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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 伊藤早良紗 川西道場
型　幼年初級の部 三位 武市拳斗 三原道場
型　小学一・二年生初級の部 優勝 坂田　洵 尼崎道場
型　小学一・二年生初級の部 準優勝 渋川敦紀 塚口道場
型　小学一・二年生初級の部 三位 竹田一希 塚口道場
型　小学一・二年生上級の部 優勝 神田幸覇 魚住道場
型　小学一・二年生上級の部 準優勝 𠮷田成勲 明石道場
型　小学一・二年生上級の部 三位 宮田七海 朝霧道場
型　小学三・四年生初級の部 優勝 安田　雅 魚住道場
型　小学三・四年生初級の部 準優勝 福中大貴 川西道場
型　小学三・四年生初級の部 三位 永高悠汰 鈴蘭台道場
型　小学三・四年生上級の部 優勝 山崎琉偉河 明石道場
型　小学三・四年生上級の部 準優勝 荊木和希 奈良支部
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 蓮田　翔 川西道場
型　小学五・六年生初級の部 準優勝 粟飯原稟 高尾道場
型　小学五・六年生上級の部 優勝 水口 楓 奈良支部
型　小学五・六年生上級の部 準優勝 田中志侑 大阪西支部
型　小学五・六年生上級の部 三位 原山泰幸 奈良支部
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 茱萸寿樹 魚住道場
型　中学生上級の部 三位 森田哲平 高尾道場
型　一般上級の部 優勝 宮内那早 宝塚道場
型　一般上級の部 準優勝 足立優里 大阪なみはや支部
型　一般上級の部 三位 田中美祐 大阪東南支部
型　壮年初級の部 優勝 松田美佳 川西道場
型　壮年初級の部 準優勝 嶋田勝之 豊岡道場
型　壮年初級の部 三位 八木貴裕 神戸道場
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
幼年の部ソフトクラス軽量級 優勝 中園龍蔵 西宮道場
幼年の部ソフトクラス軽量級 準優勝 冨田來未 加古川道場
幼年の部ソフトクラス軽量級 三位 榎本翔真 港道場
幼年の部ソフトクラス重量級 優勝 山岡拓未 大阪西支部
幼年の部ソフトクラス重量級 準優勝 橋岡音哉 大阪なみはや支部
幼年の部ソフトクラス重量級 三位 中塚京蒔 百舌鳥八幡道場
幼年の部チャンピオンクラス 優勝 岡部神風 正道会館
幼年の部チャンピオンクラス 準優勝 高松春希 阪南道場

幼年の部チャンピオンクラス 三位
ヴェデニョフ
・ニコラス

三宮道場

小学一年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 坂口春翔 塚口道場
小学一年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 吉田豪空 松原道場
小学一年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 中川優吾 松原道場
小学一年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 久保凜咲 羽曳野道場
小学一年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 本田京ノ丞 京都支部
小学一年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 西岡小由紀 宝塚道場
小学一年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 藤原光輝 朝霧道場
小学一年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 西田蓮太郎 京都支部
小学一年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 杉本好誠 放出鶴見道場



