
クラス 優勝 準優勝

白数　豹雅 深見　三郎 岩井　騰己 近藤　大河

昇心塾本部 空會館 桜塾 拳聖塾

大沢　匠 藤原　熙乃 田嶋　梓 飯山　壱斗

誠會 空會館 武煌会館 空研塾西田道場

今北　勇心 山﨑　創太 坊下　凛太朗 鷲見　琉颯

全真会館阿部野本部 昇心塾本部 極真会館浜井派石川県支部 桜塾

河合　琉月 吉田　類 小林　秀太郎 東出　哲心

大上會 桜塾 勇誠会井上道場 聖空会館高砂道場

橋本　龍之介 尾﨑　威心 吉田　哲起 生島　大晴

勇誠会井上道場 七州会 誠會平野支部 成心會

一松　仁 早河　優空 山本　恋次 橋本　逞

真盟会館泉佐野支部 空會館 空會館 聖心會

田井中　秀 橋本　一毅 長尾　杏虹 祖父江　洋斗

桜塾 白蓮会館大阪狭山支部 牧山道場 清凛館

柳田　凌央 村上　雄哉 伊藤　大稀 桑野　瑠

桜塾 聖心會 桜塾 修慧会

竹永　龍也 小島　蕉也 橋本　玲王 小﨑　太雅

桜塾 桜塾 極真会館坂本派福井県本部 真誠塾

谷口　遼磨 瀬尾　旺文 河合　利亜斗 奥村　一真

聖心會 桜塾 大上會 極真空手中崎道場関西本部

長坂　子龍 曽和　夢叶 夏山　李空 千葉　遥斗

極真空手道忍會ふじみ野本部 金剛カラテ川地道場橋本道場 白蓮会館大阪狭山支部 全真会館阿倍野本部

正木　翔夢 京口　総勝 奥山　瑠斗 桐原　歩夢

七州会 聖心會 仰拳塾 世界闘英館空手道

辻西　由登 各務　壮祐 澤　洸太朗 渡利　奏

全真会館阿倍野本部 極真会館浜井派愛知石川道場 武奨館𠮷村道場 誠會東住吉支部

浦山　竜精 本杉　一颯 辰巳　存 丸茂　雄太

武奨館𠮷村道場 立志会 聖武会館本部 七州会

加藤　宥希 鷲見　琉月 渡邉　大德 池田　優雅

祐心会尾張旭支部 桜塾 聖武会館 桜塾

松田　流誠 伊東　晃玖 大石　蓮 竹下　時人

桜塾 真正会 大和会館玉城道場 烈士會

藤田　琥也 中村　海晴 三木　翔斗 石田　虎琉

桜塾 桜塾 至道会館 拳真流チームアキラ

奥村　亜瑠真 鎌谷　花暖

極真空手中崎道場関西本部 立志会

桑野　寧 尾﨑　心奏

修慧会 七州会

奥村　瑠依真 服部　愛夢 冨田　華帆 椿山　麗

極真空手中崎道場関西本部 武神　佐藤道場 桜塾 義道会館

田中　聖 黒木　寿蘭 南　友利葵 駒田　好奏

琉道會館 真盟会館和泉支部 白蓮会館堺支部 松武館空手道

中島　初椛 代　靖睿 藤原　汐杏 髙西　琉花

空會館 桜塾 白蓮会館東大阪北支部 極真会館長谷場派前田道場

曽和　咲良 吉田谷　蘭 竹内　優奈 原田　都杏

金剛カラテ川地道場橋本道場 空身館 白蓮会館八尾西支部 拳実会

権出　小春 近藤　麗愛 山本　乃愛 廣畑　和沙

聖心會鴨谷道場 心道會 七州会 勇輝会館

垣内　杏 山田　かのん 辻　莉乃 鰐部　比奈子

全極真兵庫県米山道場 白蓮会館八尾南支部 正道会館髙雄道場 空身館

野嶋　紗 木下　舞桜 丸本　依央奈 渡邉　藍

新誠會 聖心會 桜塾 桜塾

村田　こはる 垣内　蓮 濵　心優 竹下　惺

成心會 全極真兵庫県米山道場 顕正会館高槻支部 烈士會

神田　桃香 西山　空那 奥村　幸美 関谷　明莉

聖心會国府 空會館 心想流和田道場 誠會

酒井　希羽 髙橋　苺愛 林　美月 上野　凛心

七州会 桜塾 心想流和田道場 一拳会

岩永　唯伽 下野　真央 森　みいな　 石嶺　美

桜塾 清凛館 成心會福岡支部 桜塾

岩口　紗藍 秦　愛穂 中園　ひより 指江　咲妃

清凛館 飛心会 拳聖塾 正樹道場

成田　薫実 竹永　美渚

七州会 桜塾

粥川　愛菜

桜塾

静田　凛 米山　青望

一拳会 全極真兵庫県米山道場

前河　凜花

大阪体育大学浪商高等学校

坂本　爽竜 岩永　勝亮 中村　翔真

白蓮会館八尾南支部 桜塾 新誠會

中山　星音 暁　洸斗

桜塾 成心會

竹内　悠敦

竹内道場

小学5年男子重量の部　

小学6年男子軽量の部　

小学6年男子重量の部

中学1年男子軽量の部　

小学3年男子軽量の部

小学3年男子重量の部　

小学4年男子軽量の部　

小学4年男子重量の部

小学5年男子軽量の部　

第3位

令和4年2月23日水曜日　第10回武道振興会杯チャンピオンカップ決勝大会結果

幼年男子の部　

小学１年生男子の部

小学2年男子の部　

中学1年男子中量の部　

中学1年男子重量の部　

中学2、3年男子軽量の部

中学2、3年男子中量の部

中学2、3年男子重量の部

幼年女子の部

小学1年女子の部　

小学2年女子の部　

小学3年女子の部　

小学4年女子軽量の部　

小学4年女子重量の部　

小学5年女子軽量の部　

小学5年女子重量の部　

小学6年女子軽量の部　

小学6年女子重量の部　

中学1年女子軽量の部

高校生女子重量の部

高校生男子軽量の部

高校生男子中量の部

高校生男子重量の部

中学2、3年女子重量の部　

中学1年女子重量の部

中学2、3年女子軽量の部　

中学2、3年女子中量の部　

高校生女子軽量の部

高校生女子中量の部


