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クラス 順位 氏名 道場
型　幼年初級の部 優勝 冨田來未 加古川道場
型　幼年初級の部 準優勝 井上琥二朗 大阪なみはや支部
型　小学一・二年生初級の部 優勝 戸室　嵐 塚口道場
型　小学一・二年生初級の部 準優勝 髙原優空 名谷道場
型　小学一・二年生初級の部 三位 古市彩人 塚口道場
型　小学一・二年生上級の部 優勝 坂田　蓮 尼崎道場
型　小学一・二年生上級の部 準優勝 神田幸覇 魚住道場
型　小学一・二年生上級の部 三位 富家　類 香川支部
型　小学三・四年生初級の部 優勝 渡邊美桜 大阪なみはや支部
型　小学三・四年生初級の部 準優勝 西田朊輝 宝塚道場
型　小学三・四年生初級の部 三位 袴谷奎介 塚口道場
型　小学三・四年生上級の部 優勝 神田元徳 魚住道場
型　小学三・四年生上級の部 準優勝 森多悠仁 川西道場
型　小学三・四年生上級の部 三位 小嶺結香 大阪なみはや支部
型　小学五・六年生初級の部 優勝 浜崎陽向 塚口道場
型　小学五・六年生初級の部 準優勝 玉井結芽 阪南道場
型　小学五・六年生初級の部 三位 蓮田　翔 川西道場
型　小学五・六年生上級の部 優勝 田中志侑 大阪西支部
型　小学五・六年生上級の部 準優勝 吉川　蓮 堺道場
型　小学五・六年生上級の部 三位 古市湧人 塚口道場
型　中学生上級の部 優勝 福西賢士 奈良支部
型　中学生上級の部 準優勝 松本　駿 大阪なみはや支部
型　中学生上級の部 三位 前田　嶺 放出鶴見道場
型　一般初級の部 優勝 松田美佳 川西道場
型　一般初級の部 準優勝 井口　周 宝塚道場
型　一般初級の部 三位 砂田雅則 大阪中央支部
型　一般上級の部 優勝 福西隆生 奈良支部
型　一般上級の部 準優勝 藤原隆寛 尼崎道場
型　一般上級の部 三位 宮内那早 宝塚道場
型　壮年上級の部 優勝 岡山伸英 大阪中央支部
型　壮年上級の部 準優勝 冨田　勝 加古川道場
型　壮年上級の部 三位 丸橋祐一郎 川西道場
幼年の部ソフトクラス軽量級 優勝 本山 浬 堺道場
幼年の部ソフトクラス軽量級 準優勝 井上琥二朗 大阪なみはや支部
幼年の部ソフトクラス軽量級 三位 杉野琥大 堺東道場
幼年の部ソフトクラス重量級 優勝 ヴェデニョフ・ニコラス三宮道場
幼年の部ソフトクラス重量級 準優勝 高松春希 阪南道場
幼年の部ソフトクラス重量級 三位 幸　廉仁 放出鶴見道場
小学一年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 晝川珠里 京都支部
小学一年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 山田一慶 放出鶴見道場
小学一年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 杉　静樹 放出鶴見道場
小学一年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 髙原優空 名谷道場
小学一年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 西岡小由紀 伊丹道場
小学一年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 本田京ノ丞 京都支部
小学一年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 相馬一太 三宮道場
小学一年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 髙濱悠政 川西道場
小学一年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 三井麻優 魚住道場
小学一年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 鳥濱陸翔 正道会館
小学一年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 丸内心士 正道会館
小学一年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 井上晴哉 上新庄道場



小学一年生チャンピオンクラス 優勝 森下大吾 塚口道場
小学一年生チャンピオンクラス 準優勝 奥村一真 放出鶴見道場
小学一年生チャンピオンクラス 三位 神田幸覇 魚住道場
小学一・二年生女子チャンピオンクラス 優勝 島瀬陽菜 塚口道場
小学一・二年生女子チャンピオンクラス 準優勝 武藤礼依 大阪西支部
小学一・二年生女子チャンピオンクラス 三位 貝原蓮華 京都支部
小学二年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 樽野　芯 大阪なみはや支部
小学二年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 中山修亜 放出鶴見道場
小学二年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 井上哲汰 放出鶴見道場
小学二年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 柿木原向葵 大阪西支部
小学二年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 続　琉良 上新庄道場
小学二年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 西　彬太 宝塚道場
小学二年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 辻西由登 正道会館
小学二年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 岩井皓亮 大阪西支部