小学一年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 井上晴哉 上新庄道場
小学一年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 晝川珠里 京都支部
小学一年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 晝川珠花 京都支部
小学一年生チャンピオンクラス 優勝 神田幸覇 魚住道場
小学一年生チャンピオンクラス 準優勝 中園兼真 西宮道場
小学一年生チャンピオンクラス 三位 奥村一真 放出鶴見道場
小学二年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 矢橋大樹 塚口道場
小学二年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 片岡秀輔 京都支部
小学二年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 稲田陽世 百舌鳥八幡道場
小学二年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 舘野凌芽 放出鶴見道場
小学二年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 能登光詩 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 塚﨑雄斗 京都支部
小学二年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 田中　僚 京都支部
小学二年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 中村　道 京都支部
小学二年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 竹田一希 塚口道場
小学二年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 髙原優空 名谷道場
小学二年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 柿木原向葵 大阪西支部
小学二年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 樽野　芯 大阪なみはや支部
小学二年生チャンピオンクラス 優勝 谷口 晃 三重支部
小学二年生チャンピオンクラス 準優勝 宮原謙一郎 明石道場
小学二年生チャンピオンクラス 三位 髙野優大 正道会館
小学三年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 杉野葉琉 西神南道場
小学三年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 大江哉真人 京都支部
小学三年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 西谷総一郎 大阪なみはや支部
小学三年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 安田　雅 魚住道場
小学三年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 藤原泰雅 大阪なみはや支部
小学三年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 竹林龍之介 放出鶴見道場
小学三年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 佐伯恭太郎 正道会館
小学三年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 孕石啓汰 西宮道場
小学三年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 福田純成 須磨南道場
小学三年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 松本清楓 正道会館
小学三年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 須田臣大 須磨南道場
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 村城柚太 大阪なみはや支部
小学三年生チャンピオンクラス 準優勝 山﨑琉偉河 明石道場
小学三年生チャンピオンクラス 三位 伊東晃玖 正道会館
小学四年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 石井稜真 宝塚道場
小学四年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 緒方　類 堺道場
小学四年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 岡本隆祐 須磨南道場
小学四年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 阿野翔一 伊丹道場
小学四年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 福中大貴 川西道場
小学四年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 長尾朋哉 名谷道場
小学四年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 京極庚太 堺道場
小学四年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 森 匠真 上新庄道場
小学四年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 中尾亘汰 堺東道場
小学四年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 古川英進 正道会館
小学四年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 桑﨑未来夢 阪南道場
小学四年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 藤野克海 滋賀支部
小学四年生チャンピオンクラス 優勝 舘　颯人 正道会館
小学四年生チャンピオンクラス 準優勝 西　楽生 大阪西支部
小学四年生チャンピオンクラス 三位 金谷典征 羽曳野道場
小学五年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 牛嶋天之介 上新庄道場
小学五年生初級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 牛嶋蓮斗 上新庄道場



小学五年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 粟飯原稟 高尾道場
小学五年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 岩元健起 小野道場
小学五年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 薮田郁宙 宝塚道場
小学五年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 伊東志帆 羽曳野道場
小学五年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 伊東靖泰 正道会館
小学五年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 土田克駒 戦士會
小学五年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 横平　鈴 塚口道場
小学五年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 浜﨑陽向 塚口道場
小学五年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 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 三位 針生勇希 京都支部
小学五年生チャンピオンクラス軽量級 優勝 松蔭 秀 朝霧道場
小学五年生チャンピオンクラス軽量級 準優勝 野澤晴希 塚口道場
小学五年生チャンピオンクラス軽量級 三位 渡辺真紗斗 名谷道場
小学五年生チャンピオンクラス重量級 優勝 中村豪成 西宮道場
小学五年生チャンピオンクラス重量級 準優勝 赤﨑開次 堺道場
小学五年生チャンピオンクラス重量級 三位 垣内大芽 尼崎道場
小学六年生初級の部ソフトクラス軽量級 優勝 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軽量級 準優勝 髙田郁哉 放出鶴見道場
小学六年生初級の部ソフトクラス軽量級 三位 小川修平 上新庄道場
小学六年生初級の部ソフトクラス重量級 優勝 川上稜真 京都支部
小学六年生初級の部ソフトクラス重量級 準優勝 野口楓馬 百舌鳥八幡道場
小学六年生初級の部ソフトクラス重量級 三位 永江龍貴 堺道場
小学六年生中級の部ソフトクラス軽量級 優勝 伊藤大晴 堺道場
小学六年生中級の部ソフトクラス軽量級 準優勝 柴田真斗 塚口道場
小学六年生中級の部ソフトクラス軽量級 三位 関　醇士 港道場
小学六年生中級の部ソフトクラス重量級 優勝 中平叶太 奈良支部
小学六年生中級の部ソフトクラス重量級 準優勝 波部大元 塚口道場
小学六年生中級の部ソフトクラス重量級 三位 野口奨馬 百舌鳥八幡道場
小学六年生チャンピオンクラス軽量級 優勝 松本　俊 正道会館
小学六年生チャンピオンクラス軽量級 準優勝 鈴木棟家 名谷道場
小学六年生チャンピオンクラス軽量級 三位 洲嵜智保 名谷道場
小学六年生チャンピオンクラス重量級 優勝 髙野優作 正道会館
小学六年生チャンピオンクラス重量級 準優勝 外川勝宗 堺道場
小学六年生チャンピオンクラス重量級 三位 安尾瑠輝 魚住道場
中学一年生初級の部軽量級 優勝 浅井　陸 大阪東南支部
中学一年生初級の部軽量級 準優勝 渡　龍太 白蓮会館
中学一年生初級の部軽量級 三位 大江慶志朗 神戸道場
中学一年生初級の部重量級 優勝 古城春樹 奈良支部
中学一年生初級の部重量級 準優勝 田中義了 泉南道場
中学一年生初級の部重量級 三位 清水来輝 大阪西支部
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 佐川人成 大阪東南支部
中学一年生上級の部軽量級 三位 福西賢士 奈良支部
中学一年生上級の部中量級 優勝 赤﨑隼人 堺道場
中学一年生上級の部中量級 準優勝 竹西　蘭 堺道場
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 高山勇輝 塚口道場
中学一年生上級の部重量級 三位 尚　広一 西成道場
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 松田健人 朝霧道場
中学二・三年生初級の部軽量級 三位 名和真央 泉大津道場
中学二・三年生初級の部重量級 優勝 堀井詩温 堺道場



