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クラス 順位 氏名 所属道場
優勝 山田愛莉 奈良道場
準優勝 𠮷田成勲 明石道場
三位 坂田　蓮 尼崎道場
優勝 髙田友愛 餅田道場
準優勝 神田元徳 魚住道場
三位 石田陽向 塚口道場
優勝 田中天馬 なみはや道場
準優勝 西岡虎珀 高知道場
三位 𠮷川莉利 鈴蘭台道場
優勝 小路浩正 奈良道場
準優勝 𠮷川利空 鈴蘭台道場
三位 武田優彩 川西道場
優勝 荊木和希 奈良道場
準優勝 山﨑琉偉河 明石道場
三位 野口晃弘 大阪西道場
優勝 神山藍伽 奈良道場
準優勝 山田侑奈 奈良道場
三位 𠮷川蓮 羽曳野道場
優勝 髙原麻比瑠 川西道場
準優勝 佐川人成 大阪東南道場
三位 西野陽奈 北大阪道場
優勝 山本直緒 奈良道場
準優勝 藤本彰虎 高知道場
三位 間瀬場亮 三宮道場
優勝 地阪徳生 宝塚道場
準優勝 小野尊重 姫路道場
三位 淺井章一 たつの道場
優勝 奧村一真 放出鶴見道場
準優勝 古市彩人 塚口道場
三位 鈴木花菜 宝塚道場
優勝 長野空翔 朝霧道場
準優勝 島瀬陽菜 塚口道場
三位 森下大吾 塚口道場
優勝 西口虎童 大阪中央道場
準優勝 中園兼真 西宮道場
三位 定國愛斗 朝霧道場
優勝 杉野葉琉 西神南道場
準優勝 杉本蒼獅 西脇道場
三位 羽昊志竜 須磨南道場
優勝 西岡七夏 高知道場
準優勝 樫谷宇龍 西神南道場
三位 須田臣大 須磨南道場
優勝 荒木真爽 堺道場
準優勝 竹内春樹 淡路道場
三位 孕石啓汰 西宮道場

型 幼年 初級の部

型 小学１・２年生 初級の部

型 小学３・４年生 初級の部

型 小学５・６年生 初級の部

型 壮年 上級の部

幼年の部 ソフトクラス軽量級

幼年の部 ソフトクラス重量級

幼年の部 チャンピオンクラス

型 小学１・２年生 上級の部

型 小学３・４年生 上級の部

型 小学５・６年生 上級の部

型 一般 上級の部

小学１年生　初級の部 ソフトクラス軽量級

小学１年生　初級の部 ソフトクラス重量級

小学１年生　中級の部ソフトクラス軽量級



優勝 小路篤寛 奈良道場
準優勝 松田拓磨 川西道場
三位 上田樹那 淡路道場
優勝 北端 仁 宝塚道場
準優勝 柏木悠兵 百舌鳥八幡道場
三位 早川晃生 淡路道場
優勝 福吉謙介 西宮道場
準優勝 永高悠汰 鈴蘭台道場
三位 中山玲冴 放出鶴見道場
優勝 宇住庵朗人 泉大津道場
準優勝 遠藤 碧 三木道場
優勝 水渓穰志 名古屋中央道場
準優勝 石田陽向 塚口道場
三位 築茂怜生 尼崎道場
優勝 岡本藍斗 西神南道場
準優勝 神田元徳 魚住道場
三位 増村英奈 大阪なみはや道場
優勝 大利 誠 淡路道場
準優勝 野口晃弘 大阪西道場
三位 金谷典征 羽曳野道場
優勝 與儀奏太 放出鶴見道場
準優勝 髙木 仁 大阪なみはや道場
三位 𠮷川莉利 鈴蘭台道場
優勝 中村 煌 名谷道場
準優勝 加藤桂珠 高砂道場
三位 山﨑涼翔 阪南道場
優勝 中杉 伯 福山流道場
準優勝 後藤諒成 福山流道場
三位 松本悠生 放出鶴見道場
優勝 濵﨑 亮 大阪なみはや道場
準優勝 下田海斗 名谷道場
三位 上田太心 尼崎道場
優勝 西岡虎珀 高知道場
準優勝 中村豪成 西宮道場
三位 島瀬裕次 塚口道場
優勝 松田栞南 朝霧道場
準優勝 酒井裕次 高砂道場
三位 小嶺雄大 大阪なみはや道場
優勝 波部大元 塚口道場
準優勝 橋本晴空 魚住道場
三位 服部遥斗 西脇道場
優勝 佐野海月 大阪なみはや道場
準優勝 伊藤大晴 堺道場
三位 山下結人 西脇道場
優勝 河岡 柊 尼崎道場
準優勝 和田虎太朗 西脇道場
三位 孕石颯汰 西脇道場
優勝 森脇龍星 名谷道場
準優勝 前 繁義 名谷道場

