
初心　小学 1年男子の部①

初心　小学 1年男子の部②

初心　小学 2年男子の部①

初心　小学 2年男子の部②

初心　小学 3年男子の部①

初心　小学 3年男子の部②

初心　小学 4年男子の部①

初心　小学 4年男子の部②

初心　小学 5年男子の部

初心　小学 6年男子の部

初心　中学 1年男子 45kg 未満の部

初心　中学 1年男子 45kg 以上の部

初心　中学 2・3年男子 50kg 未満の部

初中級　小学 1年男子の部

初中級　小学 2年男子の部

初中級　小学 3年男子 30kg 未満の部

初中級　小学 3年男子 30kg 以上の部

初中級　小学 4年男子 32kg 未満の部

初中級　小学 4年男子 32kg 以上の部

初中級　小学 5年男子 37kg 未満の部

初中級　小学 5年男子 37kg 以上の部

初中級　小学 6年男子 40kg 未満の部

初中級　小学 6年男子 40kg 以上の部

初中級　中学 1年男子 47kg 未満の部

初中級　中学 1年男子 47kg 以上の部

初中級　中学 2・3年男子 53kg 未満の部

初中級　中学 2・3年男子 53kg 以上の部

選抜　幼年年長男子の部

選抜　小学 1年男子の部

選抜　小学 2年男子の部

選抜　小学 3年男子 30kg 未満の部

選抜　小学 3年男子 30kg 以上の部

選抜　小学 4年男子 32kg 未満の部

選抜　小学 4年男子 32kg 以上の部

選抜　小学 5年男子 37kg 未満の部

選抜　小学 5年男子 37kg 以上の部

選抜　小学 6年男子 40kg 未満の部

選抜　小学 6年男子 40kg 以上の部

選抜　中学 1年男子 47kg 未満の部

選抜　中学 1年男子 47kg 以上の部

選抜　中学 2・3年男子 53kg 未満の部

選抜　中学 2・3年男子 53kg 以上の部

篠田　雄司（正道会館大河道場） 平井　櫻大（極真館京都支部） 福岡　樹希（繋優館） 柏木　悠利（白蓮会館天満支部）

朝野　奏音（一拳会） 重安　琥太郎（繋優館） 小泉　桜人（極真会館関西総本部） 岸本　琉煌（双龍會平群玉井道場）

坂江　海明（白蓮会館八尾西支部） 芦塚　大輝（極真会館関西総本部） 堀部　新太（天志道場新千里支部） 髙橋　駿（白蓮会館天満支部）

吉田　伊吹（正道会館元気道場） 石橋　幸（空研塾西田道場） 今北　大和（白蓮会館東大阪南支部） 南　康平（牧山道場）

東山　蕗（正援塾） 松原　徳汰（谷川道場） 西澤　由都（極真空手中崎道場関西本部） 野口　響生（繋優館）

辻中　湊士郎（谷川道場） 今井　奎佑（白蓮会館八尾西支部） 髙橋　遼矢（極真会館 関西総本部） 越村　空斗（全真会館）

濵野　温人（極真空手中崎道場大東支部） 土方　優樹（宮崎道場） 玉井　優真（大和会館） 稲垣　瑠風（白蓮会館東大阪南支部）

井上　碧風（繋優館） 松下　紘也（ヤマサ空手同好会） 島本　聖琉（繋優館） 阪本　楓太（空研塾西田道場）

濵嵜　瑠星（繋優館） 佐々木　琥太朗（真盟会館泉佐野支部） 芦塚　龍生（極真会館 関西総本部） 水尾　友星（宮崎道場）

納　舜晴（谷川道場） 杉野　蒼（神州會）

