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階級 順位 氏名 道場

型・小学生低学年 優勝 佐川　翔 川西道場
準優勝 切詰　大貴 高知支部
3位 桑原　玄成 大阪西支部

型・小学生高学年 優勝 植松　龍星 岡山西支部
準優勝 秋田　光之郎 三田道場
準優勝 早川　拳士郎 阿倍野道場

幼年の部 優勝 河村　将弥 住之江道場
準優勝 三木　一輝 川西道場
3位 今田　伸太 住之江道場

小学生初級の部 優勝 洲嵜　龍馬 名谷道場
1年生 準優勝 中谷　悌樹 都島道場

3位 早川　彪 阿倍野道場

小学生初級の部 優勝 山下　凌治 高砂道場
2年生 準優勝 陶山　温史 洲本道場

3位 岡村　海都 川西道場

小学生初級の部 優勝 清水　厚夫 朝霧道場
3年生 準優勝 洲嵜　舞夢 名谷道場

3位 吉田　伶央 市川道場

小学生初級の部 優勝 駒井　拓哉 姫路道場
4年生 準優勝 川浪　大貴 伊丹道場

3位 三浦　光理 垂水道場

小学生初級の部 優勝 佐藤　大地 伊丹道場
5年生 準優勝 太田　拓真 姫路飾磨道場

3位 桑原　かれん 山田道場

小学生初級の部 優勝 前田　凌佑 山田道場
6年生 準優勝 耕守　巧夢 朝霧道場

3位 亀甲　健太 都島道場

小学生中級の部 優勝 酒田　悠希 都島道場
2年生 準優勝 寺本　圭吾 塚口道場

3位 十河　亮介 川西道場

小学生中級の部 優勝 西　　 秀道 灘道場
3年生 準優勝 杉山　巧真 川西道場



3位 耕守　郁夢 朝霧道場

小学生中級の部 優勝 宇山　沙紀 須磨南道場
4年生 準優勝 中島　悠真 播磨道場

3位 篠原　璃央 松原道場

小学生中級の部 優勝 天野　将太 魚住道場
5年生 準優勝 飯田　拓己 灘道場

3位 垣内　克海 尼崎道場

小学生中級の部 優勝 網屋　貴大 高砂道場
6年生 準優勝 小西　大夢 川西道場

3位 藤村　烈士 塚口道場

小学生上級の部 優勝 吉田　菜々美 大阪東支部
1年生 準優勝 迫田　優 塚口道場

3位 池田　一成 垂水道場

小学生上級の部 優勝 西田　晴海 三田道場
2年生 準優勝 藤綱　峻也 大和流勇眞会

3位 藤原　天誠 徳島支部

小学生上級の部 優勝 右城　夕海哉 高知支部
3年生 準優勝 北田　雷樹 大和流勇眞会

3位 仲谷　建太朗 百舌鳥八幡道場

小学生上級の部 優勝 遠藤　凌 堺道場
4年生 準優勝 堀井　雄人 羽曳野道場

3位 山岸　海翔 羽曳野道場

小学生上級の部 優勝 中村　圭寿 大和流勇眞会
5年生 準優勝 迫田　克己 塚口道場

3位 三村　翔太 高砂道場

小学生上級の部 優勝 若間　康利 住之江道場
6年生 準優勝 西川　智貴 神戸道場

3位 薮井　寛之 姫路道場

チャンピオンクラス 優勝 下之園　魁 朝霧道場
幼年 準優勝 勝田　零生 成心會

3位 島田　来弥 成心會

チャンピオンクラス 優勝 林　　 伶弥 聖武会館
1年生 準優勝 村上　寛幸 鈴蘭台道場

3位 山根　優之介 神戸道場

チャンピオンクラス 優勝 吉田　匡吾 聖武会館



2年生 準優勝 木田　晴斗 川西道場
3位 笹木　隆矢 聖武会館

チャンピオンクラス 優勝 千葉　咲和 灘道場
3年生 準優勝 天野　透吾 尼崎道場

3位 西村　春香 成心會

チャンピオンクラス 優勝 内山　修 三重支部
4年生 準優勝 堀井　拓海 北大阪支部

3位 勝田　大貴 成心會

チャンピオンクラス 優勝 亀井　元気 神戸道場
5年生 準優勝 上田　誠也 聖武会館

3位 小国　将司 大和流勇眞会

チャンピオンクラス 優勝 佐川　楓 川西道場
6年生 準優勝 船橋　真道 北大阪支部

3位 野上　一誠 洲本道場

小学5・6年 優勝 矢野　茉衣莉 高知支部
女子の部 準優勝 徳田　茄麗 大阪東南支部

3位 中岡　晴奈 成心會

中学生男子の部 優勝 紅田　和馬 神戸北道場
軽量級 準優勝 田中　一央 川西道場

3位 島崎　祐一 伊丹道場

中学生男子の部 優勝 亀井　大地 神戸道場
重量級 準優勝 鎌田　有貴 住之江道場

3位 阪本　幸一 名谷道場

中学生女子の部 優勝 田中　愛咲美 聖武会館
準優勝 小田　幸奈 広島西支部
3位 細砂　千晶紀 朝霧道場

高校生男子の部 優勝 宮本　誠也 西成岸里道場
準優勝 浅野　翔太 成心會
3位 小田　昌平 広島西支部

高校生女子の部 優勝 田中　麻紀 宝塚道場
準優勝 島田　優 伊丹道場
3位 生駒　有里 宝塚道場

女子の部 優勝 岩本　紗知 宝塚道場
準優勝 久保田　ゆかり 高砂道場
3位 林　慶子 放出鶴見道場



壮年の部 優勝 岡田　長 放出鶴見道場
35～39歳以下 準優勝 小野　尊重 姫路道場

3位 吉田　稔 伊丹道場

壮年の部 優勝 清水　保樹 東灘道場
40歳以上 準優勝 野澤　眞二郎 鈴蘭台道場

3位 藪下　真吾 魚住道場

一般初級の部 優勝 松田　政常 愛媛支部
軽量級 準優勝 須見　学重 港道場

3位 西岡　広世 神戸道場

一般初級の部 優勝 青井　正弘 明石道場
重量級 準優勝 中野　衡機 住之江道場

3位 古川　拓哉 愛媛支部

一般上級の部 優勝 永岡　哲平 堺東道場
軽量級 準優勝 榊原　基起 堺東道場

3位 兵庫　健太 三田道場

一般上級の部 優勝 村上　孝治 愛媛支部
重量級 準優勝 中井　秀幸 宝塚道場

3位 魚森　宗周 天王寺道場