小学１年生　チャンピオンクラス

小学２年生 初級の部 ソフトクラス軽量級

小学２年生 初級の部 ソフトクラス重量級

小学２年生 中級の部ソフトクラス軽量級

小学１年生　中級の部ソフトクラス重量級

小学３年生　中級の部 ソフトクラス軽量級

小学３年生 中級の部 ソフトクラス重量級

小学３年生 チャンピオンクラス

小学４年生 初級の部 ソフトクラス軽量級

小学２年生 中級の部ソフトクラス重量級

小学２年生 チャンピオンクラス

小学３年生　初級の部　ソフトクラス軽量級

小学３年生　初級の部 ソフトクラス重量級

小学４年生 初級の部 ソフトクラス重量級

小学４年生 中級の部 ソフトクラス軽量級

小学４年生 中級の部 ソフトクラス重量級

小学４年生 チャンピオンクラス



三位 前繁誠 名谷道場
優勝 松本充樹 大阪東南道場
準優勝 逢阪　心 たつの道場
三位 江崎琉生 大阪なみはや道場
優勝 西垣裕太 餅田道場
準優勝 若杉航輝 市川道場
三位 渡部夏生 塚口道場
優勝 利根川悠太 市川道場
準優勝 宍道啓太 宮本道場
三位 寺本大輝 松原道場
優勝 山川健太 餅田道場
準優勝 佐藤謙成 名古屋道場
三位 荊木康希 奈良道場
優勝 中西泰成 名谷道場
準優勝 髙寺海翔 泉大津道場
三位 竹西 蘭 堺道場
優勝 松崎龍斗 大阪枚方道場
準優勝 田所翔太朗 三木道場
優勝 室井完太 西宮南道場
準優勝 花井壮吾 塚口道場
三位 西谷 要 堺道場
優勝 竹中 颯 阪南道場
準優勝 加々良南徳 高砂道場
三位 三木 護 大阪なみはや道場
優勝 茱萸寿樹 魚住道場
準優勝 立木勇聖 福井道場
三位 島瀬稜平 塚口道場
優勝 藤崎 竣 松原道場
準優勝 西口大河 大阪中央道場
三位 久田修世 須磨南道場
優勝 竹村信太郎 高知道場
準優勝 松田健人 朝霧道場
優勝 西野翔太 北大阪道場
準優勝 小野塚遥斗 高尾道場
三位 小津悠成 名谷道場
優勝 山根魁斗 堺道場
準優勝 下之園魁 朝霧道場
三位 西井瑞希 福崎道場
優勝 駒井祐哉 姫路道場
準優勝 豊村樹輝斗 大阪なみはや道場
三位 渡辺駿斗 市川道場
優勝 西口修斗 大阪中央道場
準優勝 髙原涼真 川西道場
三位 三木 渉 大阪なみはや道場
優勝 兼久啓太朗 大阪東南道場
準優勝 長澤大和 北大阪道場
三位 洲嵜龍馬 名谷道場
優勝 榎本和真 宝塚道場
準優勝 岩城達平 宝塚道場