小学二年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 中村　道 京都支部
小学二年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 宮原謙一郎 明石道場
小学二年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 石原理人 京都支部
小学二年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 田中　僚 京都支部
小学二年生チャンピオンクラス 優勝 坂田　蓮 尼崎道場
小学二年生チャンピオンクラス 準優勝 戸室　嵐 塚口道場
小学二年生チャンピオンクラス 三位 三好悠太 天王寺道場
小学三年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 幸圓晏司 放出鶴見道場
小学三年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 小田蒼海 姫路道場
小学三年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 杉野葉琉 西神南道場
小学三年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 松原宥斗 川西道場
小学三年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 中島千輝 港道場
小学三年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 石川　怜 松原道場
小学三年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 石田暖瀬 堺道場
小学三年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 柳川凛駆 正道会館
小学三年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 吉田太耀 大阪なみはや支部
小学三年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 村上大河 放出鶴見道場
小学三年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 廣瀬幸紀 放出鶴見道場
小学三年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 岡井琉真 泉大津道場
小学三年生チャンピオンクラス 優勝 森岡大雅 三田道場
小学三年生チャンピオンクラス 準優勝 箱﨑恵之久 名谷道場
小学三年生チャンピオンクラス 三位 北端　仁 宝塚道場
小学四年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 河角和哉 上新庄道場
小学四年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 西　凌希 宝塚道場
小学四年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 太田悠翔 放出鶴見道場
小学四年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 桑﨑未来夢 阪南道場
小学四年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 上谷波音 大阪東南支部
小学四年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 小松颯馬 堺東道場
小学四年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 森　海翔 放出鶴見道場
小学四年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 田中佑樹 大阪東南支部
小学四年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 宮地悠弥 塚口道場
小学四年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 髙田優希 大阪なみはや支部
小学四年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 蔭薮琉壱 放出鶴見道場
小学四年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 岡本藍斗 西神南道場
小学四年生チャンピオンクラス 優勝 藤岡秀人 輝道会館
小学四年生チャンピオンクラス 準優勝 神田元徳 魚住道場
小学四年生チャンピオンクラス 三位 野口晃弘 大阪西支部
小学五年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 堀　琉榎 梶原道場
小学五年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 玉井結芽 阪南道場



小学五年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 牛嶋蓮斗 上新庄道場
小学五年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 廣瀬陽太 放出鶴見道場
小学五年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 中井太郎 塚口道場
小学五年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 岩井航汰 大阪なみはや支部
