優⼈ 正道会館 元気道場

⼩野 絆菜 武煌会館

岸元 ⼀那 ⿂本流 花の町⽀部 出⼝ 瑛⼠ 正道会館 髙雄道場 鉄尾 翔空 勇誠会 井上道場 村上 恭介 正道会館 元気道場

奥村 瑠依真 極真空⼿ 中崎道場 ⼋⽥かれん 正道会館 新⼼館 濱 蝶麟曖 顕正会館 ⾼槻⽀部 ⻄川 ⼼蘭 正道会館 髙雄道場

3位 3位

中級 ⼩学5年男⼦
優勝 準優勝

中級 ⼩学6年⼥⼦
優勝

中級 ⼩学4年男⼦
優勝 準優勝

中級 中1男⼦重量級
優勝 準優勝

中級 中2・3男⼦軽量級
優勝

中級 ⼩学6年男⼦
優勝 準優勝

中級 中1男⼦軽量級
優勝 準優勝

中級 中2・3男⼦重量級
優勝

上級 年中男⼥混合

年⻑男⼥混合上級

優勝

優勝

準優勝

上級 ⼩学2年⼥⼦

上級 ⼩学2年男⼦

優勝

優勝 準優勝

上級 ⼩学1年⼥⼦
優勝

上級 ⼩学1年男⼦
優勝

3位 3位

上級 ⼩学3年⼥⼦
優勝 準優勝 3位 3位
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秋⼭ 輝 正道会館 team蓮 有⾺ 公志 正道会館 元気道場 ⽯川 稀隆 正道会館 KCIEL 本間 義⼠ 正道会館 元気道場

