
クラス 優勝 準優勝

幼年男子の部　 橋本 龍之介 中岸 愛琉斗 生島　大晴 髙木　志音

勇誠会井上道場 内田塾新大阪支部 成心會 成心會

小学1年男子の部 橋本　一毅 酒井　陽向 濱　佑輝 鷲見　琉斗

白蓮会館堺支部 立志会 桜塾 桜塾

小学2年男子の部　 湯川　芽生 竹内　虎和 村上　雄哉 鴫野　丈

烈士會 自然拳法 聖心會 誠流塾

小学3年男子軽量の部 谷口　遼磨 夏目　玲皇 小林　颯良 瀬尾　旺文

聖心會 桜塾 聖心會 桜塾滋賀本部

小学3年男子重量の部　 祖父江 海斗 村上　剣心 夏山　李空 吹上　優天

清凜館 世界総極真兵庫県米山道場 拳実会 光山會

小学4年男子軽量の部　 京口　総勝 正木　翔夢 大野 朔多郎 田中　文太

聖心會 七州会東海支部 武奨館吉村道場 聖心會

小学4年男子重量の部 金城　壮志 菊田　真翔 浦山　竜精 本杉　一颯

誠會総本部 武奨館吉村道場 武奨館吉村道場 立志会

小学5年男子軽量の部　 仲辻　碧波 川口　一護 日比　琉聖 佐野　快吏

白蓮会館堺支部 澤崎道場 桜塾 眞琉會

小学5年男子重量の部　 阿部　秀星 藤井　瑛心 藤田　琥也 中西　亮太

聖武会館尼崎東本部 拳武会館 桜塾 世界闘英館

小学6年男子軽量の部　 渡辺　龍輝 山川　慧大 壷井　龍翔 林　諒芽

士衛塾石川 真誠塾 白蓮会館総本部 桜塾

小学6年男子重量の部 今別府 幸音 三木　翔斗 長浦　蓮太 松本　琉壱

七州会 至道会館芳泉本部 政浦道場 空研塾西田道場

中学1年男子軽量の部　 土田　翔生 植松　右京 濱　太樹 藤原　司

武奨館𠮷村道場 飛心会 桜塾 勇誠会井上道場

中学1年男子中量の部　 小此内捺芽 田中　梗介 橋本　楓汰 藤江　礼

極真会館浜井派石川県支部 新武道塾無心拳 世界寛水流 烈士會

中学1年男子重量の部　 有村　洸輝 山下　源太 奥野　舜 阿部　優生

飛心会 武神會 岡村道場神戸東本部 拳実会

中学2・3年男子軽量の部 奥村　陸人 中村　海輝 野嶋　琉生 松本　涼太郎

光武会館 飛心会 新誠會 桜塾

中学2・3年男子中量の部 井手尾悠真 長野　翔 瓜生　夕貴 岡﨑　椋雅

烈士會 烈士會 成心會福岡支部 聖武会館

中学2・3年男子重量の部 大谷　柊偉 小寺　啓 矢倉　大地 竹内　悠敦

白蓮会館堺支部 餅田道場 大和会館玉城支部 竹内道場

高校生男子軽量の部 笹裏　健士朗 市來　葵士

聖武会館尼崎東本部 桜塾

高校生男子中量の部 金森　悠成

金森道場

高校生男子重量の部 早川　羅偉 松﨑　貫太

桜塾 真武會

幼年女子の部 福田　陽菜 柿原　芽衣奈

桜塾 圏彗會本部

小学1年女子の部　 若林　藍 吉田谷蘭 中山　星來 代　　靖睿

桜塾 空身館 桜塾 桜塾

小学2年女子の部　 近藤　麗愛 松上　美凪 松本　姫芽 平野　海光

心道會 烈士塾総本部 桜塾 空身館

小学3年女子の部　 垣内　蓮 村田　こはる 廣嶋　美里愛 夏目　玲菜

世界総極真兵庫県米山道場 成心會 桜塾 桜塾

小学4年女子軽量の部　 酒井　希羽 山﨑　空明 小倉　未夢 西山　空那

佐藤道場 白蓮会館堺支部 聖武会館尼崎東本部 空會館

小学4年女子重量の部　 宮岸　依瑳菜 百田　万穂

聖武会館西宮支部 拳武会館

小学5年女子軽量の部　 指江　咲妃 秦　　愛穂 土橋　せら 西田　玲那

正樹道場 飛心会 飛心会 光武会館

小学5年女子重量の部　 岩口　紗藍 児島　凪咲 岡部　こころ 竹永　美渚

清凛館 極真会館長谷場派前田道場 真正会全真会館阿倍野本部 桜塾

小学6年女子軽量の部　 森　　みいな 安藤　杏華 奥野　久良々 藤田　優里 飛心会

成心會福岡支部 飛心会 光武会館 飛心会

小学6年女子重量の部　 成田　薫実 岩口　花凛 大浪　瑞葵 西山　ひとみ

七州会 清凛館 岡村道場姫路本部 宮野道場伊丹支部

中学1女子軽量の部 溝上　華 荒牧　静

白蓮会館堺支部 宮野道場本部

中学1年女子重量の部 田中　あかり 安達　星奈 中津　星桜 丸山　瑞希

聖心會 新武道塾無心拳 世界寛水流 拳聖塾

中学2・3年女子軽量の部 小寺　もとこ 利根川十仁

餅田道場 武奨館吉村道場

中学2・3年女子中量の部 新田　小粋 小笠原ゆい

極真会館浜井派石川県支部 聖心會

中学2・3年女子重量の部 渡辺　小春 木村　一千花 前田　光姫 渡邊　愛子

武奨館吉村道場 飛心会 極真会館長谷場派前田道場 真門塾

高校生女子中量の部 富野　真麻 石野　まこと 川下　楓夏 田渕　涼香

飛心会 桜塾 聖武会館尼崎東本部 拳聖塾

高校生女子重量の部 脇上　さくら 岡﨑　絹果

世界實水流 聖武会館尼崎東本部

第3位
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