中学二・三年生初級の部重量級 準優勝 西辻頼希 奈良支部
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 鷲﨑歩騎 正道会館
中学二・三年生上級の部軽量級 三位 岩多陽勇 正道会館
中学二・三年生上級の部中量級 優勝 濱口奏琉 泉大津道場
中学二・三年生上級の部中量級 準優勝 神谷優輝 京都支部
中学二・三年生上級の部中量級 三位 津村怜音 正道会館
中学二・三年生上級の部重量級 優勝 藤崎 竣 松原道場
中学二・三年生上級の部重量級 準優勝 長澤龍馬 北大阪支部
中学二・三年生上級の部重量級 三位 西村蓮太 貝塚道場
高校生男子上級の部軽量級 優勝 新田海斗 大阪なみはや支部
高校生男子上級の部軽量級 準優勝 豊村樹輝斗 大阪なみはや支部
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 安田隆一郎 大阪東南支部
高校生男子上級の部中量級 三位 若林秀虎 高尾道場
高校生男子上級の部重量級 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 準優勝 西野　光 大阪なみはや支部
高校生男子上級の部重量級 三位 松本翔太 豊岡道場
小学三・四年生女子ソフトクラス軽量級 優勝 浜崎乃々 塚口道場
小学三・四年生女子ソフトクラス軽量級 準優勝 中谷美月 西宮南道場
小学三・四年生女子ソフトクラス軽量級 三位 藤田さくら 中山台道場
小学三・四年生女子ソフトクラス無差別級 優勝 波部百々花 塚口道場
小学三・四年生女子ソフトクラス無差別級 準優勝 佐藤茅利佳 三重支部
小学三・四年生女子ソフトクラス無差別級 三位 村田紗奈 上新庄道場
小学三・四年生女子チャンピオンクラス 優勝 岡部こころ 正道会館
小学三・四年生女子チャンピオンクラス 準優勝 清水咲花 奈良支部
小学三・四年生女子チャンピオンクラス 三位 富貴彩愛 淡路道場
小学五・六年生女子ソフトクラス軽量級 優勝 渡　夢羽 白蓮会館
小学五・六年生女子ソフトクラス軽量級 準優勝 藤本　華 大阪東南支部
小学五・六年生女子ソフトクラス軽量級 三位 正木千春 泉大津道場
小学五・六年生女子ソフトクラス無差別級 優勝 中山陽捺 富田林道場
小学五・六年生女子ソフトクラス無差別級 準優勝 徳永夏妃 大阪西支部
小学五・六年生女子ソフトクラス無差別級 三位 田原　凛 高知支部
小学五・六年生女子チャンピオンクラス軽量級 優勝 中西羽来 奈良支部
小学五・六年生女子チャンピオンクラス軽量級 準優勝 小林咲月 琉道会館
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
小学五・六年生女子チャンピオンクラス重量級 優勝 水口 楓 奈良支部
小学五・六年生女子チャンピオンクラス重量級 準優勝 魚森友望子 姫路道場
小学五・六年生女子チャンピオンクラス重量級 三位 宮内初菜 宝塚道場
中学生女子初級の部無差別級 優勝 𠮷澤夏凛 京都支部
中学生女子初級の部無差別級 準優勝 河角咲良 上新庄道場
中学生女子初級の部無差別級 三位 岩元結生 小野道場
中学生女子上級の部無差別級 優勝 田坂美夢 伊丹道場
中学生女子上級の部無差別級 準優勝 中塚由莉奈 百舌鳥八幡道場
中学生女子上級の部無差別級 三位 中西由芽 奈良支部
女子初級の部無差別級 優勝 角町　祥 神戸大学
女子初級の部無差別級 準優勝 辻　眞子 京都支部
女子初級の部無差別級 三位 丸橋飛鳥 川西道場
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 立木聖華 福井支部
一般初級の部軽量級 優勝 森　仁志 神戸大学