岸田　大空（宮崎道場あぶやま） 藤本　希空（拳正会館郡山道場）

吉田　寛人（牧山道場）

山口　瑛（真盟会館泉佐野支部） 恒吉　翔悟（繋優館）

北口　椋登（正道会館大河道場） 粟倉　瑠燈（昇気館樫原支部）

成田　透真（拳実会） 東山　晴斗（真盟会館和泉支部） 三浦　眞（昇気館樫原支部） 田淵　悠仁（流心会館）

中山　蕾我（真盟会館泉佐野支部） 松井　快聖（真正会上村道場） 赤松　蓮希（一円会館） 立石　怜豊（涼風会）

光森　迅（正援塾） 山口　晴千翔（涼風会）

中村　颯志（阿部道場） 深迫　慧太（宮崎道場） 山西　哲多（山西道場） 青木　希光（阿部道場）

荒張　圭祐（白蓮会館奈良学園前） 山本　翔聖（げんき塾） 谷口　颯飛（宮崎道場） 谷口　大和（宮崎道場）

東山　大志（正援塾） 堀野　悠斗（涼風会） 甲斐　優雅（極真会館 PROFI） 里井　琉聖（神州會）

中尾　環太（宮野道場伊丹支部） 市木　亮羽（正道会館大河道場） 中峯　壮悟（空研塾西田道場） 村田　康綺（龍壱道場）

赤枝　良樹（昇気館向日支部） 宇田　怜緒（真正会上村道場）

梅原　蒼（誠空会大阪道場） 武田　礼輔（白蓮会館奈良学園前） 北山 アフィラック（空研塾西田道場） 神矢　力輝（拳正会館郡山道場）

中村　皇貴（天志道場新千里支部） 石橋　乃蒼（正道会館大河道場）

廣田　実誠（龍壱道場）

山本　新太（谷川道場）

神川　央（覇心道）

桐山　碧都（神州會）

矢野　太晴（正道会館元気道場） 新井　凰正（昇気館樫原支部）

上野　煌騎（昇心塾彦根支部） 飯山　壱斗（空研塾西田道場） 坂本　琉（全真会館） 紀　佑篤（全真会館）

田上　博登（極真会館関西総本部） 桐山　海都（神州會）

有馬　公志（正道会館元気道場） 田頭　魁斗（白蓮会館羽曳野支部） 秋山　輝（正道会館 eam蓮） 森上　太翔（真正会秀勇館）

村上　律人（正道会館元気道場） 中久保　陽仁（極真会館関西総本部） 安藤　暖琉（正道会館新心館） 上田　望翔（極真館京都支部）

高際　莉一（金剛カラテ川地道場） 中岸　愛琉斗（勇誠会井上道場） 坂元　聖太（極真空手中崎道場関西本部） 島田　瑛斗（昇気館樫原支部）

成田　陸翔（拳実会） 尾田　悠真（真正会秀勇館） 尾田　亮真（真正会秀勇館） 村岡　達也（白蓮会館石橋支部）

長尾　杏虹（牧山道場） 藤本　光輝（牧山道場） 太田　哲平（一円会館） 佐々木　大悟（宮野道場伊丹支部）

松本　拓己（烈士塾和田山支部） 本岡　琥太郎（宮野道場茨木支部） 杉野　琥大（極真会館中村道場泉州北支部） 村上　一護（正道会館元気道場）

東條　志信（全真会館） 庄中　出（正援塾）

田中　颯人（極真会館中村道場泉州北支部） 山本　颯良（成心會） 平田　将太郎（極真会館関西総本部） 大曽根　愛斗（極真会館松井派愛知石川道場）

鈴木　斗希弥（真拳塾） 池尻　永遠（宮野道場本部）

東浦　康多（空手道MAC 学園前道場） 宮田　崇琉（真盟会館泉佐野支部）

藤原　心太朗（一拳会） 東　瑛斗（真盟会館和泉支部）
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初心　幼年年少 -年中男女混合の部