小学五年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 茱萸樹希 魚住道場
小学五年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 菅　修平 泉大津道場
小学五年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 青草大輔 芦屋道場
小学五年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 松浦綾为 正道会館
小学五年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 京田健斗 高尾道場
小学五年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 中村脩人 阪南道場
小学五年生チャンピオンクラス軽量級 優勝 渡辺真紗斗 名谷道場
小学五年生チャンピオンクラス軽量級 準優勝 島瀬裕次 塚口道場
小学五年生チャンピオンクラス軽量級 三位 野澤晴希 塚口道場
小学五年生チャンピオンクラス重量級 優勝 垣内大芽 尼崎道場
小学五年生チャンピオンクラス重量級 準優勝 藤田　樹 百舌鳥八幡道場
小学五年生チャンピオンクラス重量級 三位 宮本陽仁 大阪東南支部
小学六年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 緒方　蓮 堺道場
小学六年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 野口奨馬 百舌鳥八幡道場
小学六年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 宮崎一聖 放出鶴見道場
小学六年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 水上航一 西神南道場
小学六年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 佐藤和将 放出鶴見道場
小学六年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 野口楓馬 百舌鳥八幡道場
小学六年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 盛田唯人 塚口道場
小学六年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 北村勇人 百舌鳥八幡道場
小学六年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 矢澤元基 大阪なみはや支部
小学六年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 肝付翔吾 大阪なみはや支部
小学六年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 根元斗亜 羽曳野道場
小学六年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 松島　稜 西宮南道場
小学六年生チャンピオンクラス軽量級 優勝 中村優星 淡路道場
小学六年生チャンピオンクラス軽量級 準優勝 松本大征 淡路道場
小学六年生チャンピオンクラス軽量級 三位 小川天汰 塚口道場
小学六年生チャンピオンクラス重量級 優勝 外川勝宗 堺道場
小学六年生チャンピオンクラス重量級 準優勝 安尾瑠輝 魚住道場
小学六年生チャンピオンクラス重量級 三位 田水春樹 正道会館
中学一年生初級の部軽量級 優勝 澤井彰也 尼崎道場
中学一年生初級の部軽量級 準優勝 大江慶志朗 神戸道場
中学一年生初級の部軽量級 三位 下津敦貴 羽曳野道場
中学一年生初級の部重量級 優勝 森　一将 大阪なみはや支部
中学一年生初級の部重量級 準優勝 川元悠矢 堺道場
中学一年生初級の部重量級 三位 清水来輝 大阪枚方道場
中学一年生上級の部軽量級 優勝 村田健悟 正道会館
中学一年生上級の部軽量級 準優勝 岡本　恒 正道会館
中学一年生上級の部軽量級 三位 相良一志 究道会館
中学一年生上級の部中量級 優勝 永野秀真 北大阪支部
中学一年生上級の部中量級 準優勝 岡部憲尚 大阪なみはや支部
中学一年生上級の部中量級 三位 長谷川鷹也 名谷道場
中学一年生上級の部重量級 優勝 髙寺海翔 泉大津道場
中学一年生上級の部重量級 準優勝 岸本大和 松原道場
中学一年生上級の部重量級 三位 高山勇輝 塚口道場
中学二・三年生初級の部軽量級 優勝 氏衛　誉 港道場
中学二・三年生初級の部軽量級 準優勝 田上悠太 神戸道場
中学二・三年生初級の部軽量級 三位 松田健人 朝霧道場
中学二・三年生初級の部重量級 優勝 坂口行誠 阪南道場



中学二・三年生初級の部重量級 準優勝 乃一篤矢 港道場
中学二・三年生上級の部軽量級 優勝 立木勇聖 福井支部
中学二・三年生上級の部軽量級 準優勝 藤原隆寛 尼崎道場
中学二・三年生上級の部軽量級 三位 土谷一志 修道会館
中学二・三年生上級の部中量級 優勝 津村怜音 正道会館
中学二・三年生上級の部中量級 準優勝 久田修世 須磨南道場
中学二・三年生上級の部中量級 三位 久保　前 修道会館
中学二・三年生上級の部重量級 優勝 西村蓮太 貝塚道場
中学二・三年生上級の部重量級 準優勝 吉岡龍輝 大阪なみはや支部
中学二・三年生上級の部重量級 三位 猪野将也 修道会館
高校生男子上級の部軽量級 優勝 樫山拓実 富田林道場
高校生男子上級の部軽量級 準優勝 大秦稜司 京都支部
高校生男子上級の部軽量級 三位 谷川零士 大阪なみはや支部
高校生男子上級の部中量級 優勝 髙原涼真 川西道場
高校生男子上級の部中量級 準優勝 沢凪　航 京都支部
高校生男子上級の部中量級 三位 小田麗帆 輝道会館