小学５年生 初級の部ソフトクラス

小学５年生 中級の部ソフトクラス軽量級

小学５年生 中級の部ソフトクラス重量級

小学５年生 チャンピオンクラス軽量級

小学４年生 チャンピオンクラス

小学６年生　チャンピオンクラス軽量級

小学６年生　チャンピオンクラス重量級

中学１年生 初級の部 軽量級

中学１年生 上級の部 軽量級

小学５年生チャンピオンクラス 重量級

小学６年生　初級の部ソフトクラス

小学６年生 中級の部ソフトクラス軽量級

小学６年生 中級の部ソフトクラス重量級

高校生 初級の部 軽量級

中学１年生 上級の部 重量級

中学２・３年生 上級の部 軽量級

中学２・３年生 上級の部 中量級

中学２・３年生 上級の部 重量級



三位 河﨑太賀 市川道場
優勝 安部太登 魚本流道場
準優勝 畑山光佑 北大阪道場
三位 太田隼輔 垂水道場
優勝 辻本流己 山犬道場
準優勝 藤川文剣 高知道場
三位 仲宗根健 大阪西道場
優勝 中村桃伽 名谷道場
準優勝 魚森友望子 姫路道場
三位 中西羽来 奈良道場
優勝 中西由芽 奈良道場
準優勝 好井一咲 羽曳野道場
三位 大久保茉里奈 川西道場
優勝 小笠原伶奈 福山流道場
準優勝 島本海帆 羽曳野道場
三位 清木咲良 羽曳野道場
優勝 中塚莉央奈 福崎道場
準優勝 宇田川夏麟 北大阪道場
三位 立木聖華 福井道場
優勝 池元七星 岡山西道場
準優勝 澤井美耶 神戸道場
三位 梁 文瑄 天王寺道場
優勝 澤井乃美 神戸道場
準優勝 澤井 涼 神戸道場
三位 吉栖成美 北大阪道場
優勝 藤原伸夫 大阪中央道場
準優勝 大塚英希 大阪中央道場
三位 永高育哉 鈴蘭台道場
優勝 太田裕之 姫路道場
準優勝 清水智広 芦屋道場
三位 牧野貴文 京都道場
優勝 西川嘉一 高砂道場
準優勝 田中邦明 西脇道場
優勝 久 隆介 中山台道場
準優勝 三谷哲一 北大阪道場
三位 小野尊重 姫路道場
優勝 笹井良彦 姫路道場
準優勝 田原 実 北大阪道場
三位 石井昌二 香川道場
優勝 兼田裕之 大阪なみはや道場
準優勝 岩﨑浩基 玉造道場
優勝 西岡祐介 姫路道場
準優勝 熊田 錬 姫路道場
三位 柴田直哉 高砂道場
優勝 仲谷建太朗 百舌鳥八幡道場
準優勝 吾郷 翔 百舌鳥八幡道場
三位 間瀬場健介 三宮道場
優勝 好井信也 羽曳野道場
準優勝 加納耕平 高砂道場

高校生 初級の部 軽量級

高校生 上級の部 中量級

高校生 上級の部 重量級

小学３・４年生 女子 チャンピオンクラス

女子 上級の部 無差別級

壮年 初級の部 （４０歳以上）軽量級

壮年 中級の部（４０から４９歳以下）軽量級

壮年 中級の部（４０から４９歳以下）重量級

小学５・６年生 女子 チャンピオンクラス軽量級

小学５・６年生 女子チャンピオンクラス 無差別級

高校生 女子 上級の部 無差別級

女子 上級の部 軽量級

一般　中級の部 軽量級

一般 中級の部 重量級

壮年 上級の部（４０から４９歳以下）軽量級

壮年 上級の部（４０歳以上）重量級

壮年 上級の部（５０から５９歳以下）軽量級

一般　初級の部 軽量級



三位 田中義兼 魚本道場
優勝 臼田悠希 大阪なみはや道場
準優勝 細川昂大 魚本道場
三位 澤井虎ノ亮景慶 神戸道場
優勝 安部僚将 魚本道場
準優勝 垣内宏太 尼崎道場
三位 中山翔太 大阪なみはや道場
優勝 秋月祐哉 大阪なみはや道場
準優勝 松岡朋彦 三宮道場
三位 中井秀幸 中山台道場

一般　上級の部  重量級

一般 中級の部 重量級

一般　上級の部 軽量級

一般　上級の部  中量級