初心　幼年年長男女混合の部

初心　小学 1年女子の部

初心　小学 2年女子の部

初心　小学 3年女子の部

初心　小学 4年女子の部

初心　小学 5年女子の部

初心　小学 6年女子の部

初心　中学 1・2年女子 45kg 未満の部

初心　中学 3年女子 50kg 未満の部

初中級　幼年年長男女混合の部

初中級　小学 1年女子部

初中級　小学 2年女子部

初中級　小学 3年女子部

初中級　小学 4年女子 32kg 未満の部

初中級　小学 4年女子 32kg 以上の部

初中級　小学 5年女子 35kg 未満の部

初中級　小学 5年女子 35kg 以上の部

初中級　小学 6年女子 40kg 未満の部

初中級　小学 6年女子 40kg 以上の部

初中級　中学 1年女子 45kg 未満の部

初中級　中学 1年女子 45kg 以上の部

選抜　幼年年中男女混合の部

選抜　小学 2年女子の部

選抜　小学 3年女子の部

選抜　小学 4年女子 32kg 未満の部

選抜　小学 4年女子 32kg 以上の部

選抜　小学 5年女子 35kg 未満の部

選抜　小学 5年女子 35kg 以上の部

選抜　小学 6年女子 40kg 未満の部

選抜　小学 6年女子 40kg 以上の部

選抜　中学 1年女子 45kg 未満の部

選抜　中学 1年女子 45kg 以上の部

選抜　中学 2・3年女子 50kg 未満の部

選抜　中学 2・3年女子 50kg 以上の部

大西　蒼生（真正会小野道場）

横山　歩輝（真正会武河道場）

筒井　結菜（宮崎道場）

島田　絆愛（昇気館樫原支部）

廣瀬　朱里（真盟会館和泉支部）

堤　優菜（正道会館大河道場）

荒木　心愛（誠風会）

野々口　結月（一拳会）

山之内　楓（正援塾）

田中　心和花（空研塾西田道場）

溝川　湊大（極真会館 PROFI）

濱本　亜美那（涼風会）

丸子　日和（空手道MAC 郡山道場）

岡田　琉愛（斯誠塾）

上野　菜々（昇心塾彦根支部）

呉服　史織（龍壱道場）

岡本　六花（誠空会大阪道場）

横山　心音（真正会武河道場）

橋本　美和（正援塾）

山原　奈々（繋優館）

恒松　柚香（真盟会館和泉支部）

藤原　空音（斯誠塾）

上野　文愛（昇心塾彦根支部）

山本　恵令奈（げんき塾）

段　羽希（極真会館中村道場兵庫西支部）

北井　海音來（宮野道場本部）

村岡　光凛（真正会小野道場）

山科　心潤（極真空手中崎道場関西本部）

久賀　柚奈（牧山道場）

畠山　結衣（宮野道場茨木支部）

奥村　瑠美菜（極真館京都支部）

大西　舞音（宮野道場本部）

民田　優芽（遂心塾）

榎本　茉莉（天志道場新千里支部）

林　咲菜（白蓮会館八尾西支部）

久保田　進二朗（一拳会） 金城　彩奈（正道会館元気道場） 和泉　春弥（極真会館 関西総本部）

河西　柑奈（宮崎道場）

百合　和香（空手道MAC 郡山道場）

増倉　成美（繋優館） 久保田　菜々（極真館京都支部）

中根　澪（龍壱道場）

西出　叶羽（真盟会館泉佐野支部）

中岡　恋々菜（柔拳）

杉本　丞（牧山道場）

藤原　月遥（斯誠塾）

尾畑　結月（空研塾西田道場）

土屋　麗美（昇心塾彦根支部）

玉島　葵（全真会館）

安部　紗友希（真正会上村道場）

木下　陽葵（極真館奈良県北支部）

影山　翠（誠空会大阪道場）

岡本　美咲（真正会秀勇館）

福盛　美咲（宮野道場本部）

児玉　梨華（宮崎道場）

鈴木　花香（宮野道場茨木支部）

池田　智由希（真盟会館和泉支部）

佐々木　海緒（牧山道場）

河野　由良（空研塾西田道場）
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