一般初級の部軽量級 準優勝 杉山拓馬 塚口道場
一般初級の部軽量級 三位 神野　勉 大阪なみはや支部
一般初級の部中量級 優勝 春畑彰広 宝塚道場
一般初級の部中量級 準優勝 萩聖一郎 中山台道場
一般初級の部中量級 三位 沢田聖学 港道場
一般中級の部軽量級 優勝 関尾健太 神戸道場
一般中級の部軽量級 準優勝 松岡　武 三宮道場
一般中級の部軽量級 三位 西川龍生 住之江道場
一般中級の部中量級 優勝 垣内克海 尼崎道場
一般中級の部中量級 準優勝 山内友樹 尼崎道場
一般中級の部中量級 三位 中村亮太 神戸大学
一般中級の部重量級 優勝 中塚怜蒔 百舌鳥八幡道場
一般中級の部重量級 準優勝 京極智和 堺道場
一般中級の部重量級 三位 森 隆寛 神戸大学
壮年上級の部（三五～三九歳以下）重量級 優勝 笹井良彦 姫路道場
壮年上級の部（三五～三九歳以下）重量級 準優勝 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 三位 若林俊宏 高尾道場
壮年上級の部（四○～四四歳以下）軽量級 優勝 東　洋 松原道場
壮年上級の部（四○～四四歳以下）軽量級 準優勝 中尾貴光 正道会館
壮年上級の部（四○～四四歳以下）軽量級 三位 三谷哲一 北大阪支部
壮年中級の部（四○～四九歳以下）軽量級 優勝 永高育哉 鈴蘭台道場
壮年中級の部（四○～四九歳以下）軽量級 準優勝 榎本隆行 三宮道場
壮年中級の部（四○～四九歳以下）軽量級 三位 清水智広 芦屋道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）軽量級 優勝 小野尊重 姫路道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）軽量級 準優勝 安田隆彦 京都支部
壮年上級の部（四五～四九歳以下）軽量級 三位 清田英二 塚口道場
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 村上成敏 鈴蘭台道場
壮年上級の部（四五～四九歳以下）重量級 三位 中川健司 大阪西支部
壮年上級の部（五○～五九歳以下）軽量級 優勝 江浪正英 大阪中央支部
壮年上級の部（五○～五九歳以下）軽量級 準優勝 友田一博 大阪中央支部
壮年上級の部（五○～五九歳以下）軽量級 三位 藤田修司 中山台道場
全関西空手道選手権一般の部無差別級 優勝 間瀬場亮 兵庫支部
全関西空手道選手権一般の部無差別級 準優勝 菅原英志 梶原道場
全関西空手道選手権一般の部無差別級 三位 阪本幸一 兵庫支部


