
クラス 名前 ふりがな 支部・道場名 順位
組手　小学１年生の部 向田　瑞基 むこうだ　みずき 千葉道場 優勝
組手　小学１年生の部 山川健太郎 やまかわ　けんたろう 広島 準優勝
組手　小学１年生の部 石田　佑 いしだ　たすく 広島 第三位
組手　小学１年生の部 長楽　玲愛 ちょうらく　れあ 極真空手中山道場 第三位
組手　小学２年生の部 可知　来生 かち　くう 埼玉県比企 優勝
組手　小学２年生の部 山科　心潤 やましな　みうる 京都 準優勝
組手　小学２年生の部 岡本　一晟 おかもと　いっせい 京都 第三位
組手　小学２年生の部 大野　力翔 おおの　りきと 奈良北 第三位
組手　小学３年生女子の部 鵜飼　遥乃 うかい　はるの 京都 優勝
組手　 小学３年生初級の部 小笹　蒼空 こざさ　そら 山陰・米子 優勝
組手　 小学３年生初級の部 角田　達 つのだ　いたる 勇真塾 準優勝
組手　 小学３年生初級の部 井関　輝人 いせき　てると 広島 第三位
組手　 小学３年生初級の部 大谷　悠太 おおたに　ゆうた 流心会館 第三位
組手　 小学３年生上級の部 間中　蒼 まなか　そう 埼玉県比企 優勝
組手　 小学３年生上級の部 永田海瑚人 ながた　みこと 山陰・米子 準優勝
組手　 小学３年生上級の部 藤田　悠真 ふじた　はるま 大阪北摂 第三位
組手　小学４年生女子の部 小山　真歩 こやま　まほ 輝道会館 優勝
組手　小学４年生女子の部 松井　律 まついりつ 山陰・出雲 準優勝
組手　小学４年生女子の部 但馬　美月 たじま　みづき 山陰・産体 第三位
組手　小学４年生初級の部 本城　慧 ほんじょう　あきら 広島 優勝
組手　小学４年生初級の部 森　栄大 もり　えいた 極真空手中山道場 準優勝
組手　小学４年生初級の部 田辺　誠剛 たなべ　せいご 山陰・米子 第三位
組手　小学４年生初級の部 長岡　晃輝 ながおか　こうき 修錬館 第三位
組手　小学４年生上級の部 岡村　泰雅 おかむら　たいが 山陰・米子 優勝
組手　小学４年生上級の部 山科　闘毅 やましな　とき 京都 準優勝
組手　小学４年生上級の部 羽山　虎太 はやま　こうた 足立 第三位
組手　小学５年生女子の部 巻田　全叶 まきた　ともか 京都 優勝
組手　小学５年生女子の部 角田　悠美 つのだ　ゆうみ 勇真塾 準優勝
組手　小学５年生女子の部 大田　萌絵 おおた　もえ 広島 第三位
組手　小学５年生初級の部 森谷　鷹臥 もりや　おうが 極真会館水口派 優勝
組手　小学５年生初級の部 和田　一馬 わだ　かずま 山陰・安来 準優勝
組手　小学５年生初級の部 小西　那生 こにし　なお 京都 第三位
組手　小学５年生初級の部 松田　陸 まつだ　りく 京都 第三位
組手　小学５年生上級の部 岸田　庵 きしだ　いおり 大阪北摂 優勝
組手　小学５年生上級の部 大田　悠人 おおた　ゆうと 広島 準優勝
組手　小学５年生上級の部 久保伊吹起 くぼ　いぶき 広島 第三位
組手　小学６年生女子の部 野﨑　明梨 のざき　あかり 京都 優勝



組手　小学６年生女子の部 鎌田　雅 かまだ　みやび 大阪北摂 準優勝
組手　小学６年生女子の部 瓜生　雪乃 うりゅう　ゆきの 大阪北摂 第三位
組手　小学６年生女子の部 松本　妃利 まつもと　はいり 勇真塾 第三位
組手　小学６年生初級の部 中邑　嘉月 なかむら　かつき 広島 優勝
組手　小学６年生初級の部 福本　好誠 ふくもと　こうせい 極真会館水口派 準優勝
組手　小学６年生初級の部 景山　颯 かげやま　りゅう 山陰・米子 第三位
組手　小学６年生初級の部 奥山　東木 おくやま　とうき 山陰・鳥取 第三位
組手　小学６年生上級の部 岸本　峻輔 きしもと　しゅんすけ 大阪南 優勝
組手　小学６年生上級の部 今村　稜成 いまむら　りょうせい 大阪北摂 準優勝
組手　小学６年生上級の部 森　憲吾 もり　けんご 大阪南 第三位
組手　小学６年生上級の部 西本　莞爾 にしもと　かんじ 山陰・倉吉 第三位
組手　中学生女子初級の部 高井　華恋 たかい　かれん 山陰・安来 優勝
組手　中学生女子上級の部 相良　耀 さがら　ひかり 究道会館 優勝
組手　中学生女子上級の部 至田　結愛 しだ　ゆめ 大阪南 準優勝
組手　中学生女子上級の部 伊原　知里 いばらちさと 山陰・出雲 第三位
組手　中学生軽量級初級・上級の部 浅井　宗翔 あさい　しゅうと 奈良北 優勝
組手　中学生軽量級初級・上級の部 加藤　匠斗 かとう　たくと 鳩ケ谷 準優勝
組手　中学生軽量級初級・上級の部 川又　一星 かわまた　いっせい 広島 第三位
組手　中学生軽量級初級・上級の部 松尾　悠斗 まつお　ゆうと 流心会館 第三位
組手　中学生重量級初級の部 青山　光輝 あおやま　こうき 山陰・島前 優勝
組手　中学生重量級上級の部 長谷川大翔 はせがわ　だいと 広島 優勝
組手　中学生重量級上級の部 鎌田　大雅 かまだ　たいが 大阪北摂 準優勝
組手　中学生重量級上級の部 濱本　匠 はまもと　たくみ 広島 第三位
組手　中学生重量級上級の部 西本　正彦 にしもと　まさひこ 山陰・倉吉 第三位
組手　高校生軽量級の部 西森　大陽 にしもり　たいよう 広島 優勝
組手　高校生軽量級の部 相良　一志 さがら　かずし 究道会館 準優勝
組手　高校生重量級の部 中嶋　大貴 なかじま　だいき 大阪南 優勝
組手　高校生重量級の部 井元　流風 いもと　るあ 大阪北摂 準優勝
組手　高校生重量級の部 溝尾　涼介 みぞお　りょうすけ 広島 第三位
組手　女子の部 小山　優 こやま　ゆう 輝道会館 優勝
組手　壮年（四十一歳～四十五歳）の部 森山　嘉久 もりやまよしひさ 山陰・出雲 優勝
組手　壮年四十六歳以上軽量級の部 溝尾　英之 みぞお　ひでゆき 広島 優勝
組手　壮年四十六歳以上軽量級の部 原　大介 はら　だいすけ 山陰・松江 準優勝
組手　壮年(三十五歳～四十歳）重量級の部 兼廣　鉄平 かねひろ　てっぺい 広島 優勝
組手　一般上級の部 津田　佳寿 つだ　けいじゅ 山陰・米子 優勝