高校生男子上級の部重量級 優勝 大秦零司 京都支部
高校生男子上級の部重量級 準優勝 中井翔大 大阪なみはや支部
高校生男子上級の部重量級 三位 長谷川慧人 京都支部
小学三・四年生女子ソフトクラス 優勝 増村英奈 大阪なみはや支部
小学三・四年生女子ソフトクラス 準優勝 中山佳音 羽曳野道場
小学三・四年生女子ソフトクラス 三位 佐藤茅利佳 梶原道場
小学三・四年生女子チャンピオンクラス 優勝 富貴彩愛 淡路道場
小学三・四年生女子チャンピオンクラス 準優勝 西邑咲希 正道会館
小学三・四年生女子チャンピオンクラス 三位 小嶺結香 大阪なみはや支部
小学五・六年生女子ソフトクラス 優勝 宮内初菜 宝塚道場
小学五・六年生女子ソフトクラス 準優勝 下元かれん 川西道場
小学五・六年生女子ソフトクラス 三位 藤本　華 大阪東南支部
小学五・六年生女子チャンピオンクラス軽量級 優勝 相良　耀 究道会館
小学五・六年生女子チャンピオンクラス軽量級 準優勝 四十物優衣 放出鶴見道場
小学五・六年生女子チャンピオンクラス軽量級 三位 澤井 鳩 神戸道場
中学女子初級の部無差別級 優勝 島本海帆 羽曳野道場
中学女子初級の部無差別級 準優勝 西垣椎南 鈴蘭台道場
中学女子初級の部無差別級 三位 河角咲良 上新庄道場
中学女子上級の部軽量級 優勝 安田愛夢 輝道会館
中学女子上級の部軽量級 準優勝 井澤祐茉 西宮南道場
中学女子上級の部無差別級 優勝 中塚由莉奈 百舌鳥八幡道場
中学女子上級の部無差別級 準優勝 田坂美夢 伊丹道場
中学女子上級の部無差別級 三位 杉本紗季 泉南道場
女子初級の部無差別級 優勝 吉田ふみ 大阪なみはや支部
女子初級の部無差別級 準優勝 髙山ひなた 大阪枚方道場
女子初級の部無差別級 三位 望月　珂 大阪なみはや支部
女子上級の部軽量級 優勝 澤井美耶 神戸道場
女子上級の部軽量級 準優勝 延原穂乃花 放出鶴見道場
女子上級の部軽量級 三位 新田幸子 放出鶴見道場
女子上級の部無差別級 優勝 澤井　涼 神戸道場
女子上級の部無差別級 準優勝 黄瀬桂花 阪南道場
女子上級の部無差別級 三位 澤井乃美 神戸道場
一般初級の部軽量級 優勝 西野凌司 中山台道場
一般初級の部軽量級 準優勝 森　仁志 神戸大学
一般初級の部軽量級 三位 合田晃佑 大阪中央支部
一般初級の部無差別級 優勝 花畑広起 神戸大学
一般初級の部無差別級 準優勝 沢田聖学 港道場



一般中級の部軽量級 優勝 辻　隆行 正道会館
一般中級の部軽量級 準優勝 吉田光輝 神戸大学
一般中級の部軽量級 三位 檀上博史 中山台道場
一般中級の部無差別級 優勝 安達崇夫 姫路道場
一般中級の部無差別級 準優勝 森 隆寛 神戸大学
一般中級の部無差別級 三位 乃一潤耶 港道場
壮年初級の部（三五～三九歳以下）軽量級 優勝 青木健太 志真會館
壮年初級の部（三五～三九歳以下）軽量級 準優勝 砂田雅則 大阪中央支部
壮年初級の部（三五～三九歳以下）軽量級 三位 杉本芳通 大阪枚方道場
壮年上級の部（三五～三九歳以下）重量級 優勝 田中則雄 泉佐野道場
壮年上級の部（三五～三九歳以下）重量級 準優勝 髙木大地 北大阪支部
壮年上級の部（三五～三九歳以下）重量級 三位 住田拓也 大阪西支部
壮年上級の部（四○～四四歳以下）軽量級 優勝 大利洋介 淡路道場
壮年上級の部（四○～四四歳以下）軽量級 準優勝 堀上知之 京都支部
壮年上級の部（四○～四四歳以下）軽量級 三位 水本　丞 京都支部
壮年上級の部（四○～四四歳以下）重量級 優勝 岩野籍嗣 北大阪支部
壮年上級の部（四○～四四歳以下）重量級 準優勝 笹井良彦 姫路道場
壮年上級の部（四○～四四歳以下）重量級 三位 津村雅史 大阪なみはや支部
壮年中級の部（四○～四九歳以下）軽量級 優勝 内島武志 石川支部
壮年中級の部（四○～四九歳以下）軽量級 準優勝 岡田茂雄 川西道場
壮年中級の部（四○～四九歳以下）軽量級 三位 永高育哉 鈴蘭台道場
壮年中級の部（四○～四九歳以下）重量級 優勝 村田和範 大阪西支部
壮年中級の部（四○～四九歳以下）重量級 準優勝 八木貴裕 神戸道場
壮年中級の部（四○～四九歳以下）重量級 三位 室井伸隆 西宮南道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）軽量級 優勝 中野正一 正道会館
壮年上級の部（四五～四九歳以下）軽量級 準優勝 東　洋 松原道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）軽量級 三位 小野尊重 姫路道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）重量級 優勝 英　泰治 中山台道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）重量級 準優勝 武田裕二 大阪なみはや支部
壮年上級の部（四五～四九歳以下）重量級 三位 浅山浩二 塚口道場
壮年上級の部（五○～五九歳以下）軽量級 優勝 野澤眞二郎 鈴蘭台道場
壮年上級の部（五○～五九歳以下）軽量級 準優勝 町出伸幸 上新庄道場
壮年上級の部（五○～五九歳以下）軽量級 三位 夏目敬介 灘道場
壮年上級の部（五○～五九歳以下）重量級 優勝 川田康照 香川支部
壮年上級の部（五○～五九歳以下）重量級 準優勝 三浦文孝 港道場
壮年上級の部（五○～五九歳以下）重量級 三位 三好 学 天王寺道場
大阪府空手道選手権大会軽量級 優勝 藤原章寛 兵庫支部
大阪府空手道選手権大会軽量級 準優勝 中岡京介 大阪西支部
大阪府空手道選手権大会軽量級 三位 澤井信将遥熊 兵庫支部
大阪府空手道選手権大会重量級 優勝 松岡朊彦 兵庫支部
大阪府空手道選手権大会重量級 準優勝 中山翔太 大阪なみはや支部
大阪府空手道選手権大会重量級 三位 西村将真 京都支部
大阪府空手道選手権大会中量級 優勝 岡田祐樹 大阪西支部
大阪府空手道選手権大会中量級 準優勝 有馬美優士 兵庫支部
大阪府空手道選手権大会中量級 三位 間瀬場亮 兵庫支部