右⼿ 佑弥 実践総合空⼿ 魂⼼館 佐藤 太陽 武煌会館 ⾼橋 ⻁⼆朗 正道会館 KCIEL 福吉 勇⼈ 正道会館 元気道場

川端 望 正道会館 総本部 杉本 楓梨 正道会館 KCIEL

南 友利葵 ⽩蓮会館 堺⽀部

吉⽥ 光我 正道会館 元気道場 安藤 暖琉 正道会館 新⼼館 村上 律⼈ 正道会館 元気道場 ⽮野 珠唯 正道会館 元気道場

⽣島 ⼤晴 成⼼會 総本部 ⾕岡 志哉 正道会館 元気道場 ⾼際 莉⼀ ⾦剛カラテ 橋本道場 ⾦城 琉依 正道会館 元気道場

奈良 優寿貴 ⿂本流 本部 藤原 汐杏 ⽩蓮会館 東⼤阪北⽀部

⽵内 優奈 ⽩蓮会館 ⼋尾⻄⽀部 ⽥中 美颯 正援塾

塩崎 颯真 正道会館 KCIEL 本間 唯⼈ 正道会館 元気道場 成⽥ 陸翔 拳実会 杉本 彪真 正道会館 KCIEL

須磨 暁 極真会館中村道場  ⽯原 成 ⽩蓮会館 ⼤阪狭⼭⽀部 佐々⽊ ⼤悟 宮野道場 伊丹⽀部 ⼤森 成真 ⽩蓮会館 東⼤阪南⽀部

近藤 麗愛 ⽇本禅拳法 ⼼道會 ⽩井 伽菜⼦ 正道会館 team蓮

倉橋 夏海 正道会館 兵庫県本部 辻 莉乃 正道会館 髙雄道場

神⽥ 悠駿 ⽩蓮会館 姫路⽀部 横井 鉄⽣ 正道会館 KCIEL 平⽊ 亮宇 ⽩蓮会館 池⽥⽀部 杉野 琥⼤ 極真会館中村道場

⼭本 裕也 正道会館 team蓮 ⽮野 陽太 ⽩蓮会館 神⼾⽀部 中村 ⿓ノ輔 拳実会 ⾺場 黎明 ⽩蓮会館 神⼾⽀部

松岡 ⼼桜 国際如⽔原⽥道場

3位 3位

上級 ⼩学3年男⼦
ベスト８ ベスト８ ベスト８ ベスト８

上級 ⼩学4年⼥⼦軽量級
優勝 準優勝

上級 ⼩学4年⼥⼦重量級
優勝

優勝 準優勝

3位 3位

優勝 準優勝 3位 3位

上級 ⼩学4年男⼦軽量級

上級 ⼩学4年男⼦重量級

優勝 準優勝

3位 3位

優勝 準優勝 3位 3位
上級 ⼩学5年男⼦重量級

優勝 準優勝

優勝

優勝 準優勝

上級 ⼩学5年⼥⼦軽量級

上級 ⼩学5年⼥⼦重量級

上級 ⼩学5年男⼦軽量級

準優勝

3位 3位

準優勝 3位 3位
上級 ⼩学6年男⼦重量級

優勝 準優勝

優勝

優勝

優勝

準優勝

上級 ⼩学6年⼥⼦軽量級

上級 ⼩学6年⼥⼦重量級

上級 ⼩学6年男⼦軽量級

準優勝

上級 中1⼥⼦軽量級
優勝
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⻘⽊ ⼼々愛 正道会館 ⼼勇館

川村 拓久⼼ 勇誠会 井上道場 平松 空翔 拳実会 奥村 ⼀真 極真空⼿中崎道場 ⽔野 慶次郎 正道会館 総本部

南⽅ 海⾄⼈ 勇誠会 井上道場 曽和 夢叶 ⾦剛カラテ 橋本道場

植⼭ まつり 正道会館 GSＪ ⼩野珠菜 武煌会館

⼭本 妃莉 正道会館team蓮

宮本 汰地 宮野道場 本部 ⾼橋 清⼗朗 正道会館 KCIEL 各務 壮祐 極真会館愛知⽯川道場 ⼤村 絆⼈ 実践総合空⼿ 魂⼼館

浅野 桔平 正道会館 新⼼館 楠⼭ 瑛唯 顕正会館 寝屋川⽀部 ⽯神 ⼼ 正道会館 総本部 ⽥中 亮真 ⽩蓮会館 ⼤阪狭⼭⽀部

鉄尾 直⼈ 勇誠会 井上道場

武内 清⼈ 勇誠会 井上道場

内藤 雄⼆ 天志道場 新千⾥⽀部

松原 ⼀広 円明会

藤倉 英紀 実戦空⼿英紀道

⽥中 規⽂ 神⼾拳和会 

松⾕ 博幸 正道会館 総本部

優勝 準優勝 3位 3位

優勝 準優勝

上級 中1⼥⼦重量級
優勝

中1男⼦軽量級上級

上級 中1男⼦重量級

準優勝 3位 3位

優勝 準優勝 3位 3位

上級 中2・3⼥⼦軽量級

上級 中2・3⼥⼦重量級

優勝 準優勝

優勝

優勝

上級 中2・3男⼦重量級

上級 中2・3男⼦軽量級

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

上級 50~59歳 軽量級

上級 50~59歳 重量級

上級 35~39歳 重量級

上級 35~39歳 軽量級

上級 40~49歳 軽量級

上級 40~49歳 重量級

上級 60~69歳 重量級
優勝
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甲斐きらり 正道会館甲斐道場

⼭内 倭桜 ⽩蓮会館 東⼤阪北⽀部

岡野  星織 ⽩蓮会館 ⼤阪狭⼭⽀部

坂本 爽⻯ ⽩蓮会館 ⼋尾南⽀部

原⽥ ⼀晟 国際如⽔原⽥道場

鞠⾕ 貴⼤ 誠會 ⽮⽥⽀部

松尾 理愛 ⽩蓮会館 堺⻄⽀部 神⽥ 悠駿 ⽩蓮会館 姫路⽀部 南 友利葵 ⽩蓮会館 堺⽀部

⽥中 規⽂ 神⼾拳和会  ⼭内 倭桜 ⽩蓮会館 東⼤阪北⽀部 ⼭本 妃莉 正道会館team蓮

上級 ⼀般男⼦ 軽量級

上級 ⼀般男⼦ 中量級

優勝

優勝

優勝

個⼈賞

上級 ⼀般男⼦ 重量級

上級 ⼀般⼥⼦ 軽量級

上級 ⼀般⼥⼦ 中量級

上級 ⼀般⼥⼦ 重量級

優秀選⼿賞(⼦供) 優秀選⼿賞(⼦供)

優秀選⼿賞(⼤⼈) 優秀選⼿賞(⼤⼈) 最優秀選⼿賞

優勝

優勝

優勝

優秀選⼿賞(⼦供